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盛岡市立病院は，平成 27 年度より新たな第 3 次経営改善計画に
基づき，職員一丸となって，さらなる病院経営の改善に取り組んで
おります。今後とも，皆様方にお役に立てるよう努力して参りたい
と考えておりますので，どうぞよろしくお願い致します。
さて，今回お届けする地域医療連携だよりでは，
（１）当院の手術の状況（２）言語療法室からの
お知らせ（３）在宅療養後方支援病院に関する内容を掲載させて頂きました。
いずれの内容も地域でご活躍の先生方，日頃からご支援いただいている介護施設等の皆様に当院が
どのようにお役に立てるか，どのように密接な連携を築いていけるかという趣旨で進めている取組で
ございます。
また，お陰さまで，この４月から循環器内科と神経精神科に１名ずつ常勤医をお迎えする運びとな
りました。少しずつではありますが，診療体制が充実していければと考えております。
結びとなりますが，皆様方におかれましては，今後とも相変わらぬご支援のほどをよろしくお願い申
し上げまして，ご挨拶とさせていただきます。
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市立病院の手術の状況について
日頃から患者さんのご紹介をいただき大変ありがとうございます。
今回は，当院での手術実績について，お知らせいたします。患者さんを紹介いただく際の参考にして
いただきたいと存じます。
最初に，直近４年間の診療科別の手術件数の推移です。
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上の表のとおり，ここ３年は年間 1,000 件を超えています。今年度は昨年度より件数が上回りました。
また，外科，眼科はこの４年間で一番多い件数となりました。
次に，今年度の診療科ごとの術式別の件数についてご紹介いたします。

【整形外科】
術

【眼科】
式

件 数

術

式

件 数

関節鏡検査(片側)

38

水晶体再建（眼内ﾚﾝｽﾞ挿入．その他）

207

骨内異物(挿入物)除去術(下腿)

38

緑内障手術（流出路再建術）

27

骨折観血的手術（大腿）

37

眼瞼下垂症手術（眼瞼拳筋前転法）

21

人工骨頭挿入術（股）

20

硝子体内注射

14

骨内異物(挿入物)除去術(大腿)

20

結膜縫合術

12

人工関節置換術（膝）

19

涙点形成術

11

腱鞘切開術（関節鏡下を含む）

16

涙管チューブ挿入術

11

骨折観血的手術（前腕）

16

涙嚢鼻腔吻合術

上の表は，整形外科と眼科の術式別件数のうち，施術数の多いものを挙げたものです。
整形外科は，膝や股関節を始めとした下肢の手術を多く行っており，眼科では白内障の水晶体再建術
を主に行っております。
２

7

【外科】
術

式

腹腔鏡下胆嚢摘出術

件 数
120

続いて，左の表は外科手術の術式の件
数上位のものです。
外科では，腹腔鏡下手術に特に力を入

腹腔鏡下鼠径ﾍﾙﾆｱ手術（片・両側）

80

抗悪性剤動静脈注入ｶﾃ植込（頭頚部）

34

腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術

33

ﾍﾙﾆｱ手術（鼠径ﾍﾙﾆｱ）

24

腹腔鏡下虫垂切除術(周囲膿瘍なし)

20

今後も，単孔式手術，細経鉗子を使用

腹腔鏡下ﾍﾙﾆｱ手術(腹壁瘢痕ﾍﾙﾆｱ)

20

した内視鏡手術を積極的に行なっていき

腹腔鏡下直腸低位前方切除術

18

れており，外科全手術 524 件中 340 件で
全体の 65％となっています。
また，下のグラフは腹腔鏡下手術の内
訳です。

ます。

上記のような手術が必要な患者さんがおられましたら，当院へのご紹介をお願いします。

▲ 外科

腹腔鏡下手術の様子です

▲ こちらは整形外科の手術中

３

言語療法室からのお知らせ
当院では１名の言語聴覚士が在職しており，食べること・飲みこむこと，また，言葉に関するリハビ
リテーションや検査を行っています。
今回は，言語聴覚士の業務内容を紹介します。

●摂食嚥下について
「食べる」
「飲みこむ」といった機能に問題が生じると，
食事がうまく摂れなかったり，むせる，のどに残るなどの
症状がみられます。そういった方に対してできるだけ早期
に評価や訓練を行うだけでなく，必要に応じて嚥下内視鏡
検査や嚥下造影検査も行っています。ほかにも当院では
医師，看護師，栄養士などの多職種で構成されるＮＳＴ
（栄養サポートチーム）があり，定期的なカンファレンス
や回診から患者さんに最も適した食事内容，治療法を検討
し，よりよい医療の提供に努めています。

▲ 嚥下訓練の様子

●言葉について
言葉の障害についてはさまざまな種類がありますが,主に脳血管疾患で発症する失語症や運動性構音障害
をもつ方々に対して言語リハビリテーションを行っています。
家族をはじめ，自分を取り巻く大切な人たちと今後もコミュニケーションがとれるよう個々に応じた訓
練を実施しています。

●聞こえの検査について
健康診断や人間ドック受診者に聴力検査業務を行って
います。人は加齢に伴い，様々な機能が低下していきま
す。個人差はありますが聴力も例外ではありません。
周囲の音が聞こえづらい，電話や会話時に相手の声が
聞き取りづらい，といった症状を放っておくと日常生活
に支障をきたす原因となりますので定期的な受診を心が
けましょう。

▲ オージオメーターによる聴力検査中

当院では，言語療法の他にも，理学療法や作業療法といったリハビリテーションに関しての人員と
設備を備えております。
術後の訓練等を必要とする患者さんがいらっしゃいましたら，ご活用いただければ幸いです。
４

在宅医療を提供している医療機関の皆様へ

盛岡市立病院では，在宅療養を行なっている患者さんの急変等における後方病床の確保が重要とい
う観点から「在宅療養後方支援病院」の体制を整えております。
急変時に当院への入院を希望する患者さんとして登録されている方が緊急入院の必要が生じた場合，
24 時間体制で受入対応を行ないます。
ご希望がございましたら，具体的な内容をご説明しにお邪魔したいと存じますので，地域医療連携
室までご連絡ください。

◆患者さんの登録方法
緊急時に盛岡市立病院に入院を希望する患者さんで，当院に「入院希望届」を提出さ
れた患者さんを登録します。
◆緊急入院時の連絡先
【平日の８時 30 分～17 時 15 分】
担 当： 地域医療連携室

高橋看護師長

電 話： ０１９－６３５－０１０１【代表】内線/２１０５ 又は ＰＨＳ/３３００
【上記以外の時間】
担 当： 当日の日当直(医師・看護師)
電 話： ０１９－６３５－０１０１【代表】
◆緊急入院時の受入方法
① 最初に，電話で登録患者さんを送りたい旨の連絡をいただき，患者さんの病状等をお
知らせください。
② 当院から受入について電話で連絡いたします。
③ 患者さんに当院へ向うようお伝えください。
※ 病状により当院での入院が出来ない場合がありますのであらかじめご了承願います。

５

診療に関するお知らせコーナー
４月から，循環器内科は常勤医が勤務しております
循環器内科は，これまで岩手医大からの応援医師による外来診察を行なっておりましたが，
４月から常勤の長井医師が勤務することとなりました。
入院についても対応可能になりますので，循環器内科への患者さんのご紹介は，他の診療
科と同様に，地域医療連携室まで「紹介ＦＡＸ」または「電話」でのご連絡をお願いいたし
ます。

神経精神科，眼科は，４月から常勤医がかわりました
神経精神科は，４月からあらたに岩城医師，橋本医師が診療を行うこととなりました。
また，眼科は，江川医師にかわりました。
引き続き，患者さんのご紹介をよろしくお願いいたします。

整形外科 一戸医師へ紹介いただく場合
一戸医師による整形外科外来は，4 月から水曜日（11:00～14:30）に変わりました。
詳しくは，整形外科外来（℡019－635－0101 内線：2184）までお問い合わせください。

■ 患者さんをご紹介いただく医師の皆様へ ■
● ご紹介時には，別紙「紹介患者(検査依頼)FAX 申込書，外来診療担当表」をご利用ください。
● 申込書受信後，折返し次の書類を FAX 送信いたします。なお，受診日時，病状等を当院より電話で
問い合わせさせていただく場合がございますのでご了承ください。
・ 外来患者さんのご紹介 … 「ご紹介確認書」，「来院のご案内（紹介患者様用）」
※当日の受診紹介の場合は，「ご紹介確認書」のみＦＡＸさせていただきます。
・ 入院患者さんのご紹介 … 「転院連絡書」
● 申込書は，平日の 17 時までに送信していただくようお願いいたします。
● ご紹介いただきました患者さんの診療情報は，随時提供いたします。
※ 時間外の救急・緊急入院が必要と思われる患者さんのご紹介は，直接日当直医師にご連絡ください。

【紹介患者（検査依頼）FAX 申込書の送信先】
盛岡市立病院

地域医療連携室

FAX

019-631-2102

「紹介患者（検査依頼）FAX 申込書」は当院 HP からダウンロードできます。
【URL】http://www.morioka-city-hosp.jp/engaged/zyuzisya.html
６

