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地域医療連携だより
若葉が初夏の日ざしにまぶしくかがやく季節となりました。登録医の先生方に
おかれましては、ますますお健やかにお過ごしのことと存じます。
今月号は、新たな着任医師を紹介いたします。

着任のご挨拶
医療社会事業部長

吉田篤美
(写真右 吉田)
平日午前中は 1 階外来の総合案内にて
様々な相談に対応しています。

このたび、平成 27 年 2 月 1 日付で医療社会事業部長として就任いたしました。
医療社会事業部が管轄いたしますのは、患者支援センター（地域医療連携課・訪問看護ステーショ
ン）及び社会課で、日頃から登録医の皆様には大変お世話になっております。
私自身は、高槻赤十字病院に看護師として入職し、30 数年が経ちますが病棟や手術室勤務のほ
か、赤十字の特色の一つである講習会の指導員として、地域へ出向くことが多くありました。
現在の赤十字健康生活支援講習で、在宅で介護が必要となる場合に備えた介護技術や、その人
なりに自立した高齢期が迎えられるよう日頃からの健康管理についての講習を行なってまいりました。
院内での看護が地域へ繋げられるよう、情報発信の場とすることにも努めてまいりました。
患者支援センターでは、登録医の皆様から患者様を安心してご紹介いただけるよう、患者様の入院
中の福祉相談や在宅へ向けての相談にも応じ、患者様の気持ちに寄り添い信頼していただける支援
を推進してまいりたいと考えて整備を進めております。
患者支援センター入口

今後ともご意見ご指導を賜り、至らないところに
ついて改善に取り組んでまいります。
よろしくお願い申し上げます。

患者支援センター内の様子

地域医療連携強化への取組み その②
～報告書（お返事）作成の確認～
地域医療連携強化のための工夫点、患者様に安心を・登録医の皆様に信頼をしていただくた
めの改善点など、院内の取組みを可視化するコーナーです。
昨年 9 月より患者支援センター内地域医療連携課にて、登録医の先生からご紹介をいただいた
際の【受診時の報告】がすみやかにお知らせできているかを調査し、業務改善に努めています。こ
の半年間の地域医療連携課スタッフからの呼びかけに当院の医師も返書の重要性を再認識した
結果、返書作成率は上がってきています。
今後の課題は、わかりやすい【最終結果の報告】をすみやかにお知らせできるよう、医師と協力し
て質の向上を目指します。報告書（お返事）に関してご意見・ご感想がありましたら地域医療連携課
までご連絡をお願いいたします。
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平成 27 年度着任医師のご紹介
麻酔科部
部長
専門分野
学会資格
モットー
登録医の先生へむけて
専攻医
モットー
登録医の先生へむけて

辻井 英治（ﾂｼﾞｲ ｴｲｼﾞ）
麻酔科
日本麻酔科学会専門医、日本胸部外科学会認定医
調和
よろしくお願いします。
今城 幸裕（ ｲﾏｼﾞｮｳ ﾕｷﾋﾛ）
take it easy
よろしくお願いします。

緩和ケア科部
副部長
専門分野
学会資格
モットー
登録医の先生へむけて

橋本 典夫（ﾊｼﾓﾄ ﾉﾘｵ）
痛みの治療
日本緩和医療学会暫定指導医、日本ペインクリニック学会専門医、
日本麻酔科学会指導医・専門医
hope for the best and prepare for the worst
平成 7 年卒ですが、初めての三島医療圏勤務となります。
御指導よろしく御願いします。

小児内分泌科部
部長
専門分野
学会資格
モットー
登録医の先生へむけて

黒柳 裕一（ｸﾛﾔﾅｷﾞ ﾕｳｲﾁ）
新生児・内分泌
日本小児科学会専門医、
日本周産期・新生児医学会 周産期（新生児）専門医・指導医
迅速に対応します。
低身長・糖尿病などの小児内分泌疾患や、新生児・乳児の事で何
かあればご紹介ください。

形成外科部
医員
専門分野
学会資格
登録医の先生へむけて

吉原 正宣（ﾖｼﾊﾗ ﾏｻﾉﾌﾞ）
形成外科一般、慢性創傷
日本形成外科学会専門医
よろしくお願いします。

産婦人科部
医員
専門分野
学会資格
モットー
登録医の先生へむけて

渡辺 綾子（ﾜﾀﾅﾍﾞ ｱﾔｺ）
産科
日本産婦人科学会専門医
笑顔を大切に
これからどうぞよろしくお願い致します。

医員
専門分野
モットー
登録医の先生へむけて

田中 健太郎（ﾀﾅｶ ｹﾝﾀﾛｳ）
産婦人科一般
患者様のニーズに合わせた診療を行っていく
お気軽に御紹介下さい。
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循環器科部
医員
専門分野
モットー
登録医の先生へむけて

李 剛至（ﾘ ｶﾞﾝｼﾞ）
循環器科一般
初心を忘れず、頑張ります
まだまだ至らないところが多いですが、何卒よろしくお願いします。

専攻医
モットー

森 京 子 (ﾓﾘ ｷｮｳｺ)
できることをコツコツと

消化器外科部
専攻医
モットー
登録医の先生へむけて

高野 義章（ﾀｶﾉ ﾖｼｱｷ）
わかりやすい診療を心がけます。
駆け出しの外科医でありますが、地域社会に貢献できる様、がんばり
ます。

乳腺外科部兼消化器外科部
専攻医
学会資格
登録医の先生へむけて

前沢 早紀（ﾏｴｻﾞﾜ ｻｷ）
マンモグラフィ読影資格
明るく前向きにがんばりますのでよろしくお願いします。

糖尿病・内分泌・生活習慣病科部
専攻医
モットー
登録医の先生へむけて

足立 玲子（ｱﾀﾞﾁ ﾚｲｺ）
患者様に寄り添う医療を心掛けます。
まだまだ未熟な所がありますが、精一杯頑張りますので御指導の程宜
しくお願いします。

消化器科部
専攻医
登録医の先生へむけて

熊澤 佑介（ｸﾏｻﾞﾜ ﾕｳｽｹ）
宜しくお願いします。

専攻医
モットー
登録医の先生へむけて

髙井 章子（ﾀｶｲ ｱｷｺ）
丁寧な診療、わかりやすい説明で、頑張ります
丁寧な診療をさせて頂きます。宜しくお願いします。

眼科部

整形外科部
専攻医
モットー
登録医の先生へむけて

平成 27 年度
研修医

速水 英之（ﾊﾔﾐ ﾋﾃﾞﾕｷ）
患者さんに優しい、丁寧な医療。
コメディカルの人達とのチーム医療の実践。
患者さんに優しく、丁寧な医療を行いたいと思っております。

横山

友研

（ﾖｺﾔﾏ ﾄﾓｱｷ）

山崎

蓬莱

愛実

（ﾎｳﾗｲ ﾒｸﾞﾐ）

中ノ坊

紘幸
亮

（ﾔﾏｻﾞｷ ﾋﾛﾕｷ）
（ﾅｶﾉﾎﾞｳ ﾘｮｳ）
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新規登録医療機関のご紹介
第二近藤診療所
院長

内科・小児科

近藤 浩之先生（消化器外科）

院長

近藤 章子先生（小児科）
寺村 智子先生（眼科）

河本陽介先生

茨木市水尾 3-16-28
メデミックス茨木水尾 2Ｆ

茨木市玉櫛 2-17-18
（前列左から、智子先生、近藤院長、章子先生）
後方、当院玉田副院長）

近藤先生からのメッセージ
滋賀医科大学卒業後、消化器・一般外科医として消化管、乳
腺、甲状腺手術に携ってきましたが、茨木市で開業してからは
家庭医としてお子様からお年寄りまで患者さまの立場に立った
医療の提供を通し、地域に貢献できるよう日々診療に取り組ん
でおります。
小児科専門医、眼科専門医と３名の医師で幅広い世代・病
状に対応できる診療所が特徴です。
なんでも気軽に相談していただけるホームドクターとして地域
に密着した医療に取り組んでゆきたいと考えております。今後
も、近隣医院さんや高槻赤十字病院さんとの連携を深め、より
良い医療が提供できればと思います。よろしくお願いいたしま
す。

ご案内

こうもとクリニック

河本先生からのメッセージ
（当院呼吸器科北部長と、河本院長）
大学卒業後 9 年間は大阪大学第 1 外科、小児外科の医局員
として、最先端の外科医療に携わりました。その後福島医療生
協吉野診療所所長となり、地域のかかりつけ医として、またある
時は内科医、ある時は皮膚科医として 0 歳の赤ちゃんから 100
歳のお年寄りまで診させていただきました。この経験を生かし、
世代を越え診療科を越え、地域の皆さんの健康管理に尽力し
てまいります。
外科を離れて以来、様々な学会で勉強させていただく中で、
「専門医の考えが患者さんに伝わらない、あるいは患者さんの
気持ちが十分に専門医に伝わっていない」 ということを実感し
ました。ちょっとしたずれのためにお互いいやな気持ちになって
いることがしばしばです。当院の看板は内科・小児科ですが、診
療科を問わず不安なことや疑問点があればいつでも相談してい
ただき、患者さんと専門医との間の橋渡しに尽力してまいりま
す。

毎（木）、眼科２４時間応需

高槻赤十字病院では、平成 27 年 3 月より、毎週木曜日、眼科は 24 時間診察対応を
始めております。ご利用いただく件数は伸びてまいりましたが、まだまだ周知に至っておりませ
ん。皆様へお知らせ頂ければ幸いです。
●診察依頼を連絡の上、ご来院ください。
●診療情報提供書がある場合事前 FAX のご協力をお願いいたします。
8：40-19：00 地域医療連携室へ連絡
直通 TEL：072-696-3274、直通 FAX：072-695-0054
19：00-翌 8：40

要チェック！

救急室に繋がります

病院 TEL：072-696-0571㈹、FAX：072-696-1228㈹

【お知らせ】本紙の発行回数変更について
地域医療連携だよりを読んで頂きありがとうございます。本紙内容の質を維持向上させるため本年度より発行回
数を毎月から隔月へと変更します。お知らせがある場合は、臨時号を発行します。

◆◆ 本紙掲載内容についてのお問合わせ窓口 ◆◆
患者支援センター内

地域医療連携課

外来予約・経過照会・セカンドオピニオン・転院依頼の窓口です

直通 TEL 072-696-3274
受付時間 平日 8：40-19：00
直通 FAX 072-695-0054（24 時間受信しますが、19 時以降と休日は、翌営業日朝の確認となります）
メールアドレス
byousin@takatsuki.jrc.or.jp

