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中標津脳神経外科のご紹介

中標津脳神経外科
院長

高山

宏

当院は平成12年12月開院の脳神経外科専門のクリニックです。羅臼と釧路の中間に
位置しており、広大な道東地区という砂漠のオアシス的な役割をしている診療所です。
循環器内科外来診療も受けることができます。
高齢化社会を迎え、全身血管病として脳卒中（脳梗塞、心原性脳塞栓、脳出血、くも膜下
出血）、頚動脈病変、末梢動脈閉塞疾患等を考える事が大切になってきています。また脊
椎、脊髄疾患（椎間板ヘルニア、脊柱管狭窄、椎体圧迫骨折等）も増加してきています。
これからは脳疾患だけではなく循環器疾患（心筋梗塞、大動脈疾患、不整脈、心不全等）、
腎疾患（慢性腎臓病）との関連を診断、治療をすることも必要になってきています。
その他、脳腫瘍、脊髄腫瘍、頭部外傷、脊髄外傷、物忘れ、頭痛等の診断、治療にも力を入れ
ています。
入院の必要な場合は自前の救急車で、緊急を要する場合は、平成21年10月よりドク
ターヘリでそれぞれ釧路孝仁会記念病院へ搬送することも可能となりました。
当院では、開院時より完全電子カルテを採用していますので、患者様の情報は他の孝
仁会グループの病院とも共有ができ、迅速な連携が取れるようになっています。平成21
年9月よりはMRI機種更新により診断能力が向上しています。
これからも地域の皆様方が安心して任せられるクリニックを目指して職員一同努力
する所存であります。今後ともよろしくお願い申し上げます。

道東ドクターヘリ運航開始
記念病院ドクターヘリ実行委員
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10月5日月曜日より、ドクターヘリの運航が開始されまし
た。それに先立ち10月3日に開催した就航式には高橋はるみ知
事をはじめ伊東良孝、仲野博子両衆議院議員及び蝦名市長な
ど100名近くの関係者のご参加をいただきました。
ドクターヘリは救急医療の専門医や看護師が、直接搭乗し
て現場へ向かうための救急専用ヘリコプターです。時速200キ
ロ（救急車の約5分の1の時間）のスピードで飛行し、患者さん
の搬送時間を大幅に短縮することができます。また現場での
初期治療を早急に開始することもできますので、患者さんの
救命率の向上や後遺症の軽減といった効果を得ることができます。
ドクターヘリという名前、その活躍を以前から新聞やテレビの報道等
で目にした方も多数いらっしゃると思います。しかし、全国的に見れば
各都道府県での導入地域は少数にとどまっているのが実情です。北海道
にドクターヘリ二機目として道東地域への導入が実現されたのは、各医
療機関等の連携、そして地域住民のご理解とたくさんの署名をいただい
た結果と思われます。
釧路孝仁会記念病院はドクターヘリ基幹連携病院として、ヘリポート
のほか格納庫や給油施設を設けています。受入れ医療機関や搭乗医師に
関しては、医師会を軸とし、各医療機関等との連携のもと体制を整えて
運用して参りますので宜しくお願い致します。
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釧路孝仁会記念病院

消化器センター

6月より釧路孝仁会記念病院・外科に勤務しております浅川と申します。以
前は釧路市医師会病院に勤めておりました。消化器疾患を中心とした診療の
お役に少しでもたてればと思っております。今後ともご指導の程よろしくお
願い申し上げます。
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釧路孝仁会記念病院

救急部部長

心臓外科医として24年間ほとんどを札幌で過ごして参りました。とくに、
心臓を止めずに行う心拍動下冠動脈バイパス術は国内でも最も早い1997年
より取り組んできました。10月より釧根地区にドクターヘリが導入され、救
急医療の面でも頑張って参ります。
釧路孝仁会記念病院

心臓血管外科

せてご連絡させていただきます。

高橋一泰医師は9月30日をもちまして転勤となりましたので、あわ

施設紹介

訪問看護ステーション

はまなす

釧路市星が浦大通３丁目９番26号

☎0154-53-5517

訪問看護は、看護師などが居宅を訪問して、主治医の指示や連携により行う看護（療養上の世話又は
必要な診療の補助）です。病気や障がいがあっても、医療機器を使用しながらでも、住みなれた環境でそ
の人らしく最期まで暮らせるよう多職種と連携し療養生活を送れるように支援しています。
当訪問看護ステーションは、胃瘻や気管切開など医療的ケアの必要な方から認知症の方の訪問看護、
最近ではターミナルケアを必要とされる方への訪問看護も多くなっています。いずれも医療機関と連
携されていることで、利用者さん・家族は安心して在宅で生活されます。
訪問看護ステーションのスタッフは、退院後から利用者・家族にとって継ぎ目のない医療と看護が継
続でき、
「帰ってきてよかった」と思える在宅生活を目指しています。
親切丁寧を心がけ、利用者さん・家族との信頼関係を大切に希望する在宅で安心、安全に療養生活を
送れるよう支援しております。
訪問看護ステーションでは次のようなサービスを提供しています。
◆療養上のお世話

身体の清拭、洗髪、入浴介助、食事や排泄などの介助・
指導

◆医師の指示による医療処置

かかりつけ医の指示に基づく医療処置

◆病状の観察

病気や障害の状態、血圧・体温・脈拍などのチェック

◆医療機器の管理

在宅酸素、人工呼吸器などの管理

◆ターミナルケア

がん末期や終末期などでも、自宅で過ごせるよう適
切なお手伝い

◆褥瘡予防・処置

防止の工夫や指導、床ずれの手当て

◆在宅でのリハビリテーション 拘縮予防や機能の回復
◆認知症ケア

事故防止など、認知症介護の相談・工夫をアドバイス

◆ご家族等への介護支援・相談 介護方法の指導ほか、さまざまな相談対応

利用の流れ

訪

① 在宅の要介護者等
② 後期高齢者の方
③ 上記以外の在宅療養者の方
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社会医療法人孝仁会

日本医療機能評価機構認定病院

法人本部 地域連携部

取得

〒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/

釧路孝仁会記念病院は昨年、日本医療機能評価機構の病院機
能評価を受審し、平成21年5月1日付けで認定を受けました。今後
も継続して患者様へより質の高い医療を提供し、地域医療に貢
献してまいりますので、宜しくご指導の程お願い申し上げます。
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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。

休診のお知らせ
12月4日㈮は社会医療法人孝仁会の開院記念行事のため、外
来診察休診となりますのでご了承ください。
※医療機関：釧路孝仁会記念病院、星が浦病院、釧路脳神経外科、
中標津脳神経外科、根室脳神経外科

社会医療法人 孝仁会グループ
編集後記
秋風が日々冷たく感じる今日
この頃です。
道東にも新型インフルエンザ
の患者数が急増し、医療機関の
皆様も対応に日々苦慮されてい
らっしゃるのではないでしょう
か。当院でも感染対策委員会が
中心となりインフルエンザ対策
に取り組んでおります。業務多

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

忙の時期となりましたので、皆

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

様どうぞご自愛ください。

釧路市星が浦大通3-9-35
TEL 0154-55-2811

（瀧澤）

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

