とうかい

54

Vol.

平成26年

冬号

公立学校共済組合 東海中央病院

各務原市各務おがせ町 苧ヶ瀬池です。
今号の表紙は纐纈照雄さんからのご提供です。
写真のタイトルは「厳冬神秘の池（おがせ池）」です。
おがせ池地区は、各務原市の景観資源として重点風景地区になっています。
池の周囲は約2キロ、池の中に浮かぶ社殿には、守り神として「八大龍王」が祭ってあり、数々の
伝説とともに、多くの人々の信仰を集めています。
四季折々のたたずまいは、人々の心をひきつけます。
毎年7月には、おがせ池夏まつりが開催され、池の中央から打ち上げられる花火は迫力満点です。

INDEX

新年のごあいさつ

表紙写真募集のお知らせ

病院長

皆さんによる各務原市内の風物と写真を広
報誌の表紙としてご紹介しています。次号の
募集については、1月下旬までの予定です。
たくさんのご応募をお待ちしております。
過去のとうかいはこちらからご覧になれます。
http://www.tokaihp.jp/tokai/
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新年のごあいさつ
病院長

坂本

純一

新年明けましておめでとうございます。皆さまには健やかな新年をお迎えになられた
こととお慶び申し上げます。本年もよろしくお願い申し上げます。
さて、わが国の医療を取り巻く環境は、急速な高齢化の進展や疾病構造の変化、多様化
する医療ニーズを背景として、急激に変化しています。一方で、持続可能な医療保険制度
の確立を図るべく、医療費の適正化を目指した政策が次々と実施されています。取り分け、
「医療機能の分化＝地域における医療機関・介護福祉機関の連携」、
「 在宅医療の強化」に向
けた施策は、医療制度の大きな流れとなり、各医療機関がその方向性を定めて、機能を明
確化することが求められています。
その中で当院は、公立学校共済組合の職域病院としての役割を保持しつつ、各務原市と
その周辺地域における「中核的な医療機関＝実質的な市民病院」としての立ち位置をしっ
かりと確立していきたいと考えております。
当院では、今後も地域から求められる急性期医療を果たすことを主な使命と考え、活動
していきます。その上で、患者さんが切れ目のない医療を安心して受けられるよう、急性
疾患や専門的診療を要する重篤な疾患、大きな手術を要する疾患を当院が扱い、普段の健
康管理や治療を地域のかかりつけ医の先生方にお願いする「地域医療連携」をますます推
進したいと考えています。
また、当院が地域の中核病院としての役割を十分に果たすためには、急性期病院として
の機能強化を一層進めなければいけません。
当院は、昨年7月、消化器外科において単孔式腹腔鏡下手術を導入しました。これは、従
来開腹手術が一般的であった内臓疾患（胆嚢摘出、虫垂切除、胃・小腸・大腸の癌や炎症疾患）
について、臍に穴をあけて電子スコープと操作器具を挿入し、モニター映像を見て患部を
切除するものであり、患者さんの身体的負担が少ない「やさしい手術」です。
一方、専門医が不在であった、麻酔科、放射線科に常勤医師を採用しました。
麻酔医の配置により、安全で身体の苦痛・影響が少ない手術と、患者さんの速やかな術
後の回復が、今まで以上に可能になりました。
CT・MRIの画像診断を行う放射線科専門医の配置は、診断や治療方針の決定をより正確・
迅速に行うことを可能とし、診療機能の向上に資するものです。加えて大型放射線機器の
共同利用においては、地域のかかりつけ医の先生方に、より早く読影の結果をお届けする
ことができるようになりました。
また、内分泌・糖尿病内科にも新たに常勤医を配置し、増加傾向にある糖尿病の診断・治
療に一層力を傾注しています。
一昨年12月に開設した緩和ケア病棟については、市外からの入院患者も多数あり、岐
阜西濃地区における緩和ケアの拠点として、存在感を増しつつあります。
国の医療政策が在宅医療へとシフトする中で、地域における在宅医療ネットワークの
形成が進められています。当院は、急性期病院として、そのネットワークの一翼を担うと
ともに、緩和ケアの機能を生かして、在宅医療の円滑な実施に、独自の役割を果たしてい
きたいと考えます。
東海中央病院は、今年もますます機能と体制を充実させ、また、地域の医療機関・介護福
祉機関の皆様と手を携えて、地域住民の方々に良質で安定した医療が提供できるよう、地
域医療の発展・強化に日々努めていきますので、何卒よろしくお願いいたします。
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医師

新任
奥村

中（あたる）

紹介
田中

内分泌・糖尿病内科部長

浩敬

消化器内科医員

（内分泌・糖尿病内科）

（消化器内科）

こんにちは。内分泌内科医として、
専門性を発揮することを通して、地
域の皆様に貢献したいと思っていま
す。どうぞ、よろしくお願い致します。

地 域 に 貢 献 で き るように
質 の 高い 診 療を 心がけて
いきます。

橋本

橋本 奈々子
放射線科医長

成弘

放射線科医長
（放射線科）

（放射線科）

この たび放 射 線 科に赴 任
しました 。迅 速・的 確 な 診
断を心がけます。どうぞ宜
しくお願い致します。

放射線科に赴任しました。
CT・MRＩ画像診断、
ＩＶＲを
担当します。
よろしくお願い致します。

初診時の保険外併用療養費の料金改定について
平成25年12月1日より、1,575円から2,100円へ料金の改定をいたしました。
できる限り、かかりつけ医からの紹介状（診療情報提供書）をお持ちになり、受診していただき
ますよう、ご理解とご協力をお願いいたします。

保険外併用療養費とは…
国は医療機関の機能分担を推進する目的で「初期の治療は地域の医院・診療所で、
高度・専門医療は病院（200床以上）で行う」という制度を設けました。
この制度に基づき、ベッド数332床の当院では、初診時に紹介状をお持ちでない方
を対象に、保険外併用診療費（2,100円）をお支払いいただきます。

「初診」とは…（健康保険法により定義されています）
1.公立学校共済組合東海中央病院を初めて受診する場合
2.以前に公立学校共済組合東海中央病院を受診したことはあっても、すでに
治療期間が終了した（治癒した）後に再び来院された場合
・前回の症状がいったん治まった、もしくは治療を継続していない場合、
治癒とみなされます。
・どの程度間隔があくと治癒とみなされるかは、疾患によって異なります。
＊疾患によっては、最終来院日より1か月以上間隔があくと治癒したと判断される
場合もあります。初再診の判断については、医師にお尋ね下さい。

3.前回、患者さんが任意に診療を中止し、改めて受診される場合

保険外併用診療費をお支
払いされる必要のない方
○当院以外の医療機関から
の紹介状を持参された方
○救急車で来院し、救急医
療センターで救急診療を
お受けになった方
○生活保護法の医療扶助を
受けている方

＊公費のうち「（乳）乳幼児医療費助成制度」及び「（親）ひとり親家庭医療費助成制度」の対象者であり、休日・時間外
（17:15〜翌8:30）に受診される方は、初診時の保険外併用療養費を算定いたしますので、ご了承ください。
＊また、歯科とその他の科は、健康保険法上は別の管轄となりますので、それぞれ別に初診時の保険外併用療養費の
請求が行われます。
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生労働省は「初期の診療は医院・診療所で、高度・専門

→

医療は病院で行なう」という医療機関の機能分担推

進を掲げています。当院は、かかりつけ医と地域の病院がスムー
る地域医療連携システムをめざしています。

ふ

だんは自分の健康状態の相談ができ日頃から信頼でき
るかかりつけ医に診察をしていただき、診療により専門

的な検査や治療が必要となれば、当院がかかりつけ医と患者さ

かかりつけの先生が
診察

ちょっとした風邪だね。
薬を出しておきますね。
詳しく診てもらったほうがいいね。
紹介状を書くから東海中央病
院にかかってください。

→

ズな連携を取りながら、地域の皆様に安心できる医療を提供す

具合が悪いなぁ
かかりつけのお医者さんに
行こう

→
→

→

厚

かかりつけ医の先生に
報告書・検査結果をお
返事します。

→

まの医療情報を共有することで、的確な医療を提供し、

紹介状持参
東海中央病院にて
診察

無駄な待ち時間や同じ検査の繰り返しなどを省きます。

院
医
科
歯
み
ず
い

4 371-9500
6 371-9500

登録医名 和泉 浩之
住
所 〒504-0827 蘇原沢上町1-8-2
診療科

一般歯科・小児歯科
口腔外科・矯正
診療時間 午前9:00〜13:00
午後2:30〜 7:00
（土曜日2:30〜5:00）
休診日 木曜日、
日曜日・祝祭日
駐車場 10台

開業して20年、地域の皆様と共に歩んでまいりました。
インプラント治療、歯周外科治療、矯正専門医による矯正治療を行っ
ておりますので、お気軽にご相談ください。

URL http://www.kakamigahara-dent.gr.jp/sohara/izumi/index.htm

科
歯
り
通
う
ょ
いち

4 383-8030
6 383-8030

登録医名
純平
住
所 〒504-0821 蘇原瑞雲町4-13
診療科

歯科・小児歯科
矯正歯科・口腔外科
診療時間 午前9:00〜13:00
午後3:00〜6:30
あなたの「マイクリニック」をめざしています。
（土曜 午後2:30〜5:30）
患者である自分のことを第一に考えてくれる、自分にとって
かけがえのないクリニックであること。「ちょっと歯がいたい」
休診日 木曜日、日曜日・祝祭日
（祝日のある週の木曜は診療します） からはじまる長いお付き合い。あれやこれと話をするなかで、
お互いこころを通わせ、やがて何でも気軽に話せるようになる。
駐車場 10台
そんな信頼でき、居心地のいいクリニックであることを我々
はめざしています。

URL http://ichodori-dc.com/
・4/6・
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ク
ッ
ニ
リ
ク
木
佐々

4 371-6663
6 371-6471

登録医名 佐々木 栄作
住
所 〒504-0018 那加西市場町7-285-5
診療科

内科・外科・循環器科・消化器科・
リハビリテーション科・小児科・肛門科
診療時間 午前8:30〜12:00
午後4:00〜 7:00
病気の悩みや苦しみは、千差万別で、同じ病気でもひと
りひとりに応じた治療が必要です。当院では、その苦痛や
土曜日午前8:30〜13:00
悩みを取り除くことを第一に、疾患の診断、治療に努めます。
但し8:30〜9:00 予約検査
休診日 土曜日午後、水曜日、日曜日・祝祭日 皆様のより健康的で幸福な生活の為の、信頼の灯台となり
たいと考えています。
駐車場 30台
URL http://www.myclinic.ne.jp/sasaki/pc/index.html

科
児
小
や
せ
ふ

4 370-0606
6 370-5617

登録医名 伏屋 芳文
住
所 〒509-0126 鵜沼東町4-53
診療科
診療時間
休診日
駐車場

小児科、皮膚科
午前9:00〜12:00
午後4:00〜 7:00
金曜日、土曜日午後、
日曜日午後、祝祭日
20台

子どもの未来のために、子どもの健康と病気予防に取り組んでいます。
赤ちゃんがすくすく育ち、楽しく育児ができるように、子どもが家族
や保育園、学校でのびのびできるように援助をしていこうと思っています。

URL http://0606.mdja.jp

三和皮フ科

4 383-6800
6 383-6828

登録医名 三和 敏夫
住
所 〒504-0912 那加桜町2-368
診療科
診療時間
休診日
駐車場

皮膚科、アレルギー科、泌尿器科
性病科、小児科
午前9:00〜12:30
午後4:00〜 7:00
初めての病院、緊張しますよね。安心して治療に専念して頂きた
いから、私たちは少しでも患者さんの気持ちを和らげられるような
木曜日午後、土曜日午後、
待合室は南欧調ムードの落ち着いた雰囲気です。子どもさんも楽し
日曜日・祝祭日
める工夫をしています。元南極観測越冬隊員の院長の貴重なコレク
ションを展示しています。
30台

URL http://miwahifuka.org/

リラックスできる空間を心がけております。ゆったりとおくつろ
ぎください。
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ツートン青木ものまねディナーショー
1泊2食付
アニバーサリー
プラン

☆ディナー 17：45〜

☆ショー 19：00〜

お一人様 13,000円（税サ込）＜ショー・フランス料理・ドリンク付＞
◆プロフィール◆
神奈川県出身
神奈川県出身のものまねタレント。身長１６０ｃｍ、蟹座、
Ｏ型
国鉄職員、
ダンプカー運転手を経てものまねタレン
ダンプカー運転手
運転手を経てものまねタレントとなる。
・美空ひばり、
・美空
美空ひばり、田村正和等々豊富
田村正和等々豊富なレパートリー
・男性と女性の声を抜群の歌唱力で唄いこなしテレビのものま
・男性
男性と女性
女性の声を抜群
抜群の歌唱力
歌唱力で唄いこなしテレビのものま
ね番組でも数々の優勝経歴を持つ実力派
ね番組
番組でも数々
数々の優勝経歴
優勝経歴を持つ実力派
実力派
・ご子息
ものまねタレント
ご子息 青木隆治
青木隆治さんも、

26年3月末まで
通常30,000円（税サ込）が

20,000 円（税サ込）

是非この機会
是非
是非この機会にお楽しみく
機会にお楽しみください。

※詳細は、お気軽にお問合せ下さい。

至東山公園
名古屋I.C

まで

2名様より承ります。

すでにご入籍済みでも、授かり婚でお急ぎでも、経験豊富な専属
プランナーが丁寧に打合せ致します。おふたりに合ったオリジナル
ウェディングを実現。マタニティでも和装OK♪もちろんウェディング
ドレス＆カクテルドレスも充実!

忙しいふたりには、結婚式の打合せは最短5回でOK!
もちろん何度でも打合せ可能。
こだわり派もオマカセ派も、専属プランナーにおまかせ下さい。

大人数の披露宴も、
ご家族やご親族のみの家族婚も幅広く対応。
お顔が向かい合い会話が出来る距離で直接感謝を伝えられる
アットホームウェディングも人気!

ホテルグランヴェール

とうかい
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発 行／〒504-8601 各務原市蘇原東島町4丁目6番地2
公立学校共済組合

東海中央病院

3(058)382-3101 5(058)382-1762
URL http://www.tokaihp.jp
発行人／病院長 坂本 純一

初診・再診受付時間 8：30〜11：30／毎週土・日曜日祭日全科休診
お願い 保険証等の提示
月に一度は保険証・医療証等を保険証提示窓口に提示してください。
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