４月からの外来の診療について
出水総合医療センター院長

瀬戸

弘

医師会の先生方におかれましては、平素より大
変、お世話になっております。
さて、平成２３年４月から当院整形外科・泌尿器
科の診察医がそれぞれ一人体制になります。
しかしながら、当院では、4月から「脊椎外来」、
「神経内科」を開設できることになりました。
脊椎外来担当医は、脳神経外科専門医で脳疾患手
術に限らず頚椎、腰椎手術（減圧術、固定術）など
脊椎疾患手術も手がけている白石昭司先生に、毎月
第１・３火曜日に外来診察をいただくことになりま
した。特に痛み、脱力等の症状改善が難しい患者さ
んにつきましてご紹介ください。診察の上、手術適
応のある患者さんについては、手術も予定してお

ります。
また、神経内科は、県立北薩病院院長の高橋浩一
先生に毎月第１・３・（５）火曜日に診療していた
だくことになりました。神経内科については午後の
診療もいたしますので、紹介の際は、地域医療連携
室へご連絡くださるようお願いいたします。
なお、毎週木曜午後には東医院に赴任される東
午郎先生に整形外科の手術応援に来ていただく予
定です。
整形外科、泌尿器科の診療縮小に伴い、医師会の
先生方にはご迷惑をおかけし誠に申し訳ございま
せんが、今後ともよろしくお願い申し上げます。

診療科 脊椎外来
担当医 白石昭司医師
外来受付時間 ８：３０〜１１：００
診察日 毎月第１・３火曜日

診療科 神経内科
担当医 高橋浩一医師
外来受付時間 ８：３０〜１１：００
診察日 毎月 第１・３・（５）火曜日

４月５日（火）
４月１９日（火）
５月１０日（火）
５月２４日（火）

１６時まで在院されます。午後診療を希望さ
れる場合は、事前に地域医療連携室へご相談
くださるようお願い申し上げます。

※６月以降の診察日については、次号でお知らせいたします。

【基本理念】
私たちは良質な医療を提供し、市民に信頼される病院を目指します。
【基本方針】
１．市民が必要とする地域医療の提供に努めます。
２．患者様の立場に立った医療を行います。
３．地域完結型医療における基幹病院としての役割を果たします。
【行動指針】
１．患者様に十分な説明を行い同意のもとに医療を行います。
２．和の心を持って、チーム医療を行います。
３．常に向上心を持ち、協力して病院の改善に取り組みます。

【患者様の権利】
１．患者様は、生命・身体・人格を尊重される権利があります。
２．患者様は、平等な医療を受ける権利があります。
３．患者様は、最善の医療を受ける権利があります。
４．患者様は、診療に関して十分な説明を受ける権利があります。
５．患者様は、自らの状況を理解するために、必要な情報を得る権利があります。
６．患者様は、治療方法などを自分の意思で決定できる権利があります。
７．患者様は、プライバシーが守られる権利があります。
【患者様の義務】
１．患者様は、ご自身の健康に関する情報を提供する義務があります。
２．患者様は、病院のルールを守り、医療に参加する義務があります。
３．患者様は、他の患者様の医療を妨害しない義務があります。
４．患者様は、医療費を支払う義務があります。

ひまわり

４月号

心臓カテーテル検査を始めます
循環器内科
日本循環器学会認定専門医

楠元孝明

現在当院では主に冠動脈CT、心筋シンチ
検査にて狭心症等の虚血性心疾患が疑わしい
かどうかを評価し、心臓カテーテルが必要な
場合には他院に紹介しておりました。
しかし今年４月からは、福岡大学心臓血管
内科、熊本労災病院循環器科に協力していた
だき、当院でも心臓カテーテル検査を行うこ
ととなりました。応援していただく医師は日
本心血管インターベンション学会の専門医、
認定医でありますので、豊富な経験を持った
方ばかりであります。検査は月に２回を予定
しており、必要に応じて冠動脈インターベン
ション（PCI）まで施行いたします。加えて
閉塞性動脈硬化症に対しての血行再建術や発
作性上室性 頻拍・心房粗動に対してのアブ
レーション術の施行も当院で可能となりまし
た。
ただし、緊急を要する急性冠症候群（心筋
梗塞、不安定狭心症）、肺塞栓等の対応は現
段階では残念ながら困難であります。

水曜勉強会

また熊本労災病院、水俣市立総合医療セン
ター等に協力いたしましてフットケアにも今
後力を入れていく予定であります。
最後になりましたが、今年４月より当科は
日本循環器学会より循環器専門医研修関連施
設に認定されました。循環器専門医を目指す
若い先生達が興味を示していただけるような
診療を心がけていきたいと思います。
医師減少で大変厳しい状況ではあります
が、近隣の開業医・病院の皆様には今後もご
協力の程よろしくお願いいたします。
※心臓カテーテル検査をご希望される場合
は、左記の患者紹介手順でお願いします。
なお、循環器内科にご紹介をくださいます
よう重ねてお願い申し上げます。

本勉強会は、院外医療関係者の方も自由に参加できます。
開催場所 出水総合医療センター ２階講堂
開催時間 １７時３０分から１８時３０分まで

４月６日（水）

安全な輸血療法について 赤十字血液センター

４月１３日（水）

安全な輸血療法について 赤十字血液センター

４月２０日（水）

インシュリンの適正使用について
ノボノルディスクファーマ 一学術担当

４月２７日（水）

褥創研修

５月１１日（水）

禁煙外来の基礎とチャンピックスの適正使用について
ファイザー学術担当

５月１８日（水）

１．救急外来症例検討会
２．医薬品安全管理 セーフティマネジメント研修会

※内容は、講師の都合などにより変更になる場合もございます。

ひまわり

４月号

４月からの診療体制について（お知らせ）
整形外科について
平成２３年４月から常勤医師１名体制となります。
外来受診は紹介状のある患者さんに限定させていただきます。
また、救急の患者さんについては、対応困難な場合もありますので、ご理解ご協力をお願
いします。

泌尿器科について
平成２３年４月から常勤医師１名体制となります。
これに伴い、診療開始時間が変更になります。
月・水・金 午前９時〜（月・水・金は人工透析日のため９時から診療開始します）
火 ・ 木 午前８時３０分〜（従来どおり）

出水総合医療センターへの患者紹介手順
◎患者さんをご紹介いただくときは・・・

受付窓口は地域医療連携室になります。
地域医療連携室へ「診察・検査予約申込書」をFAXまたは、お電話ください。
日程調整後、貴院へ「診療のお知らせ」または「検査予約票」をFAXいたします。
その他、ご不明な点がございましたらお気軽に地域医療連携室へお尋ねください。
◎地域医療連携室 直通FAX・電話

専用FAX
直通電話

０９９６−６７−１７６９
０９９６−６７−１６５７

◎予約申込みの流れ

患者さん

受診 診療情報提供書を
ご持参ください。

④

③

「診察・検査予約のお知らせ」を
患者さんにお渡しください。

かかりつけ（紹介）医師
「診察・検査予約申込書」または「診療
情報提供書」を地域医療連携室へFAXし
てください。

①

②

地域医療連携室

「診察・検査予約のお知らせ」
をFAXいたします。

４ 月 の 外 来 診 療 表
■診療受付時間
8時30分〜11時まで
診療科
内科

※ただし、小児科、放射線科は一部午後診察の予約を受付けますので、
事前に地域医療連携室にご相談ください。

月
吉井
金曜日

火
博

代謝内分泌科

博

吉井

木
博

吉井

金
博

吉井

博

心エコー

楠元孝明
循環器内科

吉井

水

楠元孝明

楠元孝明

楠元孝明

月〜木曜日 心エコー、月・火・水曜日 心筋シンチ
月・火・木曜日 冠動脈ＣＴ、胃カメラ（※食事を抜いてお越しください。）

西田健朗（第１月曜日）前田貴子（第２月曜日）藤沢和夫（第３月曜日）河島淳司（第４・５月曜日）
月曜日のみの予約診療となります。診察予約定員は２人までになります。

椨 一晃
肝臓内科

（第２・４水曜日）

水曜日のみの予約診察となります。（※要予約）食事を抜いてお越しください。

呼吸器内科
神経内科
外科
整形外科
脳神経外科

脊椎外来
小児科
※午後診察は
予約制
眼科
泌尿器科

安田國士
患者さんのご紹介は、できるだけ早めの時間帯にお願いいたします。

高橋浩一
毎月第１・３火曜日のみの診療となります。

花田法久
火・木曜日

川田康誠

大熊 利忠

岡村茂樹

花田 法久

午前：乳腺精密検査、腹部エコー（※要予約）

中沢不二雄
國徳尚子

手術日
國徳尚子

中沢不二雄
國徳尚子

手術日
國徳尚子

中沢不二雄
國徳尚子

笠毛太貴

瀬戸 弘

瀬戸 弘

瀬戸 弘

笠毛太貴

火曜日は手術予定日のため、診察･検査予約は、火曜日以外でお願いします（緊急は除く)
月・木曜日 午後 脳血管造影（※要事前診察）、火・木曜日 午前 脳ドック（※要予約）

白石昭司
毎月第１・３火曜日のみの診療となります。

和田昭宏
石川珠代
松尾由紀子

和田昭宏
石川珠代
健診
松尾由紀子

和田昭宏
石川珠代
予防接種
松尾由紀子

和田昭宏
石川珠代
心臓健診
松尾由紀子

和田昭宏
石川珠代
松尾由紀子

午後から手術予定日のため、診察･検査予約は、月･水曜日以外でお願いします(緊急は除く)

伏谷俊作

伏谷俊作

伏谷俊作

伏谷俊作

伏谷俊作

月・水･金曜日の午後(14:00)から前立腺生検･RP造影・尿道（尿管）ステント留置

竹下 次郎
麻酔科

松本 真一
竹下 次郎

松本 真一
竹下 次郎

松本 真一
竹下 次郎

松本 真一
竹下 次郎

ペインクリニック

ペインクリニック

紹介患者さんのペインクリニック初診外来診察は、火・金曜日の午前のみとなります。
(外来受付 8:30〜9:00まで）再診の外来診察は、月・水・金曜日になります。

皮膚科
婦人科

増口信一
※外来診察は、木曜日（午前中）のみになります。

鹿児島大学
産婦人科医師
※外来診察は、月曜日（午前中）のみになります。

松山 知彦
（午前のみ・要予約）
放射線科

松山 知彦
（午前のみ・要予約）

放射線科の検査予約は、月〜金曜日、受け付けております。担当医：長谷川秀水（※要予約）
外来放射線治療の紹介は、火・金曜日にお願いします。担当医：松山知彦（※要事前予約）
ご予約の際は、地域医療連携室にご相談ください。

◎●急患の診察は、担当科医師もしくは地域医療連携室にご相談ください。●◎
地域医療連携室 直通電話 ６７-１６５７ ＦＡＸ ６７-１７６９
発刊元：出水総合医療センター 地域医療連携室

