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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

地域医療支援病院
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■ 医師紹介

放射線科部長 西川 浩子

日本医学放射線学会放射線診断専門医
日本核医学会核医学専門医
日本核医学会ＰＥＴ核医学認定医
マンモグラフィ検診精度管理中央委員会
検診マンモグラフィ読影認定医
日本ＩＶＲ学会ＩＶＲ専門医

歯科口腔外科部長
岡本 康宏

日本口腔外科学会口腔外科認定医
日本口腔インプラント学会ＪＳＯＩ専修医

腎臓内科医長 神谷 文隆

日本内科学会総合内科専門医
日本腎臓学会腎臓専門医

緩和ケア科医長
大北 淳也

日本内科学会認定内科医
日本緩和医療学会緩和医療専門医

小児科部長 側島 健宏

日本小児科学会小児科専門医・認定小
児科指導医
日本アレルギー学会アレルギー専門医

心臓血管外科医長 秋田 翔

日本外科学会外科専門医
日本心臓外科学会心臓血管外科専門医
日本ステントグラフト実施基準管理委員会
腹部ステントグラフト実施医
胸部ステントグラフト実施医
ＴＡＶＲ実施医

循環器内科 宮前 貴一

日本内科学会認定内科医

血液内科医長 上田 格弘

日本内科学会総合内科専門医
日本血液学会認定血液専門医

■ 地域連携ニュース

■ 新任医師紹介

本年４月に新しく17名の常勤医師（専攻医を除く）が着任しました。新たなメンバーを加え、地域

におけるシームレスな医療提供体制の構築を進めてまいります。

今後も地域の医療機関の先生方と緊密な関係を保ち、地域包括システムの中で機能できる急性期病

院を目指してまいりますので、引き続きご支援の程よろしくお願いします。
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■ 医師紹介

呼吸器内科 糸魚川 英之

日本内科学会認定内科医

整形外科 花木 俊太

日本整形外科学会整形外科専門医

外科 禰宜田 真史

呼吸器外科 杉原 実

日本内科学会認定内科医

産婦人科 秋田 寛佳

放射線科 加藤 真司

日本医学放射線学会放射線科専門医
マンモグラフィ検診精度管理中央委員会
検診マンモグラフィ読影認定医

形成外科 亀水 優子

日本形成外科学会専門医

消化器内科 樋口 道雄

日本内科学会認定内科医

糖尿病・内分泌内科
西河 紗矢加

日本内科学会認定内科医
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■ 報告事項

■ 患者支援センター 満足度アンケートの結果

３月に実施しました満足度アンケートにご協力いただきありがとうございました。

昨年の調査以降、地域の医療機関の先生方からのご意見を参考に業務改善を進めてまいりました。

これらの効果により高評価（８点以上）の割合が全体的に上昇したものと考えております。引き続

き、地域医療連携体制の充実を図ってまいりますので、今後ともよろしくお願いします。

医科 配布部数：383 回答数：197 回答率：51.4％

歯科 配布部数：129 回答数：55 回答率：42.6％

新病院開院当初は電子カルテ変更に伴う混乱もあり、回答書の作成管理を十分に行うことができて

いませんでした。昨年の調査結果を受け、新たに回答書の作成管理ルールを定め、「医師への督促」、

「回答内容の確認」などを徹底してまいりました。

■予約センターの電話対応・予約取得について

■回答書の内容・送付のタイミングについて

昨年の調査時に、「習熟度の低い職員がいる」、「職員間の申し送りが不十分」、「電話・ＦＡＸ

が繋がりにくい」などのご意見をいただきました。

そのため、予約センターの職員研修を行うとともに、ベテラン職員による若手職員へのフォロー体

制を充実しました。また、電話機を増設し、電話・ＦＡＸ回線をグループ化することで連絡が繋がり

やすい環境を整えてまいりました。
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■地域医療ネットワークシステムについて

当院の電子カルテを地域の医療機関の先生方

が閲覧できる「小牧市民病院地域医療ネット

ワークシステム」の認知度や主な利用方法を確

認させていただきました。

今回のアンケートを機会に導入依頼が増えて

まいりました。導入を検討されている医療機関

様でシステムに関する説明を希望される場合に

は患者支援センターまでご連絡ください。

当院では、緊急受診が必要な患者さんを紹介いただく際には担当医師への事前連絡をお願いしてお

ります。「緊急で紹介したいのに電話が繋がりにくい」、「電話をたらいまわしされる」とのご意見

を受け、2019年9月に「緊急紹介専用ダイヤル」を新設しました。

■緊急紹介専用ダイヤルについて

■その他

「ＷＥＢを活用した勉強会・カンファレンス」、「退院前カンファレンスの在り方」等のご意見を

いただいております。

これらのご意見につきましては、関係部署と調整しながら運用方法を検討しているところです。新

たな運用が決まりましたら、「小牧連携だより」や定期郵送等でご案内してまいります。

■ 報告事項

ネットワーク
システム

医科 歯科

回答数 割合 回答数 割合

知っている 117 57.6% 14 23.7%

知らない 84 41.4% 44 74.6%

無回答 2 1.0% 1 1.7%

合計 203 100.0% 59 100.0%

緊急専用
ダイヤル

医科 歯科

回答数 割合 回答数 割合

知っている 105 53.3% 17 30.9%

知らない 81 41.1% 34 61.8%

無回答 11 5.6% 4 7.3%

合計 197 100.0% 55 100.0%

今回のアンケートにおいて、「緊急紹介専用

ダイヤル」の認知度がまだまだ低いことが分か

りました。

今後、案内等を工夫するなど認知度を高める

取り組みを行い、多くの医療機関様にご利用い

ただけるよう努めてまいります。

緊急紹介専用ダイヤル（24時間対応）

０５６８-７６-４１４８



■ 取り違え注意のお願い

■プロスタール®錠/プロスタール®L錠とプロタノール®S錠

■ ドラッグインフォメーション

販売名 プロスタール®錠25

プロスタール®L錠50㎎

プロタノール®S錠15㎎

一般名 日局クロルマジノン酢酸エステル Dl-イソプレナリン塩酸塩

効能又は効果 【プロスタール®錠】

前立腺肥大症、前立腺癌

但し、転移のある前立腺癌症例に対し

ては、他療法による治療の困難な場合

に使用する。

【プロスタール®L錠】

前立腺肥大症

各種の高度の徐脈、殊にアダムス・ス

トークス症候群における発作防止

製造販売元 あすか製薬㈱ 興和㈱

各製薬会社から“取り違え注意のお願い”が発出されております。販売名や効能、用法、薬歴等が

類似している医薬品を処方される際にはご注意ください。

■テネリア®とテルネリン®

販売名 テネリア®錠20mg
テネリア®錠40mg

テルネリン®錠 １mg
テルネリン® 粒 0.2％

一般名 テネリグリプチン臭化水素酸塩水和物 チザニジン塩酸塩

効能又は効果 ２型糖尿病 １.下記疾患医よる筋緊張状態の改善
頸肩腕症候群、腰痛症

２．下記疾患による痙性麻痺
脳血管障害、痙性脊髄麻痺、頸部脊椎

症、脳性（小児）麻痺、外傷後遺症（脊
椎損傷、頭部外傷）、脊椎小脳変性症、
多発性硬化症、筋萎縮性側索硬化症

製造販売 製造販売：田辺三菱製薬㈱
販 売：第一三共㈱

製造販売：サンファーマ㈱
販 売：田辺三菱製薬㈱

販売名 ｽﾋﾟｵﾙﾄ® ﾚｽﾋﾟﾏｯﾄ® 28吸入
ｽﾋﾟｵﾙﾄ® ﾚｽﾋﾟﾏｯﾄ® 60吸入

ｽﾋﾟﾘｰﾊﾞ1.25μg 
ﾚｽﾋﾟﾏｯﾄ® 60吸入

ｽﾋﾟﾘｰﾊﾞ2.5μg 
ﾚｽﾋﾟﾏｯﾄ® 60吸入

一般名 ﾁｵﾄﾛﾋﾟｳﾑ臭化物水和物/ｵﾛﾀﾞﾃﾛｰﾙ塩酸塩 ﾁｵﾄﾛﾋﾟｳﾑ1.25μg ﾁｵﾄﾛﾋﾟｳﾑ2.5μg

効能又は効果 慢性塞栓性肺疾患（慢性気管支炎、肺
気腫）の気道閉塞性障害に基づく諸症
状の緩解（長時間作用性吸入抗コリン
剤及び長時間作用性吸入β2刺激剤の併
用が必要な場合）

下記疾患の気道閉塞性障害に基づく諸症
状の緩解

気管支喘息 慢性閉塞性肺疾患
（慢性気管支炎、
肺気腫）、気管支
喘息

製造販売 日本べーリンガーインゲルハイム㈱

■スピオルト® レスピマット® とスピリーバ® レスピマット®
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