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抗菌薬が効かない時代！私たちにできることは？抗菌薬が効かない時代！私たちにできることは？

　細菌が原因の感染症に対して抗菌薬が有効ですが、従来の抗菌薬が効かない“薬剤耐性

菌”が世界中で増えており、特に高齢者や持病のある免疫力の弱い方が命の危険にさらさ

れる場合があります。

　薬剤耐性の拡大を防ぐには必要のない抗菌薬を普段から使わないようにすることが大切

です。以前と比べて医療機関で抗菌薬を使用する機会は減っており、例えば一般的にイン

フルエンザ等を含む上気道炎（かぜ）はウイルス感染症のため抗菌薬は直接効果がないた

め処方されない場合が多く、たとえ手術でも抗菌薬は多くても点滴で 1 回から数回のみ

が推奨されています。

　抗菌薬が必要と判断された場合は、処方された薬を指示された量と期間を守って使用し

てください。症状が軽くなったからといって量を減らしたり途中でやめたりしてしまうと

耐性菌が出現する危険性が高くなります。残った少量の抗菌薬を中途半端に使うことも耐

性菌を増やす原因となります。抗菌薬の使い方のコツは、本当に必要なときのみ十分な量

を適切な期間使用することなのです。

　抗菌薬の適正使用は我が国でも国家プロジェクトとして進行中であり、当院でも支援

チームが活動をしています。
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イラスト：政府広報オンラインより

抗菌薬適正使用支援チーム (AST)　高見望美、乃美昌司

感染対策委員会からのお知らせ
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　３月には患者さんの総

合的な相談窓口として、

右の完成イメージのよう

に整備される予定です。

病気や治療等についての

不安や不明な点などあり

ましたら気軽にお声をか

けてください。

・入院手続きの説明

・患者さんの身体的・社会的・心理的状態の把握やお薬の確認をし、

　入院病棟に引き継ぎます。

・退院後も安心・安全な療養生活が継続できるよう入院中から

　必要な調整も早期から行います。

地域医療連携部リニューアルのお知らせ地域医療連携部リニューアルのお知らせ
　最近、当院にお越しになった方はお気づきでしょうが 12 月１日からの１階の

受付の向かいにある医療福祉相談室・地域医療連携室に覆いがかかり、待合スペー

スが狭くなりご迷惑をおかけしています。なかには「これからどうなるのか」と

思われている方もおられるのではないでしょうか。

　もともと地域医療連携部は、患者さんを紹介いただき外来診察や転院の調整等

を行う「地域医療連携室」（前方支援）と入院された患者さんの退院支援や患者さ

んやそのご家族から医療や福祉に関する相談窓口となる「医療福祉相談室」（後方

支援）の２室で構成されていました。

　平成２９年８月に別々の場所にあった「地域医療連携室」と「医療福祉相談室」

を一か所に集約し、前方支援と後方支援の機能を一体的かつ効果的に業務ができ

るよう改修しました。しかし、その際に執務スペース確保を優先したため相談業

務に必要となるカウンターや相談室（個室）の改修が後回しになっていました。

　そのため、今回相談カウンターを延長するとともに、プライバシーに配慮し相

談できる個室を整備することとなりました。

　さらに入退院支援業務として、外来で入院予約された方に対して以下の業務を

行います。
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楠 　仁美 八木 規夫 早川 みち子 八木 規夫 早川 みち子
AM 高田 俊之 AM 野田 昌宏 AM楠 　仁美 高田 俊之

上野 正夫
上野 正夫 奥田 志保 井元 万紀子 奥田 志保
井元 万紀子 一角 朋子 福田 　明 一角 朋子

AM 山本 　譲 中村 知子 中村 知子 北川 　篤

PM 菊池　 清
（初診）

PM 菊池　 清
（初再診）

菊池　 清
（再診）

菊池　 清
（再診） PM 菊池　 清

（初再診）
PM 木村 重美
（初再診）

PM 木村 重美
（初再診） 豊浦  麻記子

（再診）

PM 木村 重美
（初再診）

PM 豊浦  麻記子
（初診） PM 豊浦  麻記子

（再診）
    第２週
船曳 康子
（再診）

    第３週
三池 輝久
（初再診）

上月　 遥
（再診）

 AM 菊池 　清
AM 豊浦 麻記子
高橋 光彦   第１週

金澤 慎一郎 PM 辻本　 龍 AM 高橋 光彦
仙石 　淳 仙石 　淳 手術日 PM 柳内 章宏 乃美 昌司
乃美 昌司 乃美 昌司 午後検査 午前・午後検査 仙石 　淳
橋本　 靖 AM 高橋 光彦 橋本　 靖 戸田 光紀

（切断・脊髄障害） 丸野 文雅
山本 潤哉
（脊椎疾患）

山本 潤哉
（脊椎疾患）

北川　 篤
（膝一般） 井口 貴雄 神村 真人

吉川　 遼 井口 貴雄 丸野 文雅 中元 健一 吉川　 遼

神村 真人 中元 健一
島　 直子
（股関節）

井口 貴雄
（膝関節）

北川　 篤
（膝関節）

井口 貴雄
（膝関節）

北川　 篤
（膝関節）

島　 直子
（股関節）

  AM 冨士井 睦
第２,４週 （切断・脊髄障害）
陳　 隆明
戸田 光紀

第１,３, ５週（切断・脊髄障害）
戸田 光紀
森本 一男 原田　 寛 鵜飼 和浩 稲松　 登 藤田 久夫

受付時間　初診（窓口）　　8:45 ～ 11:30
　　　　　再診（受付機）　8:30 ～ 11:30 （予約なしの方）
休診日　　土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12月29日～1月3日）
☆神経内科、リウマチ科、小児睡眠・発達障害、整形外科は、予約制です。

お　知　ら　せお　知　ら　せ

平成31年2月１日現在
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　公益財団法人　日本医療機能評価機構は、患

者さんが安全で安心な医療が受けられるよう、

病院組織全体の運営管理および提供される医療

について評価する、いわゆる病院機能評価を

行っています。

　質の高い医療を効率的に提供するためには、

病院の自助努力が最も重要ですが、更に効果的

な取り組みとするためには、第三者による評価

が有用です。

　当院では、平成１０年から病院機能評価を継

続して受けており、今年は２１年目となります。

年々認定基準が厳しくなっていますが、組織全

体の運営管理および提供する医療について評価

を受けることにより、地域に根ざし、安全・安心、

信頼と納得の得られる質の高い医療サービスを

効率的に提供するため、病院スタッフ全員で取

り組んでいきます。
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日本医療機能評価機構による認定証
（平成３０年１０月取得）

日本医療機能評価機構による認定証
（平成３０年１０月取得）

日　時　　平成３１年２月１日（金）１３：３０～
出　演　　レディースボーカルソサエティ（あけぼの会　主催）
曲　目　　歌唱メドレー　　村の鍛冶屋　夏は来ぬ　他
　　　　　ピアノ演奏　　　上を向いて歩こう　越冬つばめ　他

日　時　　平成３１年２月２２日（金）１３：３０～
出　演　　ゾンタクラブ
内　容　　みんなで歌いましょう

当院は、公益財団法人 日本医療機能評価機構の認定を受けております。

はまさカ～ニ、いらっしゃいはまさカ～ニ、いらっしゃい
写真はカニおすすめコースです
（カニすきのみ２人前、その他は１人前です）

TEL 0796-82-3645
FAX 0796-82-3647

￥18,070（税込）￥18,070（税込）カニおすすめコース
平日1室２名様利用　１泊２食付
大人お一人様（60歳以上の方）

松葉ガニのご提供は３月中旬頃までとなります

おんせんとうまいもんでおもてなし
その他いろいろな
プランがございます。
詳しくはＨＰを
ご覧ください！

～～

ロビーコンサートの予定ロビーコンサートの予定
※当院患者向けとなっております。


