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電子カルテを導入しました。
平成 27 年 8 月 3 日より、桑名西医療センター、桑名南医
療センターに電子カルテを導入しました。すでに導入されてい
る東医療センターを含め 3 病院とも電子カルテが整備されま
した。
電子カルテ導入で何が変わる？？
・3 病院間をネットワーク化
診療情報（検査結果や投薬内容など）を互いに確認できる
ようになりました。
診療科の統合などにより 3 病院間で通院先が変わっても、情
報が共有できているので、安心して受診していただけます。
・業務の効率化
南医療センターでは、採血検査を外部委託しておりました
が、８月より東医療センターにて行うこととなりました。
そのため南医療センターで８月以降に行われた採血結果につ
きましては報告書式が東医療センターと統一されます。
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・1 枚の診察券を 3 病院で共用
1 枚の診察券で、東医療センター、西医療センター、南医療センターの 3 病院とも受診できる
ようになります。西医療センター、南医療センターでは新しい診察券への交換を行います。東医
療センターの診察券はそのまま 3 病院でご利用いただけます。

ご了承
ください。

・初診料について
医療費の請求上は別医療機関になりますので、3 病院間で通院先が変わる場合
でも、初めて受診した際にかかる初診料は発生致します。
・選定療養費について
東医療センター、西医療センターでは、紹介状をお持ちでない初診の患者様に
は非紹介患者初診加算料(1,300 円)を負担いただいております。3 病院間での受
診であっても紹介による受診でない場合は、同様に負担いただくことになります。

8 月の電子カルテ導入当初は、桑名西医療センター・桑名南医療センターにおきまして、職員の操
作の不慣れや受付方法の変更等のため診察時間や待ち時間が長くなることがあります。
よりよい運用に向け努力して参りますので、ご協力いただきますよう、お願い致します。
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三重大学産婦人科
桑名東医療センター
非常勤医師
小林良幸
桑名東医療センター産婦人科では平成 27 年 6 月より三重大学医学部産婦人科教室と
連携し、腹腔鏡下手術を開始しました。毎週木曜日に大学の産婦人科医師が、外来・手
術を担当します。
【小切開部位】
腹腔鏡下手術は、おなかに数か所(3～4 ヶ所)小さな穴を
かんし

あけ、そこから鉗子という細い器具を用いて手術を行います。
従来の開腹手術と比べると小さな傷のため、入院期間の短縮
と早い社会復帰が期待されます。また、美容面でも傷が目立
ちにくいという利点があります。
主な対象となる疾患は良性卵巣腫瘍や子宮筋腫、子宮外妊娠、
子宮内膜症等です。外来で十分な診察を行い、腹腔鏡下手術が可能かどうかを慎重に決
めています。
また、手術に関する合併症などを手術前に十分に説明をさせて頂くことで、満足のい
く腹腔鏡下手術を受けてもらえるよう心がけています。
腹腔鏡下手術のみにこだわることはせず、必要があればおなかに小さな傷を追加し腹
腔鏡補助下に手術を行うこともあります。
低侵襲とされ広く普及してきた腹腔鏡下手術ですが、専門的な手術手技が欠かせませ
ん。三重大学病院産婦人科ではこれまで 700 例以上の腹腔鏡下手術を行っており、日
本産科婦人科内視鏡学会より施設認定を受けています。認定施設で十分なトレーニング
を受けた医師が手術を担当させて頂くことで、安全で確実な手術が行えるよう努めてい
ます。

かんし

手術に使う鉗子等

(2)

腹腔鏡用ハイビジョンビデオシステム一式
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＜外来受診から退院後までの流れ＞
東医療センター産婦人科外来
CT／MRI

初診：問診・内診・超音波検査等

撮影：他院ですでに撮影されていても必要なことがあります。
腹腔鏡下手術が可能かどうか再検討、再確認

産婦人科外来

再受診：状況に応じて受診回数が変わってきます。

基本的には手術前日に入院 し、術後１週間以内に退院
外来受診：術内容・術後状況をみて決めます

≪退職・退任≫
6 月 30 日付

７月 31 日付

久保 倫子 医師（東医療センター周産期内科）
杉原 拓 医師（東医療センター産婦人科）
増田 亨 医師（西医療センター外科）
中谷 中 医師（東医療センター糖尿病外来）

道端

肇（平成22年卒）
所属学会：日本産科婦人科学会
日本周産期・新生児医学会
日本産婦人科・新生児血液学会

平成27年7月より桑名東医療センターの産婦人科・周産期内科
で勤務させていただいています。
三重大学卒業後、愛知県、三重大学病院、三重中央医療センターで勤務してきました。
桑名東医療センターは新生児治療も行っており、桑員地区の妊婦の方々が安心して出産
できるように精一杯頑張りますので、何卒よろしくお願いいたします。
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桑名市総合医療センターの医療器材が
ラオスの母子保健に活用されます
桑名市総合医療センターは、建て替えのために不要となっ
た医療器材を三重大学の学生国際協力団体「Hearts Tree
（ハーツ・ツリー）」に寄贈しました。
Hearts Tree は、三重大学の学生が中心となり、ラオスへ
の医療支援を目的として 2010 年に設立されました。2012
年にはラオスに分娩室の付いた病院を建設。現在、現地で必要とされる手術器具などの「モノ」
の不足を補うため、「医療器材供与プロジェクト」を推し進めています。
7 月 8 日、当センターを訪れた Hearts Tree５期代表の西田真一さん（＝三重大学医学部４
年）に竹田寬理事長から輸血ポンプや吸引器などが手渡されました。西田さんは「こんなにた
くさん頂けて、とてもありがたい。メンバーたちと（医療器材の）分別を頑張り、早くラオス
に届けたい」と話しました。
今回寄贈した内容は、輸液ポンプ、吸引器のほか
自動血圧計、鉗子など合計３８７点。当センターでの
役目を終えた「モノ」たちが、ラオスの母子保健の
改善のために再び活かされます。

寄贈した器材の仕分け作業⇒

ラオス
正式名称：ラオス人民民主主義共和国
首都：ヴィエンチャン
国土面積：236,800 平方キロメートル

『Hearts Tree』の建設した病院

（本州の面積とほぼ同じ）
人口：６８０万人（2013 年）
Memo：ラオスの妊産婦死亡率(※)は 470 人（日本は５人）
と、東南アジアで最も高くなっています。
※妊産婦死亡率＝出生 10 万人あたり、妊娠関連の原因で死
亡する女性の年間人数（ユニセフ：世界子供白書 2014 統
計編）
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おしゃべりサロン in 桑名を
開催しました。
平成２７年度第一回目となる『がん患者と家族のおしゃべりサロン in 桑名』を
６月２９日に開催しました。今年度より桑名サロンは定期開催となり、開催場所は中央公民館か
ら桑名市民会館の会議室に変更しました。場所や開催する曜日が変更になりましたが、以前と参
加人数はさほど変わらず、リピーターの方やご家族様を含めて１０名ほどの皆様にご参加いただ
きました。
サロンに参加されることで、患者様同士でお互いにアドバイスを仕合う機会が得られ、前向き
に明るい気持ちになれることもあります。病状のこと、治療のこと、医療費のことなど、患者様
としての悩みはもちろん、ご家族のこと、医療者との関係性など、
「話したい」という多岐に渡る
お話をそれぞれがお話しになります。また「聞きたい」という方には無理にお話していただくこ
ともなく過ごしていただくこともできます。
患者様は『患者』でありながらも、日常生活の中では、家庭や
社会で担っている役割があります。その役割を果たすために、時
には『患者』に専念できないこともあることを忘れないように、
私たちも関わっていけたらと改めて感じました。
次回は９月２８日（月）に開催予定です。また、１１月８日（日）
には、三重県としては初めての試みとなる休日開催のおしゃべり
サロンを開催予定です。内容については、三重県がん相談支援セ
☆タオル帽子も展示しています
ンターと桑名サロンのサポーターで現在検討中です。

桑名市総合医療センター 研修医教育
日常の診療以
外にも、様々な
研修を行い、勉
強しています。

◆7 月の研修医関連セミナー
2 日（木） ACLS について
院内スタッフが講師となり研修しました
3 日（金） 桑名感染症セミナー
感染症コンサルタント（米国感染症専門医）青木眞先生、
Dr. Gerald H. Stein に講演していただきました

6 日（月） グラム染色について
国民健康保険志摩市民病院内科 江角悠太先生に講師にきていただき、
顕微鏡を使用して実習しました。
１４日（火）～１６日（木）
CV の基本的手技について院内
スタッフが講師となり、実技を
行ないました。
等など

研修医がんばってます！
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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。
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。
予約制の教室は、定員に達し次第、締め切らせていただきます。

＜桑名西医療センター＞

＜桑名東医療センター＞

＊予約制。ご希望の方は☎０５９４－２２－７１１１へ。 ＊予約制。予約窓口：産婦人科外来（３階）
☎０５９４－２２－3709（直通）
＊当日は外来棟３階図書室へお越しください。

★妊婦さんのための教室★

日

時：8 月 20 日（木）13：00～14：30
（15 分前までにお越しください）
テーマ：正しいラジオ体操でやせる！
参加費：８００円（デザート代込み）
※昼食はつきません

○対象：妊娠 15 週以降の正常な妊娠経過の方
（必ず医師の許可を受け自己責任のうえご参加く
ださい。）＊他院の方も参加できます。
○参加費：700 円

☆3 回シリーズで減塩の基本から応用まで説明し
ます。3 回シリーズですが、各会のみの参加でも
減塩について学べる内容にしています
日 時：８月 11 日（火）12：30～14：00
（10 分前までにお越しください）
テーマ：減塩の応用③
参加費：８００円（昼食代込み）

マタニティ・ヨーガ
日時：第２・４木曜日
13：30～15：30

マタニティ・
フィットネス
日時：毎週金曜日
11：00～12：00

★産後ママのための教室★
○対象：産後のママ（産後 6 週から 2 歳位まで）
○参加費：700 円 ＊他院の方も参加できます。

日

時：10 月 2 日（金）13：00～14：00
（10 分前までにお越しください）
テーマ：肝硬変の合併症
参加費：１００円（資料代）※食事は付きません。

ママヨーガ
日時：毎週火曜日 11：00～12：00

◆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）

桑名南医療センター（毎時 03 分、33 分）

約３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）
＜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）
＜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）
＜地域連携室＞ 電話 ０５９４－８２－６８８９
FAX ０５９４－２２－５７７１
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【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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