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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
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、救急部の取組（改善と災害救護）と新年度の着任医師のご紹介をいたします。

地域医療連携強化への取組み

その⑥

～365 日・24 時間 “断らない救急”

～

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。

ご開業の先生方、平素より大変お世話に
なり有難うございます。当院の救急外来では、年間
約 2400 台の救急搬送、ウォークイン併せ 7500 余名
の患者さんを診療しております。高槻市と茨木市の
境界近くに位置しており、両市からほぼ同数の救急
患者さんに受診して頂いております。診療実績は僅
かずつながら上向きにありますが、
（先生方ご承知
の如く）活発な救急医療機関が群居する北摂地区
で、生き残って行くのは並大抵でないと認識してお
り、３６５日・２４時間体制で、"断らない救急（医
療安全に留意しながら）"を基本姿勢としてスタッ
フ一同で努力しております。
開業医の先生方のご相談・ご紹介対応に対して
も、
（他院と比較して低評価である事を自覚して）
もっとご利用頂きやすくできないかと、担当者らと
改善に取り組んでおります。遅ればせながら、診療
や入院依頼のお電話を頂いてから受入れのお返事
を差し上げるまでの時間（これまで長過ぎる＝遅す
ぎる、と不評であったかと存じます）を一掃もしく
は短縮できるよう、ご相談を受ければ原則的に事務
サイドで即応需させて頂く形に改めました。よほど
特殊な症例だけはお時間を頂戴するかもしれませ
んが、これまで「日赤は返事遅いから使えん（怒）」
という印象をお持ちであった先生方...恐れ入りま
すが、いま一度当院のレスポンスが少しは改善して
いないかお試し頂ければ大変幸いでございます。

診療スタッフも少しずつ充実に向かっており、当
院での初期研修後に千葉・亀田総合病院救命救急科
で研鑽を積んだ吉見宏平医師、また大阪医科大学附
属病院総合診療科（NHK 番組"ドクターG"などでご
高名な鈴木富雄教授主宰）から数名の若手精鋭の総
合診療医が初療に携わって下さり、診断に応じて各
専門科へ引継ぎます。またかかりつけ医の先生方が
診断をつけられてご紹介下さる患者さんは、専門医
が最初から担当させて頂いております。夜間・休日
は内科系・外科系・小児科（毎水曜）
・眼科（毎木
曜）の当直医が診療し、当直医の専門外の緊急検
査・手術・処置が必要な場合は各科のオンコール医
師（＊）が登院して迅速に対応致します。急性期の
治療を受けられて退院可能となった患者さんは、地
域医療連携室を介して地域の先生方の診療所へお
帰りいただき、当院の『地域医療支援病院』として
の役割を果たすように心掛けてまいります。
至らぬ点も多々あろうかと存じますが、救急診療
に関わるスタッフ達と協力し合って、ご紹介下さっ
た患者さんが安心して医療を受けられ、先生方の診
療所へ戻っていただけるよう取り組んでいく所存
です。いつでもお気兼ねなくご相談・ご紹介下さい
ますよう宜しくお願い申し上げます。
救急部 岡本文雄
＊オンコール体制のある診療科；整形外科・呼吸
器外科及び内科・消化器外科及び内科（緊急内視
鏡・ERCP 等）
・循環器科（緊急冠動脈造影及び冠動
脈形成術・ペースメーカー植込み・IABP/PCPS/低体
温療法・緊急透析等）
・麻酔科・皮膚科
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着任医師のご紹介（平成 28 年 2 月 1 日～）
産婦人科部
医員

中村 路彦（ﾅｶﾑﾗ ﾐﾁﾋｺ）

専門分野
学会資格
登録医の先生へむけて

婦人科腫瘍
日本産婦人科学会 専門医
2 月より着任しました。子宮鏡に携わった経験を生かし
子宮鏡検査、手術に力を入れて行きたいと思っております。

着任医師のご紹介（平成 28 年 4 月 1 日～）
消化器外科部
医員

河野 恵美子（ｺｳﾉ ｴﾐｺ）

専門分野
学会資格

モットー
登録医の先生へむけて

消化器外科
日本外科学会 専門医
日本がん治療認定医機構 がん治療認定医
日本消化器外科学会 消化器がん外科治療認定医
患者様にベストと思われる治療を一緒に考えていきたいと思います
丁寧な診療を心掛けています。よろしくお願い致します。

医員

今井 義朗（ｲﾏｲ ﾖｼﾛｳ）

専門分野
学会資格

一般外科・消化器外科
日本外科学会 専門医
検診マンモグラフィ読影認定医
謙虚に頑張ります。
4 月から赴任しました。よろしくお願いします。

モットー
登録医の先生へむけて

呼吸器科部
医員

後藤 健一（ｺﾞﾄｳ ｹﾝｲﾁ）

専門分野
学会資格

登録医の先生へむけて

呼吸器内科全般
日本内科学会 総合内科専門医
日本呼吸器学会 専門医
日本結核病学会 結核・抗酸菌症認定医
ICD 制度協議会 インフェクションコントロールドクター
よろしくお願いします。

医員

祖開 暁彦（ｿｶｲ ｱｷﾋｺ）

専門分野
学会資格

呼吸器内科一般・間質性肺疾患
日本内科学会 総合内科専門医
日本呼吸器学会 専門医
日本呼吸器内視鏡学会 気管支鏡専門医
日本がん治療認定医機構 がん治療認定医
よろしくお願いします。

登録医の先生へむけて
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整形外科部
医員

岡吉 倫弘（ｵｶﾖｼ ﾄﾓﾋﾛ）

専門分野
モットー
登録医の先生へむけて

外傷一般
自分にして欲しい手術を患者に提供するように心がけています。
よろしくお願いします。

専攻医

平井 宏典（ﾋﾗｲ ﾋﾛﾐﾁ）

専門分野
モットー
登録医の先生へむけて

整形外科一般
楽しく働きます。
外傷の紹介よろしくお願いします。

麻酔科部

皮膚科部
専攻医

専攻医

渡辺 久代（ﾜﾀﾅﾍﾞ ﾋｻﾖ）

中尾 有衣子（ﾅｶｵ ｱｲｺ）
専門分野：皮膚科一般

形成外科部
専攻医

小関 梨奈（ｺｾｷ ﾘﾅ）

専門分野
モットー
登録医の先生へむけて

形成外科一般
わかりやすく丁寧な診療を。
お困りの症状があれば、気軽になんでも紹介してください。

消化器科部
専攻医

松村 大志郎（ﾏﾂﾑﾗ ﾀｲｼﾛｳ）

専門分野
モットー

消化器内科
消化器分野だけでなく、内科を幅広く診ることができるように頑張
ります。
初心を忘れず努力して参りますので、ご指導の程よろしくお願い致
します。

登録医の先生へむけて

平成 28 年度
研修医

池田 有紀（ｲｹﾀﾞ ﾕｷ）
中森 翔平（ﾅｶﾓﾘ ｼｮｳﾍｲ）
山本 祐樹（ﾔﾏﾓﾄ ﾕｳｷ）

着任医師のご紹介（平成 28 年 5 月 1 日～）
眼科部
専攻医

根元 栄美佳（ﾈﾓﾄ ｴﾐｶ）

ご指導ご鞭撻の程、よろしくお願いします。
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災害救護活動のご報告
１ページ目でご紹介いたしました救急部は、災害救護の中心も担っています。
４月に発生した熊本地方を震源とする地震に対し、当院も災害救護へ医師等の職員を派遣しました。
休診や代診など、患者さまにご迷惑をお掛けしましたが、今後もご理解・ご協力賜りますようお願い申し上げます。

「赤十字」の一員として、災害救護に関しても注力しており、4 月に
発災した熊本地震では、当院は痛ましい被害に見舞われた南阿蘇地区の
救護を担当、継続的に医療救護班を派遣しております。（原稿作成時点
で医師では小林俊弘外科部長、後藤健一呼吸器科医師、松村大志郎消化
器科医師、岡本らが派遣済み、主事として迫田博史地域連携係長も現地
で活動致しました。
）
平時も（なるべく近畿地方に大災害のないことを願いつつも）災害に
備えて準備や訓練等を継続しており、高槻、茨木など地元自治体や医師
会が主催される災害訓練にも参加しております。
救急部 岡本文雄

◆◆ 本紙掲載内容についてのお問合わせ窓口 ◆◆
高槻赤十字病院
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

