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【 ごあいさつ 】

　平成30年５月に、従来からある「地域医療連携室」、「医療相談室」及び「入退院支援セン

ター」を統括する「患者支援連携センター」を新設しました。

　急速に迫りつつある2025年問題に対し、超高齢社会における患者支援と医療連携機能

の強化は、地域包括ケアシステムの構築においても非常に重要と考えており、ワンストッ

プサービスに努めます。皆様のご支援をお願いいたします。

【 組　　　織 】

患者支援連携センター長
副院長　藤井　崇史

【 業 務 内 容 】

【 ス タ ッ フ 】

地域医療連携室 医療相談室 入退院支援センター

患者支援連携センター

・紹介患者予約受付
・外来・検査予約
・緊急受診患者の調整
・受診相談
・地域医療支援病院関連
・広報活動
・セカンドオピニオン予約

・各種相談
　　身体的・経済的
　　社会的・心理的
・各種福祉制度説明
・障害高齢者サービス説明
・退院・転院調整

・入院受付・オリエンテーション
・入院書類の説明
・入院前退院支援
　　経済・社会・心理的
・基礎情報収集と
　　　 電子カルテへの入力
・術前サポート・麻酔問診

・師長（看護師）：１人　　　  ・社会福祉士　：６人
・看護師　　 　 ：５人　　   　 ・事務員　　　：１人

・コメディカル（必要により連携）
・薬剤師、管理栄養士、セラピスト、臨床心理士、事務員等

・主査（看護師）：１人
・看護師　　 　：６人
・事務員　　 　：３人

　　　　　　　    

　厳しい暑さの中、皆様におかれましては、いかがお過ごしでしょうか。

　昨今話題になっています地域医療構想は、2014年に成立した医療介護総合確保

推進法によって都道府県が策定することを義務化したものです。その目的は、限られ

た医療資源を効率的に活用し、切れ目のない医療・介護サービスの体制を築くこと

で、将来の医療需要と病床の必要量を推計し、地域の実情に応じた方向性を定めて

いくことにあります。その中で、当院の役割は高度先進医療を提供し、地域の他の医

療施設を支える最後の砦機能を持つ医療機関として、地域の医療の充実に貢献する

ことにあります。

　当院では5月に「患者支援連携センター」を開設し、地域連携・退院支援部門をさ

らに強化することで、地域の他の医療機関との連携を推進していくだけではなく、在

宅復帰率を高めるために介護サービス事業所をはじめとする関係機関との連携も進

めていきます。特に急性期医療（急性疾患発生時の対応など）と慢性期医療（かかり

つけ医と連携した外来診療）を地域と密着して行っていく体制作りが重要と考えてい

ます。急性期疾患の回復後のリハビリテーションも強化し、地域の医療、介護、福祉

施設とシームレスに連携した医療サービスが提供できるよう努力いたします。

　今後とも、より一層のご支援とご協力をお願いいたします。

副院長　　
藤井　崇史
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　がん相談支援センターとは、がんと診断され、治療、療養生活、社会復帰に関し
て不安や疑問を感じておられる患者さんやご家族のために、正確な情報（治療可能
な医療機関、治療内容・費用、患者団体の活動等)を提供する無料相談窓口です。
　当院では、相談支援体制や情報提供体制を充実させるため、がん専門相談員の看
護師・ソーシャルワーカーを配置しており、年間約1,500件の相談を受けています。
また、がんになっても治療を続けながら、雇用の継続ができるよう関係機関と連携
した支援に取り組んでいます。

がん相談支援センター長
野島　真治

　当院の院長に就任して４か月が経過しました。
　今年は12名の優秀な研修医諸君を当院に迎えることができました。若い諸君が
「初心」を忘れることなく立派な医師に成長してもらえるよう、私たちとしても魂
をこめて支援していきます。それは健全な病院経営にも直結します。技術を磨き、
安心を届けられる病院を目指して、当院が持つ病院機能を点検しながら、持てる力
を十二分に発揮できる体制作りに取り組みます。
　これから毎号、院長の視点からも当院を紹介していきますので、どうぞよろしく
お願いいたします。

武藤　正彦

　　　
                                      皮膚・排泄ケア認定看護師

河島　史恵

　褥瘡対策チームは、入院患者さんの褥瘡発生予防と、褥瘡を保有する患者さん
の早期治癒に向け活動をしています。形成外科医師、皮膚科医師、皮膚・排泄ケ
ア認定看護師、褥瘡専任看護師、管理栄養士が連携して、チーム医療に取り組ん
でいます。1 か月に 2 回、褥瘡保有患者さんを訪問し、医師とともに褥瘡の処置、
体圧分散寝具の確認、姿勢の調整等の指導を行っています。
　通常は各病棟で、リンクナースが中心となって褥瘡管理を行っています。褥瘡発
生危険因子の評価、皮膚の状態の観察、適切な体圧分散寝具の選択、栄養評価
を行っています。褥瘡を保有する患者さんには、栄養サポートチーム（NST）への
紹介を検討し、栄養の評価や栄養状態改善のための介入を行っています。
　私は、皮膚・排泄ケア認定看護師として、全てのスタッフが褥瘡の早期治癒のた
めに統一した看護が実践できるように、褥瘡予防・治癒への援助、脆弱な皮膚の
スキンケアの方法、体位の工夫や日常生活での注意点などの指導をしています。ま
た、褥瘡に関する知識・技術の向上を図るために、院内外の医療従事者を対象に
研修会を開催しています。これらの活動により、褥瘡推定発生率は、全国の平均値
よりも低値を示しています。　　　　
　これからも褥瘡発生ゼロを目指し、チーム一丸となって頑張っていきます。
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※内容は両日とも同じです。

演　題：「家族の揺れる気持ちに寄り添う支援」
講　師：独立行政法人国立病院機構　四国がんセンター臨床心理士　井上　美穂
日　時：平成30年10月27日（土）14：00～16：30
場　所：当院救急棟２階　講義室

がんと向き合う日々のためのミニ講座 28
「頭髪や皮膚ケアについて（仮）」
日 時：11月13日（火）13：00～13：30
講 師：がん化学療法看護認定看護師  村田  佳子
場 所：当院外来棟２階 会議室前コーナー

放送日時

「AYA世代のがん患者に対する
                                  妊孕能温存療法」

8月4日（土）18：55～19：00

8月8日（水）16：50～16：55

9月1日（土）18：55～19：00

9月5日（水）16：50～16：55

産婦人科
中村　康彦　医師

「各科連携で臨む胃がん治療」
外科
須藤隆一郎　医師

放送内容 出演

対　象：がん患者さん・ご家族
場　所：当院外来棟２階 会議室前コーナー
日　時：毎週火・金曜日  10：30～15：00

平成30年

9月29日（土）

平成30年

12月22日（土）

平成31年

2月2日（土）

　今号から編集を担当することになりました。これまでのセンターだよりの良いところを活かしつつ、より良い
広報誌となるよう情熱をもって制作していきたいと思います。
　ひとりでも多くの方に読んでいただける広報誌となりますように……。　　             （企画調整室　H.A）

日　時 演　　題 講　師 場　所

山口南総合センター

麻酔科
部長：中村久美子

脳神経外科　
演題１ 部長：安田　浩章
演題２ 診療部長：藤井　正美

消化器内科
部長：青山　浩司 サンライフ萩

「肝臓がんにならないために」
～血液検査と腹部エコーを受けましょう～

脳の病気─治療の最前線─
演題１ 切らずに治す脳卒中
演題２ てんかん・ふるえ・パーキンソン病の最新治療

がん緩和ケアについて（仮） 防府市アスピラート


