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高槻赤十字病院

地域医療連携課

地域医療連携だより
暑さ厳しき折、登録医の先生方におかれましてはますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。
今月号は、初診患者さまの外来の待ち時間を軽減するための取り組みをご紹介します。

地域医療連携強化への取組み その③
～簡単に、外来予約がとれます！～
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。
当院では、登録医の先生からご紹介いただく患者様の外来の待ち時間を軽減するため、また診
療担当医師がいる日にご来院いただくために、初診外来診療の「予約」を推進しています。

予約方法は、簡単です。
登録医の先生から、
① 紹介状
② 検査結果や CD・フィルム
③ 「紹介患者様専用の診療予約電話システム」の用紙 ➔
を患者様にお渡しいただきましたら、患者様から直接お電話で初診外来診療の予約をお申込み
いただくことができます。患者様が受診されたことは、「受診報告書（FAX）」にてお知らせ
いたします。
このシステムは、受診可能日がすぐに分からない方や、保護者・介護者のご都合に合わせる
必要のある方にも簡単に予約をとっていただくことができることを目的に生まれた方法です。
これまで通り、登録医の先生や看護師・事務の方からのお電話や FAX で予約をとっていただく方
法を選んでいただいて、もちろん構いません。
外来診療の「予約」をとった上で、患者様にご来院いただくことができますよう、登録医の先
生におかれましてはご理解ご協力いただきたくお願い申し上げます。
図１

Q. 既存の「紹介患者予約カード」（右
図１）は使えなくなりますか？

既存 （名刺サイズ）
「紹介患者予約カード」

図２
新用紙 （A4 サイズ）
「紹介患者様専用の診療予約電話システム」

今後、こちら
をご利用く
ださい！

A. ご利用いただけます。
しかし、新用紙（右図２）の周知を勧め
て参りたく存じます。
新用紙をご入用の際には、地域医療
連携課へお申し付けください。
※実際は、両面印刷・名刺サイズ
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新規登録医療機関のご紹介
かとう眼科
院長

田辺レディースクリニック

加藤 明子先生

院長

茨木市別院町 4-19

田辺 晃子先生

高槻市白梅町 4-13
ジオ高槻ミューズ EX 4F
（加藤院長と、当院玉田副院長）

加藤先生からのメッセージ
かとう眼科は阪急茨木市駅から徒歩すぐの場所にある眼科ク
リニックです。 お子様からご高齢の方まで、目について気にな
る症状がありましたら、 どんな小さなことでもご相談ください。
見え方は、生活に大きな影響をもたらします。当院では患者
様のお話にしっかりと耳を傾け、日常的な目のトラブルや様々な
疾患を丁寧かつ専門的な検査や最新の設備で眼の状態をみさ
せていただきます。そして経験をふまえ患者さまにとって最もよ
いと思われる診療をおこない、わかりやすい説明ができるよう心
がけています。最適な治療とあたたかな対応で地域の皆さまに
喜んでいただけるようスタッフ一同がんばりますので、よろしくお
願いいたします。
●日本眼科学会認定眼科専門医
●視能訓練士が在籍
●診療案内：白内障・緑内障・糖尿病網膜症・加齢黄斑変性・視力
の低下（近視・遠視・乱視・老視）・ コンタクトレンズ、メガネ処方・
疲れ目・ドライアイ・アレルギー性結膜炎など

（田辺院長と、当院玉田副院長）

田辺先生からのメッセージ
当院では、産婦人科を中心とした泌尿器科・女性内科のプラ
イマリーケアとアンチエイジングケアで女性の皆様をトータルサ
ポートいたします。
地域医療への貢献と、専門知識に裏づけされた確かな医療の
提供をクリニックの基本理念にすえ、地域の皆様に信頼される
ホームドクターを目指して参ります。
専門的なことはもとより、初歩的な質問・疑問まで皆様の悩み・
不安を解消いたします。
また、院長をはじめスタッフは全員女性です。どうぞお気軽に
ご来院ください。
●日本産婦人科学会 専門医
●日本女性医学学会 認定医師
●母体保護法 指定医
●日本抗加齢医学学会 専門医

田崎医院
院長

田崎 龍之介先生

高槻市川西町 1 丁目 31-12
診療科
内科、小児科、循環器内科

（田崎院長と、当院岡本救急部長）

医院概要
地域の皆様のニーズに少しでもお応えし、幸せと満足をもた
らすことができますよう全力を尽くします。
田崎先生からのメッセージ
父が昭和 46 年にこの土地で開業しました。開業当時は周辺
に病院やクリニックがほとんどなく地域住民の方々の健康づくり
にできるかぎり貢献したいという気持ちで内科、小児科だけでな
く、幅広い診療を行ってきました。
私が加わり、父の今までの診療スタイルに加え、循環器科専
門医としての知識も生かしていきたいと思います。
地域住民の方々の身体・精神面の健康状態を少しでも豊かに
できるように手助けができたら幸いです。
●日本内科学会認定内科医
●日本循環器学会循環器専門医

新規登録医療機関の先生方、
今後ともよろしくお願いします。

お知らせ

高槻赤十字病院は、
夏季休診はございません。

◆◆ 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

登録医療機関 各位
作成 2015 年 8 月
高槻赤十字病院 患者支援センター内 地域医療連携課（受付時間 8：40-19：00）
直通ＴＥＬ 072-696-3274 直通ＦＡＸ 072-695-0054
㈹ＴＥＬ 072-696-0571 ㈹ＦＡＸ 072-696-1228

「紹介患者様専用の診療予約電話システム」
のご案内
登録医の先生から患者様へご紹介状をお渡しいただきましたら、
患者様から直接お電話で診療予約をお申込みいただくことができます。
スケジュールが分からない方、保護者・介護者のご都合に合わせる必要のある方な
どに、ご活用いただけましたら幸いです。
まれに、検査などの事前調整をするために地域医療連携課から貴院へ紹介状（診
療情報提供書）の FAX をお願いする場合がございます。お忙しい中、誠に恐れ入りま
すが、ご協力いただきますようお願い申し上げます。

■ 登録医の先生にご準備いただくこと
３つのチェック項目が○であれば、患者様から直接診療予約をお申込み
いただけます。ご紹介まことにありがとうございます。
３つのチェック項目

☑ ご紹介状に、受診希望科、医師名（指定ありの場合）を記載していた
だいておりますか？
☑ このシステムをご利用いただくことができるケースですか？
（
“ご利用いただけないケース”は、裏面をご参照ください）
☑ 「いつまでに、高槻赤十字病院を受診するように」と患者様へ緊急度
や紹介の目的をご説明いただいておりますか？

■ 登録医の先生から、患者様にお渡しいただくもの
① 紹介状
（診療情報提供書）

②

検査結果や、
ＣＤ・フィルム

③

「紹介患者様専用の
診療予約電話システムの
ご案内」の用紙

登録医療機関 各位
作成 2015 年 8 月
高槻赤十字病院 患者支援センター内 地域医療連携課（受付時間 8：40-19：00）
直通ＴＥＬ 072-696-3274 直通ＦＡＸ 072-695-0054
㈹ＴＥＬ 072-696-0571 ㈹ＦＡＸ 072-696-1228

ご利用いただけません

「紹介患者様専用の診療予約電話システム」を、

ご利用いただけないケース
１ 当日受診を要する時・緊急時
>>>方法：貴院から、地域医療連携課へご連絡ください。
２ 病状は緊急ではないが、患者様が当日受診を希望される時
>>>方法：貴院から当院あての紹介状を患者様にお渡しください。患者様が受付
時間内（平日 8：00-11：30）に来院されれば診察可能です。まれに休診や対応で
きない科もございますので、事前に地域医療連携課へご確認いただくことをお勧
めします。
３ 土日祝や、夜間早朝帯（19：00-翌 8：40）に受診を要する時
>>>方法：救急外来の対応となります。貴院もしくは患者様から高槻赤十字病院
(代)TEL072-696-0571 へ電話し、「診察希望」とお申出ください。
４ 胃ろうチューブの交換
>>>方法：貴院から地域医療連携課へご連絡をお願いします。
５ オープン検査 （胃カメラ、 ＣＴ、 ＭＲＩ、 ＲＩ、 心エコー）
>>>方法：貴院から地域医療連携課へご連絡をお願いします。
６ 腎臓内科が関与するご紹介内容
>>>方法：貴院から地域医療連携課へご連絡をお願いします。
７ 糖尿病・内分泌生活習慣病科 （副腎の疾患の場合）
>>>方法：貴院から地域医療連携課へご連絡をお願いします。
８ セカンドオピニオン
>>>方法：貴院から地域医療連携課へご連絡をお願いします。
９ 入院依頼
>>>方法：貴院から地域医療連携課へご連絡をお願いします。

このシステムは、高槻赤十字病院と連携をとっていただいている医療機関からの
ご紹介の方に限り、ご利用いただくことができます。

紹介患者様専用の診療予約電話システム
１．紹介状（診療情報提供書）をお手元にご準備ください
２．専用電話にお電話ください

（「地域医療連携課」につながります）

専用電話

☎

072-696-3274

電話受付時間 8：40～19：00、月～金（祝祭日を除く）
●担当者から「患者様のお名前、性別、生年月日、電話番号、病状」などをご質問します。
●患者様のご希望日を伺いますが、曜日や時間が限られる診療科もありますのでご了承ください。

●予約日を変更されたい場合は、専用電話にお電話ください。
●万が一、受診を中止されたい場合は、まず患者様から、紹介状を作成してくださった医療機関の先
生へお申し出ください。中止の了解が得られましたら、専用電話にお電話ください。

３．受診日

●予約日時

月

日（

）

時

分

●ご予約時間の１０分前に１階「総合受付」の「②番初来受付」にお越しください。
（ＣＤ・フィルムをお持ちでしたら、ご予約時間の３０分前にお越しください。
）
●当日お持ちいただくもの（受付時に、ご提示ください）
①紹介状
（診療情報提供書）

⑤ＣＤ・フィルム
（お持ちの方）

②お薬手帳

⑥診察券
（お持ちの方）

③保険証・医療証

④この用紙

