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第20号

地域包括ケア病棟開設のお知らせ最新情報

病院の理念みなさまの声をお聞かせください

本誌へのご感想やご意見、ご要望などございま

したら、院内に設置されている患者さんの声に

投稿いただくか、お気軽にご連絡ください。

● 高度医療に対応できる東紀州地域の中核病院

● 地域の保健・医療・福祉との連携を促進し、地域の人々と共に創る病院

● 患者様に信頼され、いつでも安心して受診していただける患者様主体の     

    総合病院

● 教育、研修機能を持つ病院

● 質の高い医療技術とサービスを提供する病院

● 職員一人ひとりが、病院の将来ビジョン・経営について考える病院
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※学会等で休診または代診になる場合がありますので、お問い合わせください。

お問い合わせ先：
尾鷲総合病院 病院総務課 総務係　　

owase-hp@city.owase.lg.jp

TEL 0597-22-3111

Owase General hospital あなたにプラスな情報をお届けします尾鷲総合病院

　急性期での治療を受けて症状が安定した患者さんが

安心して自宅や施設に戻れるよう支援するために、７階療

養病棟を転換し平成 31年 4月1日から地域包括ケア病

棟を開設しました。

◆地域包括ケア病棟とは◆

　急性期治療が終わり、すぐに自宅や施設に戻ることに不

安があり、しばらくの間入院を継続して、自宅や施設復帰

に向けての「準備を整える」ための病棟です。

　入院の対象になる患者さんは、決められた疾患はあり

ません。退院後に自宅に復帰予定の方、介護施設に入所予

定の方が対象になります。入院期間は原則 60日となりま

すが、状態に応じて調整いたします。

◆患者さんへのサポート◆

　地域包括ケア病棟では、「在宅復帰支援計画」に基づい

て、医師や看護師、介護福祉士、リハビリスタッフが患者さ
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乳腺外来（第1月曜14時半～予約制） 

胃カメラ(検査のみ）

整形外科
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小薮 助成

小薮 助成
小薮 助成
田中　宏幸
第2.4週午前

畑地　 治
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大森　 拓

大森　 拓

大杉 和生 伊藤 弘将

川﨑 優也

今川 竜二

循環器内科(予約) 小薮 助成 世古口 茂幸 大杉 和生

大杉 和生 大杉 和生

大森・伊藤
佐藤

水野 修吾
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吉澤 尚彦
2診

神経内科（予約制）
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月 火 水 木 金 備考

2診
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阪本 達也
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武内 泰司郎 加藤 弘幸 加藤 弘幸 加藤 弘幸1診

初診

再診

再診

三重大学医師 三重大学医師 三重大学医師午前

　　午後

外科医師

●牧野 祥典

●横山 弘和

坂井田 寛
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牧野 祥典
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木曜日
第1週目のみ
三重大学医師

●10時～
　 診察開始

乳児健診
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今西 義宜

玉置 力也 玉置 力也 玉置 力也 玉置 力也玉置 力也

前田 吉民 前田 吉民 前田 吉民

前田 吉民

前田 吉民 前田 吉民

三重大学
野本教授
（第4週）

(第4週)
大槻  一行

(第2週)
中西 大介

三室 マヤ 伊井 裕一郎

栃尾 廣 田中 公人

ペース
メーカー
第１月曜日
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（予約）
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午後
（13時半～15時半受付）

小薮 助成 藤川 勝彦 

ホッと

んの在宅復帰に向けた支援を行います。

　退院に向けてのサポートは、看護師や医療ソーシャル

ワーカーがケアマネージャーなどと連携して介護サービ

スの利用・施設への入所などを支援いたします。

▲入
院

回
復

退
院

地域包括ケア病棟

治療入
院

治療治療治療治療治療治療治療治療治療治療治療治治療療治療治療治療治治治療 基本的に
回復すれば退院

の入所などを支援いたします。

退
院

回
復

基本基本基本基本基本基本基本基本基本基本基本基本基本本本基本基本本本本本的に的に的に的に的に的に的に的に的に的に的に的に的に的に的に的に的に的にににに
回復回復回復回復回復回復回復復復回復回復回復すれすれすれすれすれすれすれすれすれすれすれすれすれすれすれすれすれすれすれすればばばばばば退ば退ば退ばばばばばばば退ば退ば退ば退ばば 院院院院院院院院院院院
基本的に
回復すれば退院▲

▲在宅医療に不安など在宅医療に不安など

地域包括ケア病棟

院 復
回復回復回復復復復復すれすれすれすれすれすれすれすれすれすれすれすれすれすれすすれすれれすれすれす ば退ばば退院回復すれば退院

在宅在宅在宅在宅在宅在宅在宅在宅在宅在宅在宅在宅在宅在宅在宅在宅在宅在宅在宅在宅医医医療に不に不に不に不に不に不に不に不に不に不に不に不に不に不に不に不に不に不に不に不不安な安な安な安な安な安な安な安な安な安ななななな安な安な安ななどどどどどどどどどどどどどどどどどどどど在在宅医療に不安などに不に不不に不に不安な安な安な安な安な安な安な安なななななななななななななどどどどどどどどどどどどどどどどどど不安など医療医療療療療医療療医療療療療療療療療療療療ににににににに療に在宅医療に不安など

総務課地域連携係 　　　　0597-22-3111
お問い合わせ先



医師および新卒・新規採用者紹介医師および新卒・新規採用者紹介

ほすぴたる
最 新 情 報

整形外科

◆資格　
　整形外科専門医
◆所属学会
　整形外科学会／手外科学会
　中部整形外科学会

　４月より着任いたしました。至らぬ点も多

いと思いますが、精一杯頑張らせて頂く所

存です。よろしくお願い申し上げます。

牧野　祥典　
（まきの　よしのり） コメント

濱田　真実
（はまだ　まみ）

看護部／看護師／３F病棟

私は、患者さんがその人
らしい生活が送れるよう
に、一人ひとりに合わせた
看護ができる看護師にな
りたいです。

福定　舞子
（ふくさだ　まいこ）

地域連携部／社会福祉士

4月から医療ソーシャル
ワーカーとして働くことに
なりました。皆さんが安心
して退院が出来るように
頑張っていきます。

向井　利生子
（むかい　ときこ）

栄養管理部／管理栄養士

他職種の方々の協力を得
ながら、栄養面からの患
者さんの治癒能力向上や
生活習慣病改善などのサ
ポートをしていきたいと考
えております。よろしくお
願いします。

南　優也
（みなみ　ゆうや）

看護部／看護師／４F病棟

私は、熊野市出身で故郷
の東紀州の地が大好きで
す。少子高齢化が進む地
域で、看護師として貢献し
ていきたいです。

島田　真秀
（しまだ　まさひで）

看護部／看護師／５F病棟

患者さんの思いを大切
に、信頼される看護師にな
れるよう知識・技術を磨く
努力をしていきたいと思
います。

臨床工学部／臨床工学師

4月から働くことになりま
した臨床工学士の下地と
申します。仕事上、裏方の
仕事が多いため、皆さま
にお目にかかることも少
ないとは思いますが、精
一杯頑張りたいと思いま
す。よろしくお願いします。下地　貴晴

（しもじ　たかはる）

 information 

診療情報管理士に合格しました

小児科診療が変わりました

※尾鷲総合病院小児科は、平成 31年 4月から常勤医師が不在となったことから、三重大学

附属病院からの応援医師による週3日（月・水・木）の外来診療とさせていただいており

ます。小児科の入院患者の受け入れは行っておりませんので、ご理解いただきますようよろ

しくお願いします。

外  来
月・水・木曜日 火・金 曜日 夜間・休日・時間外

入  院

診療を受けることができ
ます。

受け入れは行っておりません。

受け入れができません。
紀北管内の開業医で受
診してください。

軽症患者であれば当直医により受診で
きます。重症の患者・救急搬送患者の
場合、「松阪中央総合病院」または「紀
南病院」に搬送されることになります。

○○○ ×× △△

　診療情報管理は、実施された診療や看護の事実、

診断や治療結果が正確で適切なものであったのか

を検証・評価し、質の高い安全・安心の医療を提

供するうえで、極めて重要な意義と役割を有する分

野です。

　この度、専門的職種のスキルアップを目指し、2

月に行われた「診療情報管理士試験」に医療事務

係の職員 1 名が見事合格しました。これで当院の

医療事務係では 3 名が診療情報管理士の資格取

得となりました。
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　診療情報管理は、実施された診療や看護の事実、

診断や治療結果が正確で適切なものであったのか

を検証・評価し、質の高い安全・安心の医療を提

供するうえで、極めて重要な意義と役割を有する分

野です。

　この度、専門的職種のスキルアップを目指し、2

月に行われた「診療情報管理士試験」に医療事務

係の職員 1 名が見事合格しました。これで当院の

医療事務係では 3 名が診療情報管理士の資格取

得となりました。

診療情報管理士の役割

「診療情報管理士」とは、医

療機関における患者の様々な

診療情報を管理し、国際的な

共通区分に従って疾病や入院

日数などを記録、整備します。

こうした情報から医療費支払

いの目安や、様々なニーズに

適した情報を提供する専門職

種です。


