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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。

新春のご挨拶
新年おめでとうございます。本年も地域の皆様の健康維持、増進に向け各医療機関
と連携して努力していきたいと考えております。
とりわけ救急医療体制の維持には力を入れていきたいと考えております。2月には
ドクターヘリ導入の高橋北海道知事発表を期待しております。地域の皆様が健康な1年
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を過ごせますよう祈念しております。地域の救急確保のためにも急病以外は平日、日
中にできるだけ受診されるようご協力お願い致します。

星 が 浦 病 院
星が浦病院のご紹介
星が浦病院は、脳、脊髄・脊椎疾患、心臓・血管疾患に関して、予防から急性期・慢性
期に至るまで、高度な専門医療を提供できるよう、職員一同研鑽に励んでおります。
脳神経外科では、脳卒中をはじめとする脳神経・脊髄疾患への専門的治療を行い、
また脊椎脊髄疾患については専門医による診断・外科的治療を行っています。更に
リハビリテーションにも力を入れており、回復期リハビリテーション病棟では脳血
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管疾患等で日常生活を送ることが困難な患者様への社会復帰・在宅復帰を支援して

高谷

います。
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循環器内科は、主に心臓と血管の病気（特に狭心症・心筋梗塞といった冠動脈疾患、心不全、不整脈）
を扱っており、高血圧症、糖尿病、脂質異常症に対する生活習慣改善の指導を含めた治療で、皆様の健
康の助力に努めてまいります。
また、平成20年6月より眼科を開設し、より一層の高度医療が提供できるよう力を入れております。
現在当院では手術は行われませんが、手術を要する患者様には釧路孝仁会記念病院への紹介など、
グループ間の連携も密になっております。
地域の皆様が安心して利用できる質の高い病院を目指して益々専心努力致しますので、今後ともよ
ろしくお願い申し上げます。

眼科外来
平成20年6月から星が浦病院に眼科を開設させていただきました。星が浦周辺に
は眼科はほとんど無く、そのため釧路市内への眼科通院が困難な患者様が多数い
らっしゃいます。特に脳疾患や全身疾患で歩行困難な方、高齢で家族の介護が必要
な方の眼科受診は放置され易いのが現状です。そのため手遅れで失明寸前で来院さ
れることも珍しくありません。こちらで診療を始めて、まだ半年と短い期間ですが、
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この地域での眼科の必要性を強く感じております。

相馬

札幌では35年間、緑内障と糖尿病網膜症等を中心に診療してきま
した。緑内障は初期診断、その後の眼圧、視野、視神経の経過観察及び
その間の状態に応じた治療が必要です。又、当院では糖尿病の患者様
が多数通院されており糖尿病による眼科的疾患の管理は重要です。
特に糖尿病網膜症は前増殖期の光凝固治療により失明を食い止める
事が出来ますので内科との連携による経過観察が非常に大切です。
その他、眼科診療全般におきましても、白内障手術後の管理、前眼
部の小手術、適切な点眼と眼鏡装用による眼精疲労の治療等、多技に
亘っております。そして、その一つ一つに木目細かな治療が望まれて
いる事を痛感する毎日です。
微力ですが、今まで培った経験が少しでもお役に立てる様努力し
たいと思っておりますので宜しくお願い致します。
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施設紹介

老人保健施設 星が浦 通所リハビリテーション
釧路市星が浦大通3丁目9番35号

電話 0154-55-2800

当施設の通所リハビリテーションは、リハビリを主体として多くの利用者様へサービスを提供して
おります。機能訓練室にはさまざまな機器があり、パワーリハビリテーション・セラピーマスター・ゴム
バンドトレーニングなどの操作を行いながら、自主トレーニングとして実施しております。
なかでも、パワーリハビリテーションは集団（1グループ10名定員）での活動を行い、利用者様同士の
交流も含めてお互いに指摘しあいながら行うというパワーリハビリテーション研究会が推奨する形式
をとっております。実施回数は、週2回90分の枠の中で、7台のマシンを各3分ずつ実施します。また、報告
会を設けて生活場面でどのように変化したのか？やりにくい点はどのようなことかを話し合いながら
利用者様同士の会話が出来る場面も設けています。
パワーリハビリテーションの基本概念として、「行動変容」という言葉があります。この言葉の意味
は、
「老化による身体の弱まりにつれて、動かなくなっている」という悪循環を、
「出来る喜びと自信をつ
けて社会生活を継続していく」好循環へ変更していくという意味合いがあります。実際の利用者様から
も、
「買い物に行けるようになった。」、
「階段がつまずかずに上がれるようになった。」などの声をいただ
いております。
筋力トレーニングではなく、運動の継続を行うことで不活動になっている筋を再活性化させて、動作
性の改善を図り、日常生活の行動意欲へとつなげていくものです。
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化学物質の分泌

うつの改善、認知症の改善
パーキンソン病の改善、その他
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椅子から立ち上がる運動・姿勢を正す運動・階段を上る運動など日常生活に必要な運動機能を向上さ
せるように援助しております。
当施設のリハビリスタッフは、作業療法士・健康運動実践指導者などで皆様の様々なご要望にお応え
できるよう日々努めておりますので、お気軽にご相談ください。

以上の7台を使用して
おります。

医療法人孝仁会
法人本部 地域連携部
〒0850062
釧路市愛国191番212
釧路孝仁会記念病院内
TEL：0154-39-1331

医療連携に関するアンケート
昨年8月に釧路根室管内の医療機関に対し「医療連携に関するアンケート」
を実施致しました。今回は地域医療に貢献されている先生方に当法人の地域連
携室がどの程度周知されているかを目的に行いました。一部ここにご報告させ
ていただきます。
より利用しやすい地域連携室をめざし、日々努力して参りま
すので、これからもご意見の程お願い致します。
お忙しい中ご協力いただいた諸先生、ありがとうございました。

FAX：0154-39-0660
孝仁会ホームページ
http：//www.kojinkai.or.jp/

問1.当法人に地域連携室があることを
ご存知ですか。
いいえ
21％

問3.問2で
「はい」
と回答：
3-1ご利用されていかがでしたか。

3-2釧路孝仁会記念病院ではPET予約
の受付を行っておりますが、
ご存知ですか。
いいえ 4％

よくわからない 23％

便利
77％

はい
96％

問4.問2で
「いいえ」
と回答：
ご利用されない理由を教えてください。
9％
35％

34％
22％

ざいます。昨年は皆様のご指導
を賜りながら無事業務を行うこ
とができました。
ありがとうござ
いました。
今年は「連携医療」に力を注ぎ
頑張っていきたいと考えており
ます。
今後とも皆様にはご助力を
お願いすることも多々あるかと
存じますが、本年もご指導の程
宜しくお願い致します。
寒さ厳しい季節となりました
が、皆様ご自愛下さい。
（瀧澤）

■予約業務を行って
いることを知らない
■利用方法が
わからない
■対象の患者が
いない
■予約手続きが
面倒

●対象医療機関
98施設
●回答率
59%

医療法人 孝仁会グループ

編集後記
新年明けましておめでとうご

はい
47％

いいえ
53％

はい
79％

不便
0％

問2.外来予約・検査予約等で地域連携
室を利用されたことはありますか。

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

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
釧路市星が浦大通3-9-35
TEL 0154-55-2811

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

