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連携医の

声

医療法人社団 山口整形外科
院長

山口 芳英 先生

彦島で整形外科の診療所を開業して 28 年になりますが、私は山口大学出身で、
開業するまでは済生会下関総合病院に勤務しておりましたので、市民病院の先生方
や職員の方には馴染みが薄かったのですが、開業してからは市民病院が彦島から近
いこともあり、市民病院の皆さんには日頃は大変お世話になっております。他科の
先生方にはほとんど顔見知りの先生がいませんので、失礼は承知の上、外来医師診
療表を見ながら紹介状を書いており、いつも親切で丁寧なご返事をいただき改めて
感謝申し上げます。特に整形外科は外傷が多く、緊急手術や入院を要する症例も多
いのですが、白澤部長はじめ整形外科の諸先生方にはいつも無理を聞いてもらっています。患者さんが入院す
ると、地域医療連携室より紹介元に FAX が届き、入院日・病棟名・主治医をお知らせいただき、その上、お
見舞いメールの受付など、市民病院の患者サービスへの配慮にはいつも感心しております。
当診療所は平成 19 年より伊藤裕先生を副院長に迎え、二人体制で診療を行っており、平成 20 年には MRI
を導入し、整形外科の慢性疾患や骨折・関節損傷などの急性疾患に MRI 検査を行っています。
旧市内は以前は１㌔四方に４つの病院が集中していましたが、現在では済生会病院が安岡、関門医療センター
が長府の方に移転し、この分散で地域住民の医療環境はかなり改善されてきており、紹介先も患者さんやその
家族の希望を第一としながらも特に、整形外科においては各病院の専門性を考えながら、紹介状を書いており
ます。４病院からの広報紙や年報の提供は、各病院の最近の情報や一年の実績が手に取るようにわかり、我々
開業医にとっては病院の特徴を知る上で非常に役に立っています。
今後医療が細分化し、専門化すればするほど、役割分担が重要で病診連携が必要になり、市民病院には今ま
で以上にお世話になると思いますので、よろしくお願いいたします。

患者様のご紹介・検査予約・お問い合わせは

地域医療連携室へ

083-224-3860 Fax 083-224-3861
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コラム

向洋 の
丘から

理事

大津 修一

「来年も素晴らしい年になりますよう、願っております」
今年もいよいよ年の瀬を迎えました。連携医の先生方におかれましても慌
しい日々の中、市民の医療を確保するため懸命にご尽力いただいておられる
事に敬意を表するところです。
本院も地方独立行政法人となって、市民の皆さまに信頼され期待に応えら
れるよう医療サービスの向上と質の向上を目指し、チーム医療の充実、病院機能の充実、救急医療への
積極的対応等を進めております。あわせて地域医療のへの貢献と医療連携の推進を図るため、高度医療
の充実、がん医療の充実そして地域の医療機関との連携強化等の目標を掲げ、これらを達成するために
現在鋭意努力しているところです。特に医療連携の推進は、県の保健医療計画にも示されているがん、
脳卒中、急性心筋梗塞、糖尿病の４疾病、救急医療、災害医療、へき地医療、周産期医療、小児医療の
５事業において中核的役割を果たすため地域連携の体制強化を図り、病診連携を積極的かつ強力に進め
ようとするもので、近いうちに地域医療支援病院の承認をも念頭に置いているものです。このように本
院は院長を先頭に医師、看護師をはじめとする職員が一体となって期待に応えてまいりたいと努めてお
りますので、今後とも一層のご指導、ご助言をお願いいたします。

～ 特集 ～

初期研修医、
奮闘中 !
▲ 4 月から 6 月には 30 項目以上にわたる早朝講義があります。

当院には、現在４人の研修医がいます。
それぞれ一人の医師として、なにを学び、どの
ような想いで研修にあたっているのでしょうか。
当院の 研修医の声をご紹介します。

＜ 当院の研修の特色 ＞
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● 寺子屋方式による徹底指導

● 地域に密着した地域医療

● 万全の指導体制

● 院内勉強会も活発

● 充実の救急医療

● 魅力的な国際交流
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■ 古谷英章（ふるたに ひであき）

■亀田昌司 ( かめだ まさし )

基幹型・1 年次

協力型・２年次

下関市立市民病院の研修の最大の特徴は、先

昨年は九州大学病院でローテートし、2 年次

生方が熱心に指導してくださるところです。
最初の２ヶ月は早朝講義が毎朝 30 分あり、
救急で必要なエッセンスを教えていただけまし

をお世話になっています。将来の専門科として
選んでいる消化器内科と、画像診断の機会を得
るために放射線科をローテートしています。

た。また、手技も納得のいくまで丁寧に教えて

4 月の初めに内科カンファレンスで 1 年次に

いただいて、当直では多くの症例を学ぶことが

研修した内科を尋ねられ、1 年次に研修できな

できました。

かった内科（循環器、呼吸器、膠原病内科）を
当院で研修でき

並行して同時期にロー

て、本当によかっ

テートさせていただけ

たと思います。

ることになり勉強にな
りました。
研修医一人ひとり
の要望に柔軟に対応
してくれ、大変感謝
しています。

■河野雄紀（かわの ゆうき）

■安達利昭（あだち としあき）

協力型・１年次

協力型・１年次

この病院の感想は、先生方が指導熱心だとい

少人数での研修のため、様々な実技を実践で

うことです。指示を出すだけの指導ではなく、

き、内容の濃い研修をすることができました。

忙しい中でもできる限りディスカッションの時

早朝講義では、必要最低限の知識を得ること

間を割いてくださり、私とのディスカッション

ができ、指導医の先生もしっかり指導して下さ

のために先生の帰りを遅くしてしまうこともし

いました。

ばしばでした。研究会・カンファレンスでの症
例発表の機会もいただき、疾患について通常診
療で行うより更に深く

また、指導医の先生だけでなく、周りの先生
方もいろいろとアドバイスしていただき、
充実した研修生活を行うことができました。

学ぶことができまし
た。様々な手技も教わ
り実践させていた
だき、自分の今後
のためにありがた
い指導をしていた
だいたと思います。
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ＣＬＯＳＥ ＵＰ !

がん医療市民公開講座を開催。
10 月 27 日、九州大学 臨床・腫瘍外科 田中雅夫教授に
よるがん医療市民公開講座「すい臓がんとの出会いを早く
知る方法」を行いました。朝方は雨もぱらついていました
が、市民の皆さまに多数ご来場いただきました。すい臓が
んというと、とっつき難い印象を受けますが、気さくな調
子のお話で、あっという間の 2 時間弱でした。
平成 24 年度第２回がん医療市民公開講座の開催も決定
しました。
テーマ：「地域を結ぶ緩和ケア～いのちへの向き合い」

▲すい臓がんの患者さまやそのご家族の方からの質問に答
える時間も設け、充実した市民公開講座になりました。

N E W S

副院長

末永和之氏

講

師：綜合病院山口赤十字病院

日

時：平成 25 年２月２日（土）14 時～ 16 時

場

所：海峡メッセ下関 10 階

国際会議場

血液内科に着任しました !
開業医の先生方からのご依頼もお待ちしております。

よろしくお願いいたします。
くぼ

やすたか

■久保 安孝（血液内科医長）／川崎医科大学卒業（平成 14 年）
■血液内科とは
血液疾患は症状に乏しく、検査で見つかることが多い疾患が多いです。採血
や検診結果で白血球が多い、赤血球が少ないなどと言われて良くわからないと
いうことがよくあります。リンパ節が腫れてきた、極端に貧血症状が強い、出血傾向がある、微熱が長く持続するな
どの症状があれば一度ご相談ください。血液という特殊な専門の立場から下関地域に貢献できたらと思っています。
数多くの疾患を抱えている患者さまや、どの科を受診すればよいかわからない患者さまなどにも安心して受診して
いただける、地域の皆様に開かれた血液内科を目指して頑張りたいと思っています。
近隣の病院や医院の先生方とも連携を密にして、患者さまが適切な医療を受けることが出来るよう調整もしていき
ます。どうぞよろしくお願いいたします。

編 集 後

記

師走は月日が走り去るように過ぎていきます。この時期になると「あれもこれもしなければならない」と気持
ちだけが先走り、心なしか落ち着かないのは私だけでしょうか。俗に「人は心にゆとりがない時ほど災いがふり
かかる」と言われています。思わぬところに落とし穴が潜んでいるのかもしれません。忘年会シーズンに国政選
挙、極寒で慌しい年末を元気に乗り切るにはいつも以上の自己管理が大切だと思います。皆様、お気をつけて良
い年をお迎えください。

副院長

前田

博敬

ＴＥＬ：083-231-4111 ＦＡＸ：083-224-3838
E-mail：info@shimonosekicity-hosp.jp
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：http://shimonosekicity-hosp.jp/
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