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【 患者支援センター 業務内容 】

１.地域の医療機関との連携に関すること

２.入退院支援に関すること

３.医療サービスの向上に関すること

４.がん相談支援に関すること

５.医療福祉相談に関すること

６.その他（地域連携関連業務全般）

【 受付時間 】
平日 午前８時30分～午後７時 電 話０５６８－７６－１４３４
土曜 午前９時～午後０時 ＦＡＸ０５６８－７４－４５１６
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ＰＥＴ－ＣＴを用いた検査の紹介受け入れを１月から開始しております。検査の対象と

なる患者さんがお見えになりましたら、ご紹介いただきますようお願いします。

なお、地域連携登録医療機関の皆様には、昨年末の定期郵送で関係書類を送付させてい

ただいております。ＰＥＴ－ＣＴ検査の依頼について、ご不明な点がございましたら患者

支援センターまでご連絡ください。

■対象患者

悪性腫瘍 (早期胃がんを除き、悪性リンパ腫を含む。) 

※他の検査、画像診断により病期診断、転移・再発の診断が確定できない患者

■保険請求について

ＰＥＴ－ＣＴ検査の保険請求につきましては、審査機関（国保連合会、社会保険支

払基金）の審査が非常に厳しくなってきております。ご紹介いただく際には、郵送し

ました「ＰＥＴ－ ＣＴ検査における保険請求上の留意点」をご確認ください。

■ご紹介方法

ＰＥＴ－ＣＴ検査が必要と診断されましたら、患者支援センターにご連絡ください。

放射線科の技師がＰＥＴ－ＣＴ検査に必要な事項を確認させていただき、検査予約日

時を調整いたします。検査予約日時の決定後、診療情報提供書（ＰＥＴ－ ＣＴ検査

用）を患者支援センターにＦＡＸしてください。

■ＰＥＴ－ＣＴ検査紹介の開始 放射線科

■ 連携ニュース

２型糖尿病の肥満症患者さんに肥満症手術を行っております。対象となる患者さんで

ご希望の方がお見えになりましたら、ご紹介いただきますようお願いします。

なお、詳細につきましては、患者支援センターまでお問い合わせいただき、糖尿病・

内分泌内科の落合医師をご指名ください。

■対象患者

・年 齢 25～60歳

・ＢＭＩ 30～40

（おおよその目安）

身長140㎝：60～80㎏、 身長150㎝：68～90㎏、160㎝の方：78～105㎏

身長170㎝：87～115㎏、身長180㎝：100～130㎏

・手術や麻酔が危険でない方（重症の内臓疾患などがない）

・不安定な精神疾患がない方

■肥満症手術のご案内 糖尿病・内分泌内科



■地域医療連携強化の取り組み 乳腺外科

受診患者さんの増加に伴い、乳腺外科外来の混雑が発生しております。この地域で乳腺

外科の診療を必要とする患者さんに対し、安定的に医療の提供を継続していくためには、

地域の医療機関と連携し、役割分担を進めていくことが重要であると考えています。

乳がん検診後の精密検査を目的とした患者さんは、二次検査（細胞診・組織診）を実施

できる医療機関（乳腺外科連携協力医療機関）で対応いただき、専門性の高い診療や手術

を必要とする患者さんについては、当院の乳腺外科医が専念して行う環境を整えることで、

当該地域における乳腺外科診療体制の安定的確保に努めています。

当院では、本年２月より、乳がん検診後の二次検査を実施されていない患者さんにつき

ましては、乳腺外科連携協力医療機関に受診いただくよう窓口でご案内しております。

■乳腺外科連携協力医療機関

医療機関名 住所 連絡先 診療受付時間

小牧第一病院 小牧市中央5丁目39番地 電話:0568-77-1301
平日(木曜日を除く)

午前９時～11時30分

さくら総合病院 大口町新宮1-129 電話:0587-95-6711

月曜日
午前9時～11時45分

水曜日
午後５時～７時

岩倉病院 岩倉市川井町北海戸1番地 電話:0587-37-8155
平日

午後１時30分～４時

済衆館病院 北名古屋市鹿田西村前111番地 電話:0568-21-0811
平日

午前８時30分～11時30分

犬山中央病院 犬山市五郎丸二タ子塚6 電話:0568-62-8111

月・金曜日
午前８時～10時30分

火・木曜日
午前８時～11時30分

水曜日
午前８時～11時

－３－

■ ご報告
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■販売名類似による取り違え事例 薬局 ＤＩ室

■アレロック®とアテレック®

■ ドラッグインフォメーション

販売名 アレロック®錠2.5㎎・５㎎
アレロック®OD錠2.5㎎・５㎎

アテレック®錠５㎎
アテレック®錠10㎎
アテレック®錠20㎎

一般名 オロパタジン塩酸塩 シルニジピン

製造販売元/販売 製造販売元 協和キリン㈱ 製造販売元 EAファーマ㈱
販売 持田製薬㈱

■ユリーフ®とユリノーム®

販売名 ユリーフ®錠2㎎・4㎎
ユリーフ®OD錠2㎎・4㎎

ユリノーム®錠25㎎
ユリノーム®錠50㎎

一般名 シロドシン ベンズブロマロン

製造販売元/販売 製造販売元 キッセイ薬品工業㈱
販売 第一三共㈱

製造販売元 鳥居薬品㈱

販売名類似薬品について、各製薬会社から“販売名類似による取り違え注意のお願い”

が出されております。販売名類似薬品を処方される際にはご注意ください。

■アスベリン®とアスペノン®カプセル

販売名 アスベリン®錠10㎎・20㎎ アスペノン®カプセル10㎎・20㎎

一般名 チペピジンヒベンズ酸塩 アプリンジン塩酸塩

製造販売元/販売 ニプロESファーマ㈱ バイエル薬品㈱

■ザイティガとザルティア

販売名 ザイティガ錠250㎎ ザルティア錠2.5㎎・５㎎

一般名 アビラテロン酢酸エステル タダラフィル

製造販売元/販売 製造販売元 ヤンセンファーマ㈱
ﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝ提携 アストラゼネカ㈱

製造販売元 日本イーライリリー㈱
発売 日本新薬㈱

■セラニン®とセルシン®

販売名 セラニン®錠2㎎・5㎎ 2㎎・5㎎セルシン®錠

一般名 ブロマゼパム ジアゼパム

製造販売元/販売 製造販売元 サンド㈱ 製造販売元 武田テバ薬品㈱



近年、手術医療は鏡視下手術やロボット

支援手術、ハイブリッド手術といった先進

的手術が続々と導入され、高度化・複雑化

しています。

また、手術を受ける患者さんの高齢化に

伴い、高血圧や糖尿病など慢性疾患を抱え

た患者さんの手術も多くなり、様々な社会

的背景を有しています。手術環境の変化の

－５－

■ 認定看護師紹介

■ 手術看護 認定看護師

小堀 昌世 看護師 杉林 保幸 看護師

2020年３月1日現在、当院では日本看護協会が定める認定看護師21分野のうち12分野17名が

活動しています。その内訳は次のとおりです。

当院の認定看護師

緩和ケア １名 感染管理 １名 皮膚・排泄ケア ３名

がん化学療法看護 ２名 がん性疼痛看護 ２名 救急看護 １名

摂食・嚥下障害看護 １名 慢性呼吸器疾患看護 １名 集中ケア １名

認知症看護 １名 脳卒中ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ看護 １名 手術看護 ２名

中で、手術室は安心で安全な質の高い手術医療の提供が求められています。

私たち手術看護認定看護師は、周術期（術前・術中・術後）における患者さんやそのご家族

に寄り添い、身体的・精神的・社会的側面を総合的にアセスメントし、患者さん一人一人に応

じた根拠のある手術看護実践を行っています。また、手術室看護師の質の向上とケアの継続を

目指し、特殊体位固定や褥瘡予防、体温管理やDVT予防・体内遺残予防などの指導・教育にも

力を入れています。今年度は、ロボット支援手術の立ち上げにも参画し、前立腺・胃・直腸・

膀胱全摘のロボット支援手術が開始となり、看護実践の確立に取り組んでいます。他にも、手

術室での安全を担保するため、安全チェックリストを用いた手術チームによる※サインイン・

タイムアウト・サインアウトの定着にも尽力しています。

現在、入院から退院までの期間は短縮され、患者さんが入院してからの看護介入では十分と

は言えません。患者さんの手術が決定した早い段階から、退院後の生活・社会復帰を視野にい

れた介入が重要だとされています。当院でも、手術を受ける患者さんやそのご家族が術前から

退院後の理想の生活を目指せるよう、他職種と連携し協働できるシステムの構築を目指してい

ます。また、外来・手術室・病棟が連携し、患者さんに応じた継続看護ができるよう取り組ん

でいきたいと考えております。

周術期看護において、体位固定や体温管理、DVT予防やラテックスアレルギー、術後の生体

反応など困った事や分からないことなどあれば患者支援センターまでご相談下さい。

※サインイン、タイムアウト、サインアウト
患者間違いや部位間違い、ガーゼ等の遺残等の医療事故を防ぐため、麻酔導入前、皮膚切開直前、手術室

退室直前に手術チームのメンバー同士が明確なコミュニケーションを図ること。具体的には、患者が正しい
患者であること、予定手術部位と手術内容、針・ガーゼ・器材等の数などを口頭で確認している。
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■ お問い合わせ先一覧

内 容 連絡先等

紹介予約 医療機関から予約を取得いただくほか、患者さん自身がご予約いただくことも可能で
す。円滑に診療させていただくためにも、事前予約にご協力ください。

受付時間：平日 午前８時30分～午後７時、土曜日 午前９時～午後０時

電話：0568-76-1434 FAX：0568-74-4516

緊急紹介
(予約センター・救急外来)

緊急紹介依頼時には「緊急紹介専用ダイヤル」にて事前にご連絡ください。

受付時間：24時間 365日

緊急紹介専用ダイヤル：0568-76-4148

FAX ：0568-74-4516（平日 午前８時30分～午後７時、土曜日 午前９時～午後０時）

小牧市民病院地域医療
ネットワークシステム
(地域連携・医療相談室)

貴院のインターネット端末から、当院の医師記録、検査結果、放射線画像および読影
レポートなどを閲覧いただけます。お気軽にお問い合わせください。

受付時間：平日午前８時30分～午後５時15分

電話：0568-76-4131（内線2534）

開放型共同指導 入院した紹介患者さんの共同診療を希望される場合は、事前にご連絡ください。患者
支援センター職員が病棟までご案内させていただきます。

受付時間：平日 午前８時30分～午後７時、土曜日 午前９時～午後０時

電話：0568-76-1434

セカンドオピニオン外来
受診予約

完全予約制となりますので、事前にご連絡ください。基本料金は30分あたり10,000円
（税別）、以降30分ごとに5,000円（税別）となります。

受付時間：平日 午前８時30分～午後５時15分

電話：0568-76-1434 FAX：0568-74-4516

緩和ケア病棟入棟面談
外来予約

緩和ケア病棟に入棟を希望される患者さんは、事前に入棟面談外来を受診していただ

く必要があります。所定の様式にてお申し込みください。

外来開設日：毎週火・水曜日 それぞれ午後２時・３時の２枠

受付時間：平日 午前８時30分～午後５時

電話：0568-76-1434 FAX：0568-74-4516

0568-76-5000（上記以外の時間）


