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冨 田 恭 治平成記念病院　院長

平成28年９月１日からリハビリテーション科部長と
して着任いたしました永澤です。数年前までは整形
外科医として主に外傷治療に携わってまいりました。
リハビリを通して皆様の回復のお手伝いをさせていた
だきますのでよろしくお願いいたします。

永澤　大

リハビリテーション科
部長

（ながさわ ふとし）
平成元年 岡山大卒

平成２８年９月１日より地域医療連携室で
勤務させていただいております。患者様・
ご家族様の思いを尊重し、その思いに沿っ
た支援を心掛けてまいります。よろしくお
願い致します。

池野  弘美

社会福祉士

（いけの ひろみ）



病診連携の集い案内病診連携の集い案内病診連携の集い案内◆

病診連携学術講演会の報告病診連携学術講演会の報告◆
　平成２８年１１月１０日（木）当院にて第
１５回病診連携学術講演会を開催致しまし
た。認知症に関するテーマで、当院からは薬
剤師、管理栄養士、神経内科医師が発表を行
いました。
　特別講演では岡山県の片山内科クリニック
片山禎夫先生を講師としてお招きし「認知機
能を低下させない工夫～薬物療法と福祉の連
携の構築～」と題してご講演頂きました。具
体的な症例を用いながら、薬の使い方や医師
と訪問看護、ケアマネジャー等が上手く連携
して認知症にアプローチしていくことの大切
さを学ぶことが出来ました。

　私は現在橿原市地黄町のクリニックで内科を中心として診療をしています。当院は昭和
４０年に先代院長が開業し、平成１２年に私が継承しました。その後平成１７年に法人
化し、平成２３年にちゅうわ往診クリニック、平成２４年に訪問看護ステーションみそ
らを設立し、現在に至っています。一般内科疾患の他に上部・下部内視鏡検査や、マン
モグラフィによる乳癌検診などの各種検診にも数多くの患者さんが来られます。昨年当
院は創設５０周年を迎えましたが、先代から長きにわたり、地域に密着したかかりつけ
医として、患者さんの健康を守るという責務の重さを痛感しながら日々診療を行ってお
ります。
　平成記念病院では、ＣＴや
ＭＲＩの検査をはじめ、手術症例
や緊急の入院等で無理なお願いも
快く引き受けていただきとても助
かっています。また今年から消化
器・肝臓センターを開設され、消
化器疾患を数多く診ている者とし
ては、対応困難な症例についても
安心してお願いでき、とても心強
く感じております。
　これからも引き続きご指導の程
よろしくお願いいたします。

地域の医療機関の先生から

院長  河田  充弘  先生   ≪橿原市≫
【 医療法人良翔会 河田胃腸科医院 】 日　時：平成２９年２月９日（木）１７：５０～１９：３５

場　所：かしはら万葉ホール　５階　レセプションホール
　　　　奈良県橿原市八木町１－１－１８
プログラム：特別講演「ＤＯＡＣによる血栓塞栓症の治療と予防
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－熊本地震での血栓治療と予防も含めて－」
　　　　　　　　　　　熊本市民病院　神経内科　主席診療部長　橋本洋一郎　先生
　　　　　　一般講演「当科での脳梗塞の抗凝固療法」
　　　　　　　　　　　平成記念病院　神経内科　部長　大庭直樹
※詳細については平成記念病院　地域医療連携室までご連絡お待ちしております。

　１０月３０日（日）に当院外来にて災
害時における救急の対応について訓練を
行いました。今回はトリアージについ
て、各職種が集まり議論し、実技を含め
ての練習となりました。
　多種多様な災害を想定し、外来フロア
をいかに効率よく使い、患者様の搬送に
伴う動線、実際にトリアージを行い、治
療を行う為のスペースに至るまで細かく
シミュレーションを行いました。災害時
に迅速に対応できるようこれからも定期
的な訓練を行って参ります。
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第7回地域健康セミナーを開催致しました第7回地域健康セミナーを開催致しました◆

　平成２８年１２月１０日に地域健康セミナー
を開催致しました。
　肝臓病に関するテーマで、当院消化器肝臓セ
ンターの医師と薬剤師が講演を行いました。
　年末・年始が近い事もあり、ご参加頂いた方
からは適量なお酒についての質問等が上がりま
した。
　当院をより身近に感じて頂けるように、これ
からも定期的にセミナーを開催して参ります。
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ンター
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からも



＊連携室便りの名称「ウィンクル」は
　ラテン語の「絆」(vinclulum) です
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新年のご挨拶

　年頭にあたり謹んでご祝辞を申し上げます。　年頭にあたり謹んでご祝辞を申し上げます。
　日頃は地域の開業医の先生をはじめ、病院、医療・介護福祉関連施設　日頃は地域の開業医の先生をはじめ、病院、医療・介護福祉関連施設
の皆様には大変お世話になり、また何かとご協力頂き有難うございます。の皆様には大変お世話になり、また何かとご協力頂き有難うございます。
　急速な高齢化社会、それに反する医療費の抑制など医療危機が叫ばれ　急速な高齢化社会、それに反する医療費の抑制など医療危機が叫ばれ
て久しいですが、今年は従来に比して一層厳しい医療情勢になることがて久しいですが、今年は従来に比して一層厳しい医療情勢になることが
予想されます。この厳しい状況は全医療機関に平等ですが、私どもは私予想されます。この厳しい状況は全医療機関に平等ですが、私どもは私
的医療機関であり、特に影響が大きいと考えています。国が推し進める的医療機関であり、特に影響が大きいと考えています。国が推し進める

在院日数の短縮は機能的増床とそれに伴った業務の増加をもたらします。そのため、入院患者在院日数の短縮は機能的増床とそれに伴った業務の増加をもたらします。そのため、入院患者
の確保と並行して業務の軽減対策が必要になります。効率的な医療を推し進めていく為にはの確保と並行して業務の軽減対策が必要になります。効率的な医療を推し進めていく為には
益々、病病連携、病診連携が重要と考えています。益々、病病連携、病診連携が重要と考えています。
　今年三月には救急診療分野の拡充の為、救急外来を増改築し「救急センター」として新たに　今年三月には救急診療分野の拡充の為、救急外来を増改築し「救急センター」として新たに
発足致します。外来では多数の慢性疾患の診療も行われており、昨年は肝臓病外来と骨粗鬆症発足致します。外来では多数の慢性疾患の診療も行われており、昨年は肝臓病外来と骨粗鬆症
外来の専門外来を新たに開設しました。また当院の特徴の一つですが、リハビリテーション医外来の専門外来を新たに開設しました。また当院の特徴の一つですが、リハビリテーション医
療にも大変力を入れておりますが、昨年は新たに2人のリハビリ専門医と認定医を迎え、定期療にも大変力を入れておりますが、昨年は新たに2人のリハビリ専門医と認定医を迎え、定期
的な技術会議を開催するようになり、量だけでなく質的なレベルアップも図っております。的な技術会議を開催するようになり、量だけでなく質的なレベルアップも図っております。
今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

　年頭にあたり謹んでご祝辞を申し上げます。
　日頃は地域の開業医の先生をはじめ、病院、医療・介護福祉関連施設
の皆様には大変お世話になり、また何かとご協力頂き有難うございます。
　急速な高齢化社会、それに反する医療費の抑制など医療危機が叫ばれ
て久しいですが、今年は従来に比して一層厳しい医療情勢になることが
予想されます。この厳しい状況は全医療機関に平等ですが、私どもは私
的医療機関であり、特に影響が大きいと考えています。国が推し進める

在院日数の短縮は機能的増床とそれに伴った業務の増加をもたらします。そのため、入院患者
の確保と並行して業務の軽減対策が必要になります。効率的な医療を推し進めていく為には
益々、病病連携、病診連携が重要と考えています。
　今年三月には救急診療分野の拡充の為、救急外来を増改築し「救急センター」として新たに
発足致します。外来では多数の慢性疾患の診療も行われており、昨年は肝臓病外来と骨粗鬆症
外来の専門外来を新たに開設しました。また当院の特徴の一つですが、リハビリテーション医
療にも大変力を入れておりますが、昨年は新たに2人のリハビリ専門医と認定医を迎え、定期
的な技術会議を開催するようになり、量だけでなく質的なレベルアップも図っております。
今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

冨 田 恭 治平成記念病院　院長

平成28年９月１日からリハビリテーション科部長と
して着任いたしました永澤です。数年前までは整形
外科医として主に外傷治療に携わってまいりました。
リハビリを通して皆様の回復のお手伝いをさせていた
だきますのでよろしくお願いいたします。

永澤　大

リハビリテーション科
部長

（ながさわ ふとし）
平成元年 岡山大卒

平成２８年９月１日より地域医療連携室で
勤務させていただいております。患者様・
ご家族様の思いを尊重し、その思いに沿っ
た支援を心掛けてまいります。よろしくお
願い致します。

池野  弘美

社会福祉士

（いけの ひろみ）
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