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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。
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皆様 新年あけましておめでとうございます
社会医療法人孝仁会も皆様の御支援のおかげで無事新年を迎えることができまし
た。今年の法人目標は「思いやりと笑顔のあふれる病院・施設をめざして」の標語
を実現すべく、患者様・利用者様・家族の皆様に満足いただける医療・福祉・介護
サービスを提供することです。
基幹病院である釧路孝仁会記念病院は救急・急性期の入院医療と脳・心臓・がん
の三大疾病ドックに力を入れていきます。また星が浦病院は外来診療と回復期リハ
ビリテーションに力を入れていきます。他関連の医療施設、介護施設で急性期から
回復期、維持期までのトータルな医療福祉介護サービスの提供に努めて参ります。
地域の医療機関、福祉介護機関との連携はもとより、特に社会福祉法人釧路悠和
会との連携に力を入れ、今年4月開設予定の特別養護老人ホーム「きんれんかの里」
を支援していきます。また、株式会社あしので経営している小規模多機能施設「和
喜あいあい」
、介護レンタルショップ「ホットハート」とも連携し、地域の住民の
皆様により良い医療・福祉・介護環境を提供するよう努めます。
本年もよろしく御支援の程お願い申し上げます。

慢性腎臓病（CKD）について

釧路孝仁会記念病院

病院長

原

田

英

之

腎臓の最も重要な役割は血液を濾過して、血液中の老廃物や余分な水分を尿
という形にして体の外に排泄することです。ＣＫＤとは糖尿病や腎炎などが原
因となり、３ヶ月以上持続する尿異常（蛋白尿、血尿）
、腎形態異常または、
腎機能が約60％未満にまで低下した状態をいいます。ＣＫＤの多くは無症状
で、治療法としては、高血圧、糖尿病、高コレステロール血症など生活習慣病
に対する薬物治療、食事療法（塩分制限、低蛋白食）
、生活指導などとなりま
す。ＣＫＤが進行し浮腫や、高カリウム血症、尿毒症（食欲低下、嘔吐など）
、貧血などの症状
が出始め、腎機能が正常の10％以下になった状態を末期腎不全といいます。末期腎不全の治療に
は、血液透析、腹膜透析、腎臓移植があります。それぞれの治療の特徴と患者様のライフスタイ
ルに合せてこれらの治療法から選択していただいております。
釧路孝仁会記念病院では、2007年12月開設以来透析を10床で行ってきましたが、昨年11月より
10床増床し20床となりました。これにより同法人の星が浦病院の10床と合わせ30床となり、およ
そ90名の透析患者様を診られるようになりました。先生方におかれましては、ＣＫＤの患者様で
新規透析導入患者様ならびに当院での透析を希望される患者様がいらっしゃいましたら、地域連
携室を通じてご紹介いただけましたら幸に存じます。よろしくお願い申し上げます。

中日友好病院が釧路孝仁会記念病院の視察に！
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中日友好病院は北京にある最も大きな中国の病院の一つで、その設立過程においては日本政府も力を入れ
て援助してきた病院です。今やベッド数1,500床、年間手術件数15,000件の大病院で、中国の要人が利用する
病院としてその機能のすばらしさは言うに及びません。
その院長先生である許樹強先生以下３名のスタッフが、釧路孝仁会記念病院の遠隔医療を視察に参りまし
た。私たちの法人は10年位前に、星が浦病院にアメリカの世界でトップの病院の一つであるメーヨークリニ
ックから院内の画像ファイリングシステムの見学に来た実績もあり、画像診断、遠隔医療には大変力を入れ
ているところでその評価にも高いものがあります。今回は遠隔医療のうちでも、遠隔画像診断、遠隔病理診
断の視察を主に来院しました。当院の遠隔病理診断は釧路脳神経外科病院時代からの継続で、遠隔操作で旭
川医大の病理専門医が旭川で釧路孝仁会記念病院の病理診断を行うもので、特に術中迅速病理診断に威力を
発揮しております。ご一行皆様は病院施設も見学され、釧路
という小都市にこれだけすばらしい機能を有する病院がある
とは信じられないと驚いておりました。特に手術室CTは日本
でも5台となく、東日本では当院のみで非常に感動されており
ました。今度は是非中国に訪問していただきたいとのお言葉
をいただき、帰られました。私たちも大きな自信につながる
と共に今後も地域医療に貢献すべく意を強く固めたところで
ございます。
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整形外科外来は平成23年１月より以下の通りとなります。
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（受付時間 午前11：30まで、午後16：30まで）
※子どもスポーツ整形外来（発育期スポーツ障害）
（大人は要予約）

稲次基希医師は１月25日をもちまして転勤となります。

グループホームはまなすの家星が浦
釧路市星が浦大通３丁目９番９号

☎0154-55-6255

【グループホームとは・・・】
認知症により自立した生活が困難になった高齢者に対して、家庭的な環境のもとで、食事、入浴、排泄、
レクリエーション、その他の介助を通して認知症の進行を緩和し、安心してその人らしい生活を送る事
が出来る家として日々支援しています。
グループホームはまなすの家星が浦は、介護保険法が制定された平成12年の４月に、釧根地区ではじめて
の認知症高齢者（当時は痴呆症）対応型のグループホームとして開設しました。
グループホームは、介護保険法の中では地域密着型施設に位置付けられ、職員、ご家族のみならず、近隣
住民の協力を得て、地域ぐるみでの施設運営を目指す事とされています。当施設では、
『入居者様一人ひと
りの尊厳と自由を尊重し、個性を生かし、その人らしい生活をご家族・職員・地域で支え合い、明るく思い
やりのあるグループホーム作りを目指します』を理念に掲げ、積極的に地域行事に参加したり、当施設の行
事に協力していただくなど、地域の方の多大なるご協力を得て日々支援しています。
【施設概要】
２ユニット定員18名

居室

居室（全室個室）
、食堂兼リビング

家具・家電は全て馴染みの物
を持ち込み、その人らしい空
間作りを目指しています。

台所、洗面所、便所（和・洋式）
脱衣所、浴室、事務所
＊エレベーター、スプリンクラー完備
【医療連携】
＊星が浦病院の往診体制あり
＊緊急時星が浦病院及び
孝仁会記念病院の協力体制あり
＊訪問看護はまなすの往診あり

車椅子１台、介助者１名対応のエレベ
ーター。車椅子でもユニットの行き来
や外出が気軽に出来ます。

【入居相談・申込みについて】
入居に関するご相談、申込みは随時受け付けております。
また、見学も自由となっておりますので、お気軽にお越し
ください。尚、入居申し込みの際は事前にご連絡下さると幸
いです。

エレベーター

社会医療法人孝仁会

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
FAX：0154-39-0660
孝仁会ホームページ

医療連携に関するアンケート
昨年10月に実施した「医療連携に関するアンケート」結果を一部ここに
ご報告させていただきます。今回は釧路根室管内の医療機関133施設中57
施設よりご回答いただきました（回答率43％）
。今回の結果をふまえ、更
なる予約業務の円滑化をはかり地域医療機関の皆様へのサービス向上に努
めて参ります。また予約業務および利用方法についてご不明な点や、ご意
見ご要望などがございましたら頂戴できれば幸いです。
お忙しい中ご協力いただきました諸先生、ありがとうございました。
問1．
地域連携室を利用されたことはありますか

問4．
当法人に患者さんを紹介されたことはありますか
いいえ
11％

http：//www.kojinkai.or.jp/
いいえ
42％

はい
58％

はい
89％

問2．
利用されていかがでしたか

問5．
紹介の理由についてお伺いします
よくわからない
9％

不便だった
0％

1％

6％
13％

36％

5％
便利だった
91％

19％

問3．
利用されない理由を教えて下さい
16％

24％

48％

12％

■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
■対象患者がい
ない
■予約手続きが
面倒

■診療科がある
■ 設 備 スタッフ
が充実
■患者家族希望
■近隣
■在職医師を知
っている
■地域連携室利
用が便利
■特になし

20％

問6．
紹介方法についてお伺いします
27％

21％

24％

28％

■地域連携室利
用
■診療情報提供
書を送付
■患者に情報提
供書を渡す
■診療科の医師
に電話依頼

今回のアンケート結果詳細につきましてはホームページに掲載させていた
だきます。

社会医療法人 孝仁会グループ
編集後記
新年あけましておめでとう
ございます。あたたかいお正
月でしたが、最近の冷え込み
は厳しく、冬らしい寒さにな
ってきました。
患者様に満足いただけるよ
う、スムーズな対応を目指し
て今年も日々精進して参りた
いと思います。ご意見ご要望
などありましたらご指摘下さ
い。本年もどうぞ宜しくお願
い致します。（ハタノ）

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

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

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

釧路市鶴ヶ岱1-10-46
TEL 0154-42-0700

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

