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平成２４年１０月発行

平成２４年度病院祭を開催致します。今年は桑名市総合医療センターとなって初めての病
院祭です。法人３病院で協力して桑名西医療センターで様々なイベントを行うとともに、桑
名東医療センターをサテライト会場とし、講演会等を行います。
桑名市総合医療センターをより身近に感じていただき、知っていただく機会になるよう企
画しております。
地域の皆さまのご来場をお待ちしております。

開催日：平成２４年１１月４日（日）
時間：午前１０時～午後２時
会場：メ イ ン 会 場：桑名西医療センター
サテライト会場：桑名東医療センター
＜桑名西医療センター会場＞
病院施設見学（手術室医療機器体験、身近なものをレントゲンで写してみよう、お菓子の
薬作り）、健康増進・相談コーナー（血液さらさらチェック、骨密度測定など）、南医療セン
ター・東医療センターコーナー、医師紹介、バザー、
消防車・救急車の展示、模擬店など ＊一部有料
＜桑名東医療センター会場＞
◆健康相談 １０：００～１４：００
◆講演会
１３:００～１３:１５ 『新病院の構想について』
桑名市総合医療ｾﾝﾀｰ新病院準備室長 奥村秀郎

１３:１５～１４:００

『腹八分で医者いらず ～体重管理 健康管理～ 』
桑名東医療センター人間ドック室部長 高田幹夫医師

◆ウォークラリー大会参加者募集◆
定
員：５０名
参加申込み：桑名西医療センター事務局総務課へ
お電話ください ＜☎０５９４－２２－７１１１＞
申込み期限：平成２４年１１月２日（金）１７時まで
※当日参加も可能ですが、出来る限り事前申込みを
して下さい。

病院祭当日（小雨決行）
集合時間：午前８時３０分受付開始
集合場所：桑名西医療センター北玄関
＊生活習慣病などに関するクイズに
答えながら歩き、健康について楽しみ
ながら理解を深めます♪
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近年、地域医療連携の重要性が認識され、円滑な連携医療を行うために地域医療連携パスの活用
が広がっています。桑名地区でも桑名医師会と当法人・地域の医療機関が協同して統一した桑名地
区病診連携パスを運用する運びとなりました。
桑名地区では、第１弾としてウイルス性慢性肝炎（含肝硬変）（Ｃ型）連携パスを作成し、平成
２４年９月から運用を開始しました。

◆地域医療連携とは・・・
地域には、かかりつけ医となる診療所（クリニック）や入院治療や専門的治療を担当
する急性期病院、リハビリを担当する病院、長期の入院療養を担当する病院などさまざ
まな役割をもった医療機関があります。地域医療連携とは、これらの医療機関がそれぞ
れの機能や規模、特色などに応じて医療の機能を分担し、それぞれの機能を有効利用し
て患者さまの治療を行うことで、患者さまにとって効率的で、切れ目のない医療を提供
できるように医療機関同士が協力し、連携することです。

◆地域連携パス（病診連携パス）とは・・・
病気ごとに、治療や検査などの内容およびタイムスケジュールを一覧表にしたものを
「クリニカルパス（クリティカルパス）」と呼びます。この一覧表に沿って治療を行う
ことで、複数の医療スタッフが情報を共有でき、安全で質の高いチーム医療を実践する
ことができます。クリニカルパスは、医療機関ごとに医師や看護師など治療に関わるス
タッフが検討して作成しています。
このクリニカルパスの運用をひとつの医療機関だけでなく、地域医療圏まで拡大したも
のが地域連携パスです。それぞれの医療機関が別々に診療するのではなく、医療機関の
役割分担を明確化し、ひとりの患者さまに対
急性期病院
し長期間の持続的なフォローアップを共同で
行うために、疾病ごとに事前に作成された共
同診療計画表（書）です。

≪病診連携パス使用のながれ≫
病診連携パスに沿った治療
急性期病院
≪診断・治療≫
・精密検査
・画像診断
・入院治療
・専門的な治療
など

共同診療依頼
・病診連携パスの作成
・患者さまへ説明
・かかりつけ医の選択

急変時、病態変化

かかりつけ医
≪継続治療≫
・定期診察
・血液検査
・服薬治療
など

急性期病院

約３カ
月ごと

≪定期診断≫
・画像診断
（CT・MR）
・腹部エコー
など

パスから逸脱
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≪病診連携パスを使用するメリット≫
❏患者さまにとって

主治医が

①病院と診療所で行う医療行為の分担が

２人いる安心。

明らかになる
②検査、治療の内容が標準化する

かかりつけ医

（わかりやすい）
③通院時間、外来での待ち時間が短縮できる

急性期病院・主治医

④かかりつけ医で診療を受けることができる
❏医療機関にとって
⑤目標や診療計画を共有することで、効果的・効率的な
医療サービスが提供できる

地域の皆さまが安心して暮らせるよう、これからも桑名市総合医療センターは桑名医
師会や地域の医療機関と協力して地域医療連携に取組み、さまざまな疾患の病診連携パ
スの作成・運用についても検討してまいります。

≪地域医療連携のしくみ≫
長期療養施設、入所施設
リハビリ病院
療養型病床

介護施設
など

情報提供・紹介

病診連携パス

情報

主に骨折や脳卒中
（脳梗塞、脳出血、く
も膜下出血）などの発
症後の方を対象に回
復期のリハビリを提
供する病院です。

病診連携パス

共有

情報提供・紹介

診療所
クリニック

急性期病院
病診連携パス
❏入院治療や専門的な治
・必要に応じ判断
療、詳しい検査・診断
・かかりつけ医からの紹
紹介
介による受診
・救急患者対応
・病状が落ち着いたら

逆紹介

かかりつけ医
❏日常の健康管理
・状態が落ち着いている
病気の継続治療
・風邪など軽い症状があ
る時
・その他、健康状態に不
安のあるとき
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桑名市総合医療センター
＜基本理念＞
最良の医療を提供し、地域の皆さまから信頼され必要とされる病院を目指します。
＜基本方針＞

①
②
③
④

患者さまを中心に考え、真心・思いやり（忠恕）の医療を提供します。
医療の水準と質の向上に努め、安全性を確保します。
地域の皆さまに安心していただける中核病院としての責任を永続的にはたします。
患者さまおよび職員にとって魅力ある病院をつくります。

＜桑名西医療センター＞
～当院に受診されていない方も、興味のある方はどなたでもご参加ください。～
※月 1 回第 3 または第 4 木曜日に開催しています。
日 時：１０月２５日（木）１１：００～１４：００
テーマ：①インスリンを知ろう！！ ②血糖値を上げにくい食事
参加費：１０００円（昼食代込み）
＊予約制です。ご希望の方は０５９４－２２－７１１１（代表）へお電話ください。
※偶数月の第一火曜日に開催しています。
日 時：１２月４日（火）１３：００～１６：００
テーマ：脂肪肝について ＊１２月は特別に体成分測定を行います。
参加費：６３０円
＊予約が必要です。ご希望の方は０５９４－２２－７１１１（代表）へお電話ください。
日 時：１１月２０日（火）１３：３０～１５：００
テーマ：減塩食つくりの工夫 ＊減塩食の試食があります
参加費：８００円
＊予約制です。ご希望の方は０５９４－２２－７１１１（代表）へお電話ください。

◆シャトルバスをご利用ください◆

＊桑名駅と３病院の間を循環しています。

＊始発は桑名駅 8:00 発、最終は桑名駅 16:00 発（桑名西医療センター終着）
＊午前最終は桑名駅 11:30 発、南医療センター11:33 発、東医療センター11:38 発、西医療センター11:50
発（桑名駅終着）です。午後の始発は桑名西医療センター12：50 発です。
桑名駅（毎時 00 分、30 分）

約３分

桑名南医療センター（毎時 03 分、33 分）
約５分

約１０分
桑名西医療センター（毎時 20 分、50 分）

地方独立行政法人

約１２分

桑名東医療センター（毎時 08 分、38 分）

桑名市総合医療センター

桑名東医療センター（旧山本総合病院）
住所 三重県桑名市寿町三丁目１１番地
電話 ０５９４－２２－１２１１（代表）
FAX ０５９４－２２－９４９８（代表）
＜地域医療室＞ 電話 ０５９４－２２－２１１０
FAX ０５９４－２２－２１６６

桑名西医療センター（旧桑名市民病院）
住所 三重県桑名市北別所４１６番地１
電話 ０５９４－２２－７１１１（代表）
FAX ０５９４－２４－１５０６（代表）
＜地域医療連携室＞ 電話 ０５９４－２２－７２０８
FAX ０５９４－２４－１５８１

桑名南医療センター（旧桑名市民病院分院）
住所 三重県桑名市中央町一丁目３２番地１
電話 ０５９４－２２－０６５０（代表）
FAX ０５９４－２２－５６０８（代表）
＜地域連携室＞ 電話 ０５９４－８２－６８８９
FAX ０５９４－２２－５７７１

桑名地区病診連携パスの運用が開始されました
桑名市総合医療センター
地域医療室
【法人事務局】住所 三重県桑名市寿町三丁目１１番地
電話 ０５９４－２２－12１１（桑名東医療センター代表）
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