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˓ȅ࠲ࠐͅאၣփ̱̀Ȃ̷͈ࠫͬض২̳̱ٛ͘ͅࡓۺ
ɡজ̹̻͉ۛ৪̯͈͘ࡀ၌ͬఄਹ̱̳͘
ˍȅഐ୨̈́֓ၷ̫ͬͥࡀ၌
ˎȅ֓ၷ̱̀ͅ۾ͥࡀ၌
ˏȅ֓ၷ࣐ևͬু́͐ࡀ၌
ːȅίρͼΨΏȜͬ༗બ̯ͦͥࡀ၌
ˑȅ૽ࡀͬఄਹ̯ͦͥࡀ၌
˒ȅΓϋΡάΣϋ̫ͬͥࡀ၌

ȶ૧ා͈̮̜̞̯̾ȷȁ൚֭ৢ૯໐

１０１年目の連携

໗֭ಿ

ȁനȁ֚ȁ૽
ȁ૧ාྶ̫̱̤̠̮̰̞̳̀͛́͂͘͘ȃࣼͤ͢൚͈֭Ⴒࠈ̮ͅފႁȂ̹͘ौා͉൚֭ٳ୭ Ĳıı
ਔා࣐ম̮͒׳ೀ̧̜̦̠̮̰̞̱̹ͤ͂͘ȃ
ȁࣽා͉ ĲıĲ ා࿒͈૧̹̈́ͥႲࠈ͈֚༜ͬ൩͙̱̳͘ȃ
ȁ൚͉֭ͬݢݣಎ̱̹͂ৗ͈̞ࣞ֓ܢݢၷ͈ͬރ࿒ດ̱̤̳͂̀ͤ͘ȃ̷͈۪̱֚͂̀ȶ౯
̞ͣ̈́ݢݣȷͬࠇ̬Ȃ̧̧֨ ĳĵ শۼ౯̞ͣ̈́֓ၷͬ࿒ঐ̱̳͘ȃਲြȂ౯ྚږ̈́ඤݣࠏش
ݢ͈̫ۛවͦఘଷ̦ະ̱̹́ȃौාͤ͢ذඤ˓شၷ̦شႊ๔ଷ́౯ྚږ̈́ඤݣࠏش
ݢව֭ͬຈ̴̫වͦͥఘଷͬା౿̱̱̹͘ȃ̹͘ෞ૰ࠐȂ۪ܕȂકͬܕاই͛ఱ͈ၷش
́ ĳĵ শۛݢݣۼ৪̯ͭ͒చ؊̱̤̳̀ͤ͘ȃ̱̥̱̦̈́ͣȂٸݢݣြ͈ਓယෝႁȜΨȜ͞ॲشȆ
ິ૽شȂ֓̓̈́ش͈ਰ௷̦ະ̈́ၷ̫̤ͥͅشఘଷା͈هఴ͜༴̢̤̳̀ͤ͘ȃࣽා
ഽ͉Ȃࢵͅਰ̱̹ ĳĵ শݢݣۼఘଷͬ࿒ঐ̱̳͘ȃ
ȁ౷֖͈֓ၷٯ͈۾ܥအ͈͂ފႁ̵̵̥ࠧͭ͘͜ȃۛ৪̯͈ͭતٚၚ͉ ĹĴɓ̢ͬקȂ̮ފႁۜͅ
৫౿̱̳͘ȃ༷֚Ȃݙતٚၚ͉ ķĹɓ͉͂͂࡞̴̢ࢵ̈́ͥ࢜ષ̦ຈါ̳́ȃܢݢহၷ͈ਞၭ
̱̹ۛ৪̯ͭͬ౷֖̤͒༐̱̳֭ͥඤఘଷ̱ͬͤ̀͢اޑ४̳ͤ͘ȃ
ȁ̹͘Ȃȶ͈ࡉ̢ͥႲࠈȷͬ࿒ঐ̱̳͘ȃȶ̵̹̞̾հ Ū ֓ၷΥΛΠȷ͈၌ဥڐఱ͉࿔აਹါه
ఴ̧̧́֨ଔૺ̱̀४̳ͤ͘ȃࣽාഽ̢͉̀حೄ୪൚֥̦֭Ⴒࠈ֓ၷ̤͒۾ܥ৯ེ̱̀ૂ༭
۟Ȃ֓ၷၠͬ૬͛ͥܥٛͬ௩̳͞ਫ਼ం̳́ȃ൚͉֭ͅڎၷ͉ش࿔აȂۭࢌȂႲࠈȂŎŔŘȂ
ང࿚ۭࢌΑΞȜΏοϋȂۜஅۯၑȂŏŔŕ ۯူוၑȂ֓ၷհȂसȂ༶ৣȂςΧΫςΞȜΏοϋȂ
औ͈̦̈́̓زఉତڰ̱̤̳̀ͤ͘ȃ̭͈ͦͣͬزႲࠈ֓ၷ͞۾ܥ౷֖͈́༓ޑٛٳट
ͅၛ̀̀ೀ̫ͦ͊ࢨ̞̳́ȃ
ȁडࢃྀͅාٳट̱̤̳̀ͤ͘ȶ֓ၷႲࠈ͈ਬ̞ȷ̵͈̤̳ͣ́ȃࣽා͉ෞಎ͈ȶड૧হၷ͂
֓ၷႲࠈȷͬ৾ͤષ̬̱̹͘ȃෞಎȂඅͅෞࢸण͈হၷૺ༜͉ͅಠ̱̞͈̦̜̳ͤ͘͜ȃෞಎ
͈ܢݢၷঔ୭̱͉͂̀ ŵőł ঔ͉ड೩ૄ̳̦́Ȃŵőł ͈͙͉̦́̈́࢘ضං̞ͣͦ̈́છ
႕͜ࡉ̳ͣͦ͘ȃ̭̭ˍාෞࠬۯඤহၷ͈ခဥ̦ಕ࿒̯̤̳ͦ̀ͤ͘ȃෞಎহၷ͉শ͈͂ۼ
̞̳́ȃଇ௸̈́౯ɨ ŵőł ɨࠬۯඤহၷɨشٸহၷɨ்ܢςΧΫςΞȜΏοϋɨඵষठอထཡ͈
֚۹͈̜ͥఘଷ̦ޭ͛̀ਹါ̳́ȃˎ ĳĺ ͅထ̯̞ͦ̀ͥȶ֓ၷႲࠈ͈ਬ̞ȷ͉́ڎ
ͥ͢ͅزड૧͈֓ၷͬત̵̯ٚ̀ೀ̧̳͈́͘Ȃଵ̮४̞̯̺̩حȃ
ȁࣽා̧̧̱̩̤̞֨ܽ͜ܐ૭̱ષ̬̳͘ȃ

ĳ

医療被ばく低減施設認定
を取得しました
̭͈̹͍Ȃף২౬༹૽ུၷ༶ৣ଼̥ܿٛͣ ĳĸ ා ĲĲ  Ĳ ັ́ȸ֓ၷ̩͊೩ࡘ
ঔ୭ȹ̯̱̹ͦ͘ͅȃ࣭͈লພ͉֭́ ĳ ঔ୭࿒̳̈́ͤ͘ͅȃ
֓ၷ̩͊೩ࡘঔ୭͉͂Ȃ༶ৣۯၑআȂ༶ৣۯܕܥၑআ̦हୠ̱༶ৣၾ͈ഐୃͬاঔ̱
̞̀ͥঔ୭̯̳ͦ͘ͅȃ
জ̹̻ၷ༶ৣ͉ܿȂ֓ၷ̩̞͊̾̀ͅୣහ̻ͬऔ͈୰ྶ̩͈̫̭͊ͬͥ͞
͉͂൚ட̷͈̭̜͂́ͤͦͬக̳̭̦͈ͥ͂ͩͦͩͦঀྵ̳́ȃ
֓ၷْ̤̫ͥͅ௨౯͉হၷ̵̵̥̦ࠧͭ͘ͅȂ̷͈̩͊ၾ̧͉̺̫́ͥ೩̩ဲ̢̭̦ͥ͂
ຈါ̳́ȃজ̹̻͉ၻْ̞௨̳ͬͥރև̩͊ͅၾͬᔛཾ̱̞̈́́ͅୃͅږ՜̱Ȃ֓ၷ͊
̩΄ͼΡρͼῧ̭̳́͂ͥڛ̩͊ၾْ͂ৗ͈डഐͅا഼̞̳͛̀͘ȃ
ࣽࢃ͉Ȃུ࣭ඤ́͜൵වͬ൦̯̞ͦ̀ͥ౯४ࣉτασȪŅœōȫ̫࢜ͅȂࠑ̱̩̀͊
ۯၑ࣐̞ͬհ̧́ͥ༶ৣऔͬঔ̱̞̩̠̀͢ͅၷ༶ৣ֚ܿ൳ুࡨࡄᲣͅ႗͙̳͘ȃ
༶ৣၷ̤̫ͥۛͅ৪အ͈ະհͅచ̱Ȃ̤ͅၛ഼̠̀ͥ͢ႁ̱̞̳̀ͤ͘͘ȃ
֓ၷܿ໐༶ৣܿشಿȁȁ௩ȁനȁհȁ
༶ৣۯၑআȆۯܕܥၑআȁȁȁ൴ȁ࣠ȁ२
൳ȁȁȁȁȁȁȁȁఆȁგȁࢬ
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検 査科
医療技術部紹介

ȁজ̹̻ႉऔ͉ܿȂຽࠬסऔȆෂ

ȁĳıĲĳ ා ĸ ͤ͢ၑऔΏΑΞθ̦൵ව̯

औȆळऔȆࠬऔȆၑऔ͈̈́̓औ

ͦෞ෨ո͈ٸၑऔ͉̀βȜΩȜτΑ͂ا

ͬșުྩ̱̞̳͂̀͘ȃ͉ࣽٝ౷֖Ⴒࠈ͂۾

̈́ͤഩঊσΞષ́४ચخෝ̞̳͂̈́̽̀͘ȃ

̦̜ͩͤͥၑऔͬಎͅત̞̹̱̳ٚ͘ȃ

ΏΑΞθ൵වͤ͢ͅऔږࢃȂশͅऔࠫ

ȁၑऔ͉́ȂഩȆ௫಼إ෨औȆ

̦ض४ચخෝ͂̈́ͤஜٝऔ͈ࠫض४ચ͜ယօ

ྤ෨औȆܥෝऔȆ૰ࠐഥൽऔȆಶႁ

͂̈́ͤΑθȜΒ̈́ၷ̦خෝ̞̳͂̈́̽̀͘ȃ

औȆ̞͛͘औȆෞ෨औ̦࣐̞̈́̓ͩͦ̀͘

ΏΑΞθࣺ̹͉৾ͤͦࠫ͘ͅض̀ őŅŇ ̯ا

̳ȃ֓ၷވ͈ܕܥ൳၌ဥ͉́ȂĲı ාոષஜ̥

̵̞̳͈̹̞ͦ̀́̾͘հ i ֓ၷΥΛΠͬ

ͣ౷֖͈֓ၷͤ͢۾ܥෞ෨͈ջှ̦̜ͤȂ൚

̲̀౷֖͈֓ၷ͜۾ܥ४ચخෝ̞͂̈́̽̀͘

औ́औ࣐̞ͬ౷֖࣓ͅࡃ̧̱̱̹̀͘ȃ൚

̳ȃ

͉ෞ෨͈͙͈ջှ̱̹̦́੭șͅఈ͈औ͈

ȁĳıĲĶ ා ĸ ͤ͢௫಼إ෨औ͈იͬ௩͞

ջှ͜௩̢ܥෝȆ௫಼إ෨औȆ૰ࠐഥൽ

̱તٚۛ৪͈௲औచ؊͜خෝ͂̈́ͤ౷֖֓

औ̧࣐̠̠̞̳̈́̓̈́̽̀̀͘͢ͅȃड߃͈

ၷ࣓ͅࡃ̧̞́̀ͥ͂এ̞̳͘ȃࣽࢃ͉ෞ෨͈

औૺ͈ܕܥ༜͜࿒̩̱ژȂඅͅ௫಼إ෨

ΏΑΞθࢹಃ࣐̞ͬঞ͉̩́̈́ ŅŗŅ ൝͈ιΟ

औૺ͈ܕ༜͉ಠ̱̩ ĴŅ ಼إ෨͈൵වฺ̞ͅ

ͻͺ̤́ള̧̧̱̠̹̞́ͥ͛̀͂͢ࣉ̢

औ͈࢜ષ͜إ಼ͦͣ͛ݥ෨औআ࡛͜ह Ķ ૽͂

̞̳̀͘ȃࣽࢃ̱̩̤̳̱̹̞̞͂ͧ͘͜͢ܐȃ

௩֥̱Ȃऔਞၭࢃ۪ܕඤ͈֓ش͂ϋέ
τϋΑ࣐̞ͬȂτεȜΠͬै଼̱̀ে͂ܿ
͈࢜ષ̞̳ͬ̽̀͘ȃ
ĵ

Ȫୣȁ֓ၷܿ໐ȁऔش
ȁၑऔهಿȁऎȁࡋढȫ

精神科認定看護師
ུୈ૰ފࢌۭش͉ٛ́ 2::6 ාͤ͢ୈ૰شۭࢌͬူ଼̱̞̳̀͘ȃ3126 ා 23 ࡛हȂୈ
૰شۭࢌ͉࣭́ 722 ྴȂൽඤ͉́ 27 ྴȂ՞ঌඤ͉́ˎྴ̦ഴ̯̞̳ͦ̀͘ȃ̭͈ଷഽ
͉Ȃୈ૰ࢌۭ͈شႀ֖̤̞̳̪̹ۭ̀ͦͅࢌܿ͂েͬဥ̞̀Ȃৗ͈̞ۭࣞࢌͬக̧ۭ́ͥࢌ
ͬူ଼̳ͥ͂͂͜ͅȂۭࢌ࡛ા̤̫ۭͥͅࢌ͈Ήͺ͈ৗ͈࢜ષ͉̥̭ͬͥ͂ͬ࿒എ̱̞̳͂̀͘ȃ
জ͉ 3119 ාˏͅୈ૰شۭࢌ͈৾ͬڒං̱̱̹͘ȃ৾ڒංࢃȂ3121 ාˏ͈́͘ˎ
ා͉ۼȂ৽ͅୈ૰شພඤ́ୈ૰͈ܿࢌۭشৗ͈࢜ષͬ࿒ດͅகڰ൲̧࣐̱̹ͬ̽̀͘ȃ3121
ාˏոࣛȂୈ૰͉ࢃݝ̦شାࠁȆࠁ଼شٸພͅਫ਼௺̱Ȃఘۛ͂ୈ૰ેఠࣣͬഎ͂ͣͅ
̢Ήͺ̳ͬͥރȶςΖϋୈ૰ۭࢌȷͬȂ֭ඤພ́க̱̞̳̀͘ȃ3121 ාȂ࣭എ͉ͅ
ୈ૰ۭࢌո́ٸςΖϋୈ૰ۭࢌͬக̱̞ۭ̀ͥࢌ͉ઁ̩̈́Ȃߓఘഎ̈́Α΅σ̹ͬ͐ڠ
͛ͅȂ՞֓شఱڠఱࢲڠࢌۭشݪࡄࠏڠ֭֓ڠਘআه́ςΖϋୈ૰ۭࢌ͍ͬڠȂ3125 ා
ͅު̱̱̹͘ȃ
છۛ৪͈ව̦֭௩̱حȂછਔ༏છે͈՛͞اȂ̵ͭ࿇છે͈࡛́Ȃۛ৪Ȇز͈ߎ
͉ఱ̧̞͈̦̜̳ͤ͘͜ȃ֓ၷ৪௰͉Ȃచ؊ࣾඳ̈́ୈ૰છેͅȂহၷȆۭࢌ̦ထͤͅૺ̩̈́͘Ȃ
ςΖϋୈ૰ۭࢌ͈͒ΣȜΒ͉௩̞̱͂ͥ̀ح̱̞̳ۜ̀͘ȃ
൚͈֭́ୈ૰شۭࢌ̦࣐̠ςΖϋୈ૰ۭࢌ͈ڰ൲ඤယͬ༭̱̳࣬͘ȃ
①すぐれた看護実践能力を用いて、質の高い精神科看護を実践すること。
জ͉ȂାࠁȆࠁ଼شٸພ́ˏయྩ࣐̞̦ͬ̈́ͣȂව֭ۛ৪̵͈ͭ࿇͞છਔ༏છે͈͒
ۭࢌக࣐̞̳ͬ̽̀͘ȃߓఘഎ͉ͅȂհً̧̱̮̳̭̦̀͂́ͥၷူ۪͈ޏାȂ̵ͭ࿇ညอ
֦ঊ಼͂̈́ͥౣܢଗྨ൵වसȆ˞˶ࠏ࢜ୈ૰͈ϋΠυȜσȂ࡛ࡉ൚ে߱Ⴏ൝࣐̞̳ͬ̽̀͘ȃ
̷ͦ̽̀͢ͅȂ՛اཡগ͂̈́ͤȂ்ܢప֭Ȇഢ̦̞̳֭̾̈́̽̀͘ͅȃ
̹͘ȂͅˍٝȂढ़ི֓شఱڠພ̥֭ͣ෩ࡍ̯̞ͦ̀ͥୈ૰ͅވ͂֓شςΖϋୈ૰֓ၷȆۭࢌ
̹̳ͬ͛ͥރȂୈ૰͂֓شພ̧࢜ͅȂख़͈ٚ੩͂࿂୪࣐̞̳ͬ̽̀͘ȃ
②精神科看護に関する相談に応じること。
൚࣐̠֭́ୈ૰شۭࢌ͈ϋσΞȜΏοϋ͉ȂςΖϋୈ૰ۭࢌ͈৽̹ͥުྩ͂̈́ͤ͘
̳ȃڎພ̥ͣջှ͈̜ͥୈ૰છે͈చ؊ࣾඳ̈́ম႕ͅచ̱̀ȂϋσΞȜΏοϋ࣐̞ͬ̽̀͘
̳ȃ൚͉֭́ୈ૰ࢃݝشȂͅ˒ۼୈ૰֓شະह͈̹͛ȂςΖϋୈ૰ۭࢌ͈ϋσΞ
ȜΏοϋ͉Ȃාș௩̜ͤ࢜ͅ߹̳ͥحȂ̞͈ࣞݢϋσΞȜΏοϋͅచ؊̳̹ͥ͛Ȃဥ
őŉŔ ͬਫ਼ခ̱̞̳̀͘ȃ
③精神科看護に関する指導を行うこと。
ڎພ͈අͬ൩̢̹͘Ȃ̵ͭ࿇͞છਔ༏છેΉͺ͈༓ޑ࣐̞̳ٛͬ̽̀͘ȃ3126 ාഽ͉Ȃ
֓ၷհ࣒ਠٛ́ȶ֓ၷমͬཡগ̵̳ͥͭ࿇͈ۭࢌȷΞȜζ̵̧࣒̯̞̹̺̱̹́݅̀͘ȃ̹͘Ȃ
͉֭́ٸȂཤ٬ൽၛ՞ۭࢌ͈֭ڠુ࣒́ୈ૰͈ࢌۭشު࣐̞̳ͬ̽̀͘ȃ
④精神科看護に関する知識の発展に貢献すること。
ਫ਼௺̳ͥພ͈ۭࢌ͈ৗ͈࢜ષ͈ণതۭ́ࢌࡄݪΙȜθ͈͒ঐ൵࣐̞̳ͬ̽̀͘ȃ̹͘Ȃୈ૰ش
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平成 27 年度北海道社会貢献賞を受賞して
〜旭川赤十字病院ボランティア・アンリーの紹介〜
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地域医療連携室からのおしらせ
―第 17 回旭川赤十字病院医療連携の集い開催のご案内―――――――
（日 時） 平成 28 年 2 月 29 日（月曜日）18 時 30 分
（会 場） 旭川グランドホテル 3 階 彩雲の間（旭川市 6 条通 9 丁目）
（司会・座長）
副院長
吉田 一人
演題 1 「地域医療連携の展望 〜旭川赤十字病院が目指す新たな地域医療連携〜」
院 長 牧野 憲一
演題 2 「脳卒中の最新治療と地域連携」
１）脳卒中の現状と地域連携
副院長 吉田 一人
２）脳梗塞の血管内治療
脳神経外科副部長 淺野
剛
３）脳卒中の看護と地域連携
看護係長 脳卒中リハビリテーション看護認定看護師 武藤
環
４）脳梗塞の二次予防
神経内科部長 浦
茂久
５）脳卒中の急性期外科治療
脳神経外科副部長 竹林 誠治
講演会終了後、情報交換会を予定しております。
※詳細は別途ご案内いたします


―「開放病床」をご利用ください ―――――――――――――――――
「開放型病床」とは、患者さまのかかりつけ医、かかりつけ歯科医と当院の医師が、
共同して患者さまの診療を行える病床のことです。また、手術や検査などを一緒に行い、
よりレベルの高い治療を実現します。退院後は、かかりつけ医、かかりつけ歯科医で引
き続き患者さまを診て頂くことになります。
当院では、常時、開放病床を確保しています。
・救急患者として紹介するほどではないが、心配なので入院にて 1 日経過をみたい
・紹介患者の手術、検査に立ち会いたい
と考えるような患者さまへの利用を想定しています。
【メリット】
・当院主治医と共同して診療に当たっていただきますので、入院中の状態が把握でき、
退院後も継続した診療を行うことができます。
・患者様にシームレスな医療を提供することで、安心感をもっていただけます。
運用の主な流れは以下の通りです。
１．開放病床への入院を希望される時には当院地域医療連携室に電話にてご連絡下さ
い。
（紹介状をご準備ください）
※受付時間は、当院の休診日以外の８時３０分から１６時３０分までです。
２．患者さまは、紹介状専用受付にて受付後、診察を行い入院します。
３．診療は、かかりつけ医、かかりつけ歯科医と当院の医師が共同で行います。
※開放型病院共同指導料の算定が可能です。
４．翌日以降の入院の継続もしくは退院の決定についても、かかりつけ医、かかりつ
け歯科医と当院の医師が共同で行います。
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