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理念：地域社会に信頼される病院としての心温まる医療と急性期・高機能・先進医療との調和

基本方針

・本学の理念である「至誠と愛」に基づき、皆さまに信頼される病院を目指します。
・患者さんのプライバシーを守り、一人ひとりの権利を尊重します。
・つねに最先端の医療技術と知識を用いて、安全で良質の医療を提供します。
・患者さんに合った最善のチーム医療を行います。
・中核病院として地域の診療所・病院等との連携を推進し皆さまの健康を維持・増進します。

病院長ご挨拶
今後の地域医療包括ケア体制を見据えた当院の新たな取り組みとして、入退院支援セン
ターを4月より第2病棟1階に開設いたしました。今後は、一病院のみで医療を完 結する
のではなく、地域の行政や医療システムの皆様方と上手く連携する循環型の医療体制構築
が地域医療には無くてはならないと思われます。
支援センターの事業は、入院前だけでなく入院中から退院後の地域連携システムへの受
け渡しに向けて、医師、看護師、薬剤師、co-medicalからなる多職種チームのシームレス
な医療サポートを提供することです。
さらに患者様方が地域の実情に即したさまざまな医療サービスを円滑に受けられる仕組みを、入院前の段階
で、見える化してご理解いただくのが目的です。さらに退院後の病気の予防にも留意した地域医療体制を構築し
ていくことにも関与していきます。これによって、高騰する医療費の抑制にも寄与できるのではと考えられます。
現在クリニカルパスを運用している外科系の患者様を中心に、支援事業を行なっております。最終的には、入院
される全患者様を対象にしていきたいと存じます。また、この医療連携の仕組みを地域の皆様と共に育てていき
たいと存じます。
尚、こうした入退院支援事業や地域包括ケア体制のあり方を地域住民の方々により良く理解していただく一環
として、東京女子医科大学理事長 吉岡俊正先生ご参加のもとに、
八千代の地域包括ケアを考える会（平成30年9
月30日 11時より秋のやちよ健康フェスタと共催）を八千代医療センター大会議室にて開催致します。ご参加を
よろしくお願い致します。
最後に、今後とも益々のご支援を賜わりますことをよろしくお願い致します。

病院長

平成30年9月
新井田 達雄

血液内科
平成30年4月1日より八千代医療センター血液内科科長に着任いたしました浅野千尋
と申します。前任の増田教授と共に、平成18年の八千代医療センター開院当初より白血
病や悪性リンパ腫など種々の血液疾患に対する治療を行って参りました。
東葛南部の医療圏では血液疾患を専門に扱う医療機関は多くなく、
八千代市をはじめ近
隣の方々に安心して受診して頂ける医療を目指しております。
高齢化に伴い、これらの疾患に罹患する割合も増えてきております。これからも病に悩
む患者さんの少しでもお役にたてるよう精進していく所存でありますので、何卒よろしく
お願いいたします。
科 長 浅野 千尋

入退院支援センター開設案内
東京女子医科大学八千代医療センターでは、4月に入退院支援セン
ターを開設いたしました。
手術や検査、化学療法などで入院が必要になった患者さんに多職
種で関わり、地域関係諸機関と連携を図り、退院後の生活を見据えた
療養生活の支援を入院前より行っています。
患者さんが入院中や退院後のイメージができ、安心、安全な療養生
活が送れること、退院後はご自宅や住み慣れた地域でなるべく早く生
活できるように支援しています。
具体的には、看護師は、入院予約された患者さんに入院中の経過について説明し、医師からの病気、治療の説
明で理解できなかったこと、入院や今後の生活についての不安や困り、心配事などを伺っています。患者さんを
身体的、精神的、社会的、スピリチュアルな側面から捉え、それらが少しでも軽減、また、
解決できるように多職種
と協働、連携して関わっています。
薬剤師は、内服している薬や市販薬およびサプリメント摂取の有無、医薬品アレルギーの確認を行っています。
また、手術等で中止する薬についても説明を行い、安全に手術や治療が受けられるよう関わっています。
管理栄養士や理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、ソーシャルワーカー、事務は、看護師によるアセスメント
の結果、必要時支援を行います。
今後は、支援が必要な全ての患者さんへ関わり療養生活支援と医療の質の向上に努めていきたいと考えてい
ます。
入退院支援センター 副センター長
看護局 野口 真由美
入退院支援センター
運用時間：平 日／ 9:00 〜 17: 00
土曜日／ 9:00 〜 12：30 （第3土曜日を除く）
場
所：第2病棟1階 入退院支援センター
スタッフ：専従看護師１名 他看護師3名、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、
作業療法士、言語聴覚士、ソーシャルワーカー、事務

やちよ健康フェスタ2018
来る2018年9月30日（日）に、恒例の「やちよ健康フェスタ2018」が開催されます。
このフェスタは、2007年7月に第1回が開催されて以来、冬の「ウィンターフェスタ」と合わせて年2回、毎年開催
され、多くの市民の方々に来場いただき、健康を考える契機となるとともに、模擬店やステージイベント、ミュージ
カル上演など、多様な企画をお楽しみいただいております。
今回はこれまでと趣向を変え、地域包括ケア構想の構築をテーマに下記の通り、シンポジウムをメインプログ
ラムとして企画いたしました。
八千代市においても、高齢化率24％（2015年度 全国平均26％）となっており､今後の高齢化率の上昇に伴い地
域における医療・介護の連携を更に密接にしなければなりません｡
当院としては、八千代市、市内地域包括支援センター、市内医療機関、隣接市区町村､同一医療圏（東葛南部医
療圏）に所在する大学病院、基幹病院、地域医療機関を巻き込み、高齢者に限定せず全ての世代を対象とした
シームレスな地域包括医療（ケア）システムを構築すべく検討を開始したく考えております。
ぜひとも多くの市民をはじめ、各関係機関の方々にご参加いただき､ご意見を賜りたいと考えております。ご多
忙の折とは存じますが、何卒宜しくお願いいたします。

申込は
不要です

地域包括ケア構想・医療連携に関するシンポジウム
日時：平成30年9月30日（日）11：00 〜 13：30（予定）
場所：八千代医療センター 外来棟4階 大会議室

【議事次第】
11：00 〜 11：05

開会挨拶
八千代医療センター 病院長 新井田 達雄
司会：習志野健康福祉センターセンター長（習志野保健所所長）久保 秀一 様
11：05 〜 11：50 基調講演 「病院に求められる地域包括ケアシステムとの連携」
演者：沖縄県立中部病院 感染症内科・地域ケア科 医長 高山 義浩 先生
11：50 〜 12：20 シンポジウム
「八千代市における地域包括ケアの現状と課題について」
医師会の立場から
八千代市医師会
会長 椎原 秀茂 先生
歯科医師会の立場から 八千代市歯科医師会
会長 大木 志朗 先生
薬剤師会の立場から
八千代市薬剤師会
会長 秋吉 恵蔵 先生
行政の立場から
八千代市健康福祉部
部長 田口 定夫
様
市民の立場から
八千代市自治会連合会 副会長 伊藤 禎造
様
在宅医療の立場から
医療法人社団澄乃会
理事長 中村 明澄 先生
12：20 〜 12：25 休 憩
12：25 〜 13：10
パネルディスカッション
13：10 〜 13：20
閉会挨拶
学校法人 東京女子医科大学 理事長 吉岡 俊正

【お問合せ先】
東京女子医科大学八千代医療センター ｢フェスタ実行委員会｣
〒276-8524 千葉県八千代市大和田新田477-96
TEL０４７-４５８-７１４６（臨時9/1 〜 9/30） FAX０４７-４５８-７０５８
E-mail:festa.cb@twmu.ac.jp

お 知ら せ
ご紹介の際は、紹介状（診療情報提供書）をご用意頂き、事前のご予約をお願い致します。
医療機関からの診察・検査連携のご予約（地域連携直通）
受付時間 平日 9：00 〜 17：00 ・ 土曜日 9：00 〜 13：00
※日曜、祝日、第3土曜日、創立記念日（12/5）、年末年始（12/30 〜 1/4）はお取扱しておりません。
※時間外の場合はFAXを送信して下さい。翌受付時間内にご連絡させて頂きます。
※予約日時・医師等の変更を希望される場合は前日までにご連絡下さい。

医療連携マネージャー（医師）
緊急を要する当日（日中）のご紹介は、紹介診療科が定まっている場合は従来通り当該診療科の
医師が対応します。担当診療科の特定がしにくい場合は、
「医療連携マネージャー」が電話対応
をさせて頂きます。ご対応は地域連携直通電話の受付時間内とさせて頂きます。

検査連携（医療機関から申込）
検査連携のご依頼は地域連携直通電話の受付時間内とさせて頂きます。
応需検査：ＣＴ、ＭＲＩ（単純）、ＲＩ、ＸＰ、マンモグラフィー、骨密度測定、セファロの画像検査

患者さんからの診察のご予約（予約センター）
受付時間 平日 9：00 〜 16：00 ・ 土曜日 9：00 〜 11：30
※日曜、祝日、第3土曜日、創立記念日（12/5）、年末年始（12/30 〜 1/4）はお取扱しておりません。
※予約日時・医師等の変更を希望される場合は前日までにご連絡下さい。

やちよ夜間小児急病センター（中学3年生までの小児対象）
受付時間 毎日 18：00 〜 23：00
医療相談は行っておりません。ご予約の必要はありません。受付時間内に直接ご来院下さい。

平成30年度地域医療連携フォーラム開催予定案内
｢平成30年度東京女子医科大学八千代医療センター地域医療連携フォーラム｣を下記の通り開催
する運びとなりました。
詳細につきましては、
後日改めてご案内させて頂きます。
日頃より大変お世話になっております八千代市医師会及び歯科医師会をはじめ、
近隣の医師会、
歯科医師会、
薬剤師会、
地域医療支援病院における連携登録医の先生方、
メディカルスタッフ、
行政
機関の皆様を含め、
ご多忙と存じますが、
多くの皆様にご出席賜りたく、
お願い申し上げます。
｢平成30年度東京女子医科大学八千代医療センター地域医療連携フォーラム｣
日時：平成31年2月2日
（土） 17:00 〜 20:00（受付開始16:30）
会場：ウィシュトンホテル・ユーカリ（千葉県佐倉市ユーカリが丘4-8-1）
内容：第1部 講演会 「ワーク・ライフバランス」
に関する講演
講師 日本郵政株式会社 総務・人事部門 人事部 伊藤 伸也 先生
第2部 意見交換会・懇親会

