
編集後記 みなさんのご意見・ご感想をお待ちしております。次回は9月の発行となります。

だ よ り
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　今年の 3 月はイチロー選手の引退で終わり、4 月

は新元号「令和」が発表され、この 5 月令和の幕が

開きました。イチロー選手の引退会見での「少しず

つの努力を積み重ねてやってきた」という言葉は私

の胸に深く刻まれる言葉でした。一足飛びに技術が

習得できたわけではなく、自分の限界を探りながら

それを超えていくために地道なトレーニングを日々

繰り返すことがメジャーリーグで活躍できた唯一の

方法であるようにも語っていました。数々の偉大な

記録は容易に達成できるのではないという事を改め

て教えていただいた感じがします。医療の世界も日

進月歩で新たな知見や技術革新が生まれています。

それを皆様に提供できるかどうかは、私たち医療従

事者一人ひとりが日々どれだけ努力するかにかかっ

ているように思われ、イチロー選手の野球に対する

プロ魂は我々も見習うべきところが多いと思いまし

た。

　当院も外観は変わりませんが一歩ずつ前に進んで

行く為に、本年度は MRI、マンモグラフィー、手術

用の腹腔鏡といった医療機器を最新機種に入れ替え、

より正確な診断と治療に努めてまいります。こういっ

た医療機器の進歩は目覚ましく、その画像の鮮明度は

年々向上し、今まで見えなかった病変も見えるよう

になってきています。特に私自身が実感しています

のが内視鏡の画像です。国産メーカーがしのぎを削

り技術を競い合った結果だと思いますが、10 年前の

画像とは雲泥の差です。皆様が普段手にしている携

帯電話、スマートフォンのカメラ画像が飛躍的に綺

麗になったのと同様に、綺麗で鮮明な画像を一度見

てしまうと古い画像はピントがボケているように見

えてしまい元には戻れなくなります。

　そして皆様もお気づきかと思いますが、当院では 4

月 1 日より電子カルテを導入し診療を行っておりま

す。電子カルテを導入することで業務の効率化が図

られるという利点がある一方、入力操作を行う際に

間違えのないようにと、どうしてもモニター画面を

注視してしまうことで皆様と目を合わせる時間が短

くなり不快な印象を与えてしまう恐れがあります。

不快なお気持ちを抱かれないよう気を付けて参りま

すが、何卒ご容赦の程お願い申し上げます。

　最後になりますが、本年度も 4 月より新入職員が

各部署で働き始めました。やる気満々の若者ばかり

です。不慣れな点があろうかと思いますがよろしく

お願い申し上げます。
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病院理念 基本方針

● 患者様の権利・意思を尊重し、信頼される医療を提供いたします。
● 患者様が安全で安心できる医療に努めます。
● 医療人として自己研鑽し、医療の質向上に努めます。
● 地域基幹病院として、救急・周産期・小児医療の充実を図ります。
● 地域の関係機関と連携し地域医療に貢献いたします。

地域の人々に信頼され、
　　　　　　　選ばれる病院

院長  石 塚　朋 樹
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流山 ICより約6.5km、所要時間約18分

無料送迎バス
南流山駅（JR武蔵野線・つくばエクスプレス線）より
送迎バス約5分

常磐道・東京外環自動車道 東京方面よりお越しの方
三郷 ICより約7.0km、所要時間約20分

常磐道 茨城方面よりお越しの方

電車でお越しの方
南流山駅（JR武蔵野線・つくばエクスプレス線）をご利用の方

新松戸駅よりタクシーで約8分（およそ900円）
新松戸駅 （JR・地下鉄千代田線）をご利用の方

南流山駅より徒歩約12分
鰭ヶ崎駅・小金城趾駅をご利用の方
鰭ヶ崎駅より徒歩約10分、小金城趾駅より徒歩約10分

車でお越しの方

快適にご乗車いただくため、バス乗車時には
以下の事柄をお守りください。

※安全運行のため途中下車・途中乗車はできません。
※走行中は席を立ったり、運転士に話しかけたり、
　窓から手や顔を出さないでください。
※携帯電話は電源を切るかマナーモードに設定し、
　通話はご遠慮ください。
※乗車中の飲食・喫煙はご遠慮ください。

月　～　土
病院 南流山北口

7時 － 40
50 55

8 時
05 10
20 25
40 45
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00 05
20 25
40 45

10 時
00 05
－ －
40 45

11 時
00 05
20 25
40 45

12 時
00 05
20 25
40 45

13 時

（土）最終便

00 05
20 25
40 45

月　～　金　
病院

14時
00 05
20 25
40 45

15 時
00 05
－ －
40 45

16 時
00 05
20 25
40 45

17 時
00 05
20 25
40 45

18 時
00 05
20 25
40 45

南流山北口

※土曜日は、病院発13：40　
　　　　　　南流山駅北口発　13：45
　　　　　　が最終便です。
※日・祝祭日・年末年始は運行致しません。

※所要時間は病院行き・南流山駅行き北口共に
　通常5～6分ですが、道路事情により遅れることが
　あります。ご了承ください。

※南流山駅は北口タクシー乗り場の前方に停車します。

※南流山駅北口は長時間駐車ができないため到着後、　
　すぐに発車します。

千葉愛友会記念病院　無料バス　時刻表
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電子カルテ導入のおしらせ

産婦人科個室 産婦人科食事（一例）

入職医師の
ご紹介

塚原　正之
平成31年2月1日
小児科
小児循環器・一般小児

流山市の小児周産期医療に貢献できるよう尽力致します。
よろしくお願い致します。

氏　　名
入 職 日
診 療 科
専門分野

　当院の産婦人科では、悪性疾患を含む婦人科疾患全般の治療と産科診療を扱っております。年間約

400 件の分娩と 350 件以上の手術を行っております（産婦人科の診療実績はホームページ上で公開し

ています）。当科では、分娩・子宮外妊娠・卵巣嚢腫茎捻転など緊急を要する状態も多く扱っているため、

夜間休日も産婦人科医師が常時当直しており、緊急時も対応できる体制で診療を行っております。

　女性の下腹部痛・不正出血・貧血には、緊急の外科処置が必要になることも多いので、対応にお困

りの際には、産婦人科へご相談くださいますようお願い致します。スタッフ一同、地域のために貢献

できるよう努めてまいります。

　産婦人科外来では４ D エコーを用いた妊婦健診、助産師による保健指導、子宮頸がん検診、子宮頸

がんの精密検査、婦人科疾患の診断・治療を行っています。

　産婦人科病棟では、緊急手術にも適宜対応できるように機能的に運営しており、きめ細やかな対応

も心掛けております。病棟はオートロック扉でプライバシーの確保やセキュリティー、感染などに配

慮しております。産後の食事は特別食の提供を行っております。

　また、当院独自の“バースフィット ®”というプログラムを実施しております。バースフィット®とは、

「生む前よりも美しく。」というコンセプトのもと、出産（Birth) 前後の体調回復（Fitness) を目指す

美ママプログラムで、専門家により構成されたチームで産後リハビリテーションやエステなどを提供

する新しい試みです。

　当院の産婦人科では医師、助産師、看護師、新生児看護、麻酔科、小児科、リハビリテーション科、

栄養科などが一丸となって、よりよい医療を提供できるように努めております。なお、ベビーカレンダー

（https://baby-calendar.jp/hospital/detail/698）にも当院産婦人科を紹介して頂いております。機会

がありましたらぜひご覧ください。

　当院は、4月 1日より電子カルテを導入いたしました。

　電子カルテを導入する目的は以下のとおりです。当院をご利用される

患者さまにとって、どのような利点があるのかまとめました。

　電子化の大きなメリットに、“情報の共有化”が挙げられます。

　医療の現場では、診療情報を関係部門で共有することにより、リアルタイムで患者さまの状態の確

認が可能となります。

　電子カルテでは、検査データや投薬内容などがまとめて管理されるので、紙のカルテに比べて業務

スピードが向上します。指示を出してから実施までの時間が短縮されるため、診察終了からお会計ま

での待ち時間が短縮されます。また、一つのカルテを同時に閲覧できることも、情報共有の効率化にとっ

て利点となります。

　医師からの各部門への投薬や検査などのオーダーが電子化されるため、紙の伝票では起こりやすい

転記ミスなどの危険性が減少します。また、患者さまの投薬内容が確認できるため、複数診療科によ

る重複投与をより発見しやすくなります。

　インフォームドコンセントとは、医師等が病状や治療について分かりやすく説明し、患者さま・ご

家族に十分に理解し同意をいただいた上で、最終的な治療方法を決定していくことです。

　電子カルテでは検査データや画像が手軽に見やすくなり、患者さまやご家族へより一層分かりやす

く説明することができます。

産婦人科について
産婦人科　部長　平川　宏 リハビリテーション科　係長　加藤　周平

情報の共有化・効率化・スピード

2

3 インフォームドコンセント

1

医療の安全


