
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日頃より、秋川流域の先生方及び医療・介護・福祉施設の関係の皆様方におかれましては、当医療セ

ンターの医療連携業務の推進にご協力いただき、感謝申し上げます。 

 また、本年２月８日にあきる野ルピアで開催された情報交換会に多くの登録医、登録歯科医及び地域

医師会の先生方にご出席いただき、誠にありがとうございました。 

 

  平成２９年度のスタートにあたり 

 地域医療連携センターは平成２６年４月の組織改正以来、診療部の管轄となり、医師、看護師、医療

相談員、事務担当者が一体となり、医療施設、介護施設との連携を通じて、地域との医療連携を図って

まいりました。また、昨年度より、新規入院患者さんの支援、病床管理、退院支援を主な業務とする入

院支援管理室を開設し、入院患者さんの医療がスムーズに行えるよう活動してきました。 

 本年度は、各病棟専任の看護師を配置し、入院から退院までのきめ細かい支援を行い、入退院支援業

務（PFM：Patient Flow Management）を着実に行える体制を整えました。 

 また、医師がなかなか確保できない現状から、少しでも医師の負担を軽減できるよう、また文書作成

が滞らないよう、本年度より医師事務作業補助者を７名配置しました。徐々に体制が整えば、院内での 

診療体制の強化が図れると期待しています。 

 各診療科では、４月より眼科に小倉寛嗣先生を常勤医師としてお迎えし、午前中の外来を再開できる

ことになりました。 

 また、小児科には田邉聡美先生を、乳腺外科には鈴木周平先生をお迎えし、ともに２名体制に戻るこ

とができました。一方、総合内科、リウマチ科では医師の退職があり、受け入れにご迷惑をおかけする

ことが、予想されますが、できる限りの調整を行っていく所存です。 

 なお、整形外科に日本大学からの交代で来られた木下豪紀先生はリウマチの診療も専門であることを 

付け加えておきます。 

 新年度も地域の中核病院であることを使命とし、地域医療に貢献できるよう職員一丸となって取り組

む所存ですので、御支援、御協力のほど、よろしくお願い申し上げます。 

 

平成２９年度のスタートにあたり 

   ～地域医療連携のさらなる推進を目指して～              
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公立阿伎留医療センターは、医の心を重んじ、患者の生命と健康と生活の質を考える良質の医療

を実践し、地域医療の最適化に努力します。 発行  地域医療連携センター 

電話  042-558-0321（代表） 

FAX  042-550-5190（直通） 



 

 

 

地域医療連携センターでは、主に秋川流域の医師、歯科医師の皆様との医療連携と推進を目的に、 

情報交換会を毎年度企画しております。本年度は平成 29 年 2 月 8 日（水）19 時 30 分より、あきる野 

ルピア 3 階ホールにて、開催され、地域医療機関の先生方 20 名にご出席いただきました。 

まず、センター長より開会の辞、院長挨拶に続き、症例１例目として「当院小児科における時間外 

最適診療時間の検討」（小児科長 松村 昌治）、２例目として「口腔外傷の流れ」（歯科口腔外科長  

荻野 靖人）により、発表させていただきました。 

また PR 時間として、画像診断のご紹介、ご予約方法について放射線科担当者より、ご説明いたしま 

した。 

その後、あきる野市医師会会長の小机敏昭先生と秋川歯科医師会長の葉山裕先生から、ご挨拶・ 

ご講評いただきました。 

先生方からは、紹介患者の経過報告書や入退院報告書の確実な返送、救急外来での患者対応について等 

様々な貴重なご意見をいただきまして、ありがとうございました。地域医療連携センターを中心に、課 

題の解決に取り組んでまいりますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。 

 

 

    

開会の辞 
副センター長 

院長挨拶 症例１題目  
松村小児科長 

症例２題目  
荻野歯科口腔外科長 

    

小机先生挨拶 
（あきる野市医師会長） 

葉山歯科医師挨拶 
（秋川歯科医師会長） 

葉山医院 
葉山隆先生 

閉会の辞 
矢嶋副院長 

 

 

 

 

 

 

平成２８年度登録医、登録歯科医及び地域先生方との情報交換会について 



 

 

入職（４月１日付） 退職（３月３１日付） 

眼科長 小倉 寛嗣
ひ ろ つ ぐ

 リウマチ科医長 妹尾 由美子 

小児科医長 田邉 聡美 整形外科医長 鈴木 貴士 

外科医長 橋本 真
まこと

 耳鼻咽喉科医長 馬塲 有加 

乳腺外科医長 鈴木 周平 消化器内科医員 武井 章矩 

整形外科医長 木下 豪
ご う

紀
き

 外科医員 日高 綾乃 

皮膚科医長 新田 桐子 総合内科 土井 里実 

耳鼻咽喉科医長 杉木 司 初期臨床研修終了 梅本 靖子 

消化器内科医員 金子 真
まさ

大
ひろ

   

後期臨床研修医 田中 雄也   

臨床研修医 木内 仁志   

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

平成２９年４月１０日（月）より、眼科の診療体制が一部変更となります。 

 地域の先生方からの紹介患者さんにつきましては、月曜日・水曜日・木曜日・金曜日の９時３０分と 

１０時に地域医療連携専用枠を設けておりますので、こちらをご利用ください。 

火曜日は、専用枠はございませんが初診患者さんの診察は可能です。 

ご不便とご迷惑をおかけして、申し訳ございませんが、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

健康出前講座について（ご報告） 

平成２８年１２月１日（水） 

「集団感染の予防と対策」 

特養 和敬園（あきる野市） 

講師 呉 禮媛 

（感染管理認定看護師） 

平成２９年２月３日（金） 

「がん検診を受けましょう」 

北伊奈、西伊奈、森の下自治会 

合同（あきる野市） 

五日市ファインプラザ 

講師 荒川 泰行（企業長） 

平成２９年３月２８日（火） 

「老健、特養、療養型病院って

どんな施設？」 

雨間健康クラブ（あきる野市） 

講師 岩井 薫 

   （社会福祉士・MSW） 

眼科外来診療体制の変更について 

常勤医師の入退職について 



 

   

 昨年の医療・介護・福祉施設の方々との情報交換会において、ご連絡させていただいた、「情報シート」 

について、当医療センターのホームページ上に掲載しております。入院患者さんの情報共有のため、有効 

活用できるよう、ぜひご利用ください。 

 なお、「あきる野市」となっておりますが、どの地域の皆様でも利用できる内容になっております。 

  

トップページ 

 

 

 

診療科・ 

部門案内 
 地域医療連携センター 

（医療・介護連携シート） 

（以下 縮小版として、掲載しますので、ご参考にして下さい。） 

 

※地域医療連携センターニュースの内容についてのお問い合わせは、蓑島・神田までお願いします。 

（電話 042-558-0601 直通）本年度も、地域の先生方をはじめ、福祉施設の皆様方におかれましても、 

地域医療連携センター職員一同よろしくお願い申し上げます。 

公立阿伎留医療センター入退院用

　　医療・介護連携シート
事業所 病院名
担当者 病棟
連絡先 担当医師
かかりつけ医 担当看護師
記入年月日 記入年月日

　　　　　年 　　　　　月 　　　　　日 　　　　年 　　　　月 　　　　　日

　　氏名
　　住所

生年月日 大・昭・平　　　年　　　　　月　　　　　日　　　　　　　　　　歳 　　男　・女

　病名 □脳血管障害（麻痺　有　無）　・□高血圧症　・□心疾患　・□糖尿病　・□腰痛症　・□大腿骨頸部骨折

□その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　現在の
　問題点や

　経過など

　移動 　□自立 □車いす 　□　杖
　□ストレッ

チャー
　移動 　□自立 □車いす 　□　杖

□ストレッ

チャー

　　ＡＤＬ 　排泄 　□トイレ □Ｐ-トイレ 　□オムツ 　排泄 　□トイレ □Ｐ-トイレ 　□オムツ

　食事 　□自立 □一部介助 　□全介助 　食事 　□自立 □一部介助 　□全介助

　更衣 　□自立 □一部介助 　□全介助 　更衣 　□自立 □一部介助 　□全介助

 意思疎通 　認知症 　□あり　　　□なし 　認知症 □あり　　　□なし

　　内服 自己管理 　□できる　 □できない 自己管理 　□できる　 □できない

　　氏名 続柄 電話番号 携帯電話

　連絡先

　同居人

本人・家族

　の希望

　備考欄

　

この様式は、あきる野市の医療・介護地域連携のためのシートです

【あきる野市医療・介護地域連携支援センター・公立阿伎留医療センター　　平成29年1月　】

　□配偶者　　□長男　　□次男　　□長女　　□次女　　□父　　□母　　　□孫　　□なし　　□その他（　　　　　　　　　　　　）

　患者

医療・介護・福祉施設の皆様へ ～医療・介護連携シートについて～ 


