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法 人 理 念
●患者・利用者・家族の皆様が安心してかかれる・あずけられる病院施設作りをめざします。
●職員が気持ち良く仕事ができ、やりがいのある職場作りをめざします。
●医療福祉を通して地域に貢献することをめざします。

釧路脳神経外科のご紹介

釧路脳神経外科
院長

入江 伸介

当院は、平成19年12月1日より「釧路脳神経外科病院」から「釧路脳神経外科」へとクリ
ニックに変わりました。外来診療は脳神経外科のみの診療となりますが、今まで通り
地域住民の方々に良質かつ安全な医療を提供し地域社会に貢献すること、脳卒中を中
心としたさまざまな脳神経疾患に対して、高度な専門的医療を提供し信頼されるクリ
ニックになることをめざして努力しております。
当院で治療する主な病気として次のような病状のときには受診をお勧めします。
［脳卒中］突然の意識障害や手足の麻痺、言語障害など。
［脊椎脊髄疾患］頚部痛、上肢のしびれ・脱力、腰痛、下肢のしびれ・脱力、歩行障害など。
［頭部・脊髄の外傷］頭部や頚・腰などの怪我、むちうち損傷など。
［脳腫瘍など脳疾患全般］慢性の頭痛、嘔吐、めまい、しびれなど。
［その他］頭痛、めまい、手足のしびれ、脱力、記憶障害など。
病院からクリニックとなりましたが、地域住民の皆さまが安心してかかれるよう診
療システムを構築しており、釧路孝仁会記念病院など孝仁会グループとの連携も充実
しております。今後とも高度専門医療の提供とともに、地域との連携を重視した医療
の提供に職員一同努めて参りますので、何卒よろしくお願い申し上げます。

釧路空港航空機事故消火救難医療
総合訓練に参加して
釧路孝仁会記念病院
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平成20年9月18日、釧路空港災害訓練に釧路市医師会の一員として、医師・看護師各1名が参加しま
した。事故設定は「国際便チャーター機のエンジンが爆発炎上、乗客35名が脱出」でした。
最初に消火訓練が行われ、その後救出された傷病者の、重症度の判断（トリアージ）・重症度に応じ
た救護所での診察・応急処置が行われました。
医師会医療班は市立病院チームが重症度判断を、重傷者の救護を労災病院チームが、軽傷者を日
赤チームが担当しました。記念病院チームは中等度のけが人の治療を行いました。救急隊が中等度
救護テントに運んだ10名弱の模擬傷病者を、息は？正常な呼吸は？脈・循環は？意識は？を最初に
観察しました。次に全身を観察し、必要な処置を行いました。状態は安定していたので、出血には圧
迫止血を、骨折には副木等での固定を行いました。その上で比較的重傷者から、消防・自衛隊の方に
搬送をお願いしました。あっという間の訓練でしたが、天気にも恵まれ、訓練は滞りなく行われまし
た。
空港から釧路市街までは、約20kmあります。万が一事故が起これば、医療班の空港への到着は約1
時間後だろうと思います。釧路が待ち望んでいるドクターヘリが導入されれば、10分弱で医療チー
ムが現場空港に入れ、最重症者を直ちに医療機関に運べます。
実際に即した新しい体制での訓練が次回は望まれます。

釧路ドクターヘリ自主研究運航報告
釧路ドクターヘリ運航調整研究会では平成20年10月2日〜
10月8日の7日間（市立釧路総合病院

10月2日〜10月6日、釧

路孝仁会記念病院10月7日〜10月8日）ドクターヘリ自主研究
運航を行いました。
これは釧根管内の消防及び医療機関の協力を得て実際の
救急患者搬送をおこないドクターヘリの有用性必要性の確
認及び本運航にむけて問題点等の洗い出しを目的としたも
のです。準備段階では、実際に運航している手稲渓仁会病院
の担当者及び長沼消防の救急隊長を招き各消防組合、事務担
当者、医師等綿密な打合せを行い万全の準備で望みました。
研究運航期間に15件の要請があり出動11件、未出動4件、
キャンセル1件、うち緊急手術を要した案件は5件となり、本
地域でのドクターヘリの有用性必要性を十分証明した結果
を残すことができました。
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専門分野：脳神経外科

10月より釧路孝仁会記念病院に赴任しました木村と申します。
高校まで最果ての地稚内で過ごし、その後札幌医大を卒業しまし
た。診療科は脳神経外科となります。皆様のご指導宜しくお願い申
し上げます。
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専門分野：脳神経外科

この度、10月に釧路孝仁会記念病院に着任いたしました。
何かと不慣れではありますが、よりよい医療を提供できるよう努め
て参りたいと思います。よろしくお願い致します。
脳神経外科 小松克也医師は9月30日をもちまして転勤となりましたので、
あわせてご連絡させていただきます。

施設紹介

釧路脳神経外科デイケアセンター
釧路市芦野1丁目27番1号（釧路脳神経外科2階） 0154-37-8898

医療と介護の連携で自立・維持・回復を支援する、
通所リハビリテーション
「釧路脳神経外科デイケアセンター」は、高齢者が住み慣れた地域で、できる限り自立した日常生
活を営むことができるよう、能力に応じて、心身機能および生活機能の維持・向上を目指したリハビ
リテーションを提供する施設です。
介護保険で要支援・要介護認定された在宅の高齢者・療養者が、通いでリハビリ・食事・入浴・日常
生活動作訓練・趣味活動等を行います。釧路脳神経外科併設の為、医療処置（胃ろう・気管切開の方な
ど）が必要な方でも、安心してご利用頂けます。また専用バス（車い
す可）で送迎も行っています。
「ちょっと体力が落ちてきたな」と心配される方や、「退院した後
もリハビリを続けて○○できるようになりたい！」と目標を持った
方に多くご利用いただいております。また作業療法士と介護福祉士
が力を合わせて実施する「スリングセラピー」は15台設置しており、
利用者様の能力に応じた個別／集団訓練が可能となっています。音
楽に合わせた集団バランストレーニング、スリングによる従重力肢
位を活かした可動域訓練・筋力向上訓練、また、介護予防プログラム
として、バランスマットとスリングを併用した立位バランストレー
ニングを行っており、転倒防止など日常生活場面でのバランス向上
効果が期待できます。
「やりたいことを支援するためのリハビリテーション」を理念に
今後とも職員一同頑張って参りますので、ご指導の程お願い申し上
げます。なおご質問がございましたらお気軽にご連絡ください。

医療法人孝仁会
法人本部 地域連携部

クリニカルPET利用状況

〒0850062
釧路市愛国191番212
釧路孝仁会記念病院内
TEL：0154-39-1331
FAX：0154-39-0660
孝仁会ホームページ
http：//www.kojinkai.or.jp/
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クリニカルPET/CT検査につきましてご不明な点がございましたら、釧路孝仁会記念病院
地域連携室（電話：0154-39-1331）までお問い合せください。

孝仁会では医療機関を対象とした「PET講演会」を受け承っております。ご希望される場
合は地域連携部までご連絡ください。

医療法人 孝仁会グループ

編集後記
釧路のさわやかな秋も終わり
を迎え、冬の便りが聞かれる今
日この頃です。
私ごとではありますが、地域
連携室に所属し10ヶ月…「地域
連携って何？」からのスタートで
はありましたが、最近ようやく連
携の必要性を意識しながら業務
を行えるようになって参りまし
た。
連携機関の皆様にはご迷惑を

釧路孝仁会記念病院

星が浦病院

釧路脳神経外科

新くしろクリニック

釧路市愛国191番212
TEL 0154-39-1222

釧路市星が浦大通3-9-13
TEL 0154-54-2500

釧路市芦野1-27-1
TEL 0154-37-5512

釧路郡釧路町睦2-1-6
TEL 0154-37-6333

中標津脳神経外科

根室脳神経外科

留萌セントラルクリニック

老人保健施設 星が浦

中標津町西11条南8-4-1
TEL 0153-73-1500

根室市明治町1-2-2
TEL 0153-24-8555

留萌市栄町1-5-12
TEL 0164-43-9500

釧路市星が浦大通3-9-35
TEL 0154-55-2800

芦野ケアプラン
企画センター

鶴ヶ岱ケアプラン
企画センター
釧路市鶴ヶ岱1-10-46
TEL 0154-42-0700

訪問看護ステーション 星が浦ケアプラン
はまなす
企画センター
釧路市星が浦大通3-9-26
TEL 0154-53-5517

釧路市星が浦大通3-9-35
TEL 0154-55-2810

釧路郡釧路町睦2-1-5
TEL 0154-37-5050

釧路市東部北地域
包括支援センター

グループホーム
はまなすの家星が浦

ヘルパーステーション 釧路訪問
はまなす
リハビリセンター

釧路市鶴ヶ岱1-10-46
TEL 0154-42-0600

釧路市星が浦大通3-9-9
TEL 0154-55-6255

釧路市星が浦大通3-9-26
TEL 0154-52-8088

釧路市芦野1-27-1
TEL 0154-37-5401

おかけしている事も多々ござい

在宅介護支援センター 介護付有料老人ホーム 介護付有料老人ホーム 釧路脳神経外科
はまなす
はまなす睦館
はまなす芦野館
デイケアセンター

ますが、今後ともどうぞ宜しく

釧路市星が浦大通3-9-35
TEL 0154-55-2811

お願い致します。
（イシ）

釧路郡釧路町睦2-1-6
TEL 0154-39-0511

釧路市芦野1-27-1
TEL 0154-39-1666

釧路市芦野1-27-1
TEL 0154-37-8898

