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　毎年流行がみられるインフルエンザは、ワクチン接種で予防することが
もっとも有効とされています。
　予防が一番ですが、もしインフルエンザにかかってしまっても症状を抑え
肺炎などの重症化を防ぐことができます。当院ではかかりつけの方を中心に
受付を開始しております。予約制ですので早めのご予約をお勧めします。
　また、アレルギーのある方は事前にお伝えください。

※費用や接種開始時期に関しましては今年度のインフルエンザワクチンの入荷状況により異な
　ります。また、接種される方のご年齢やご住所によっても補助の金額が変わりますので、イ
　ンフルエンザワクチンの接種時期になりましたらお気軽に問い合わせください。

電話予約の方

当院かかりつけの方

　平日午後（13時から16時30分）に電話にてご予約ください。問診票は当日受付にてお渡
し致します。他院かかりつけの場合は接種可能であるか主治医への確認が必要となります。
また、未成年の方は保護者同伴でお願いします。
　なお、小児（高校生以下）は受け付けておりません。

外来受診時に担当医に予防接種のご希望をお伝えください。

テレビ電話方式の面会サービス　●リモート面会のご案内●

●地域連携室のご案内●●マイナンバーカードの健康保険証利用について●

●インフルエンザ予防接種（要予約）のご案内●

　地域連携室の役割は「コーディネーション」
　地域連携室は「自院と他院・他施設をつなぐ部署」です。
　患者さんがスムーズに医療機関へ受診・入院できるように、また医療機関から退院・転院す
ることが出来るように、医療機関、介護施設をはじめ、行政や福祉に関わる多くの組織をつな
ぐ役割を担います。そして、一番重要なポイントが院内・院外連携の協力体制、つまりスムー
ズなコーディネーションとチームワークです。
　今後、より少子高齢社会が進展することから、2025年に向けて「地域包括ケアシステム」
の構築が急がれています。そこで、地域連携室のつなぎ方も、しくみ・体制の枠組を超えた
様々な人々や機関・施設の連携体制の構築が求められるのです。

●発熱外来のご案内●
　発熱・咳などの症状がある患者様は一般の外来とは別の場所で診察を行います。
　　場　　所：本院北－救急外来側　発熱外来入り口
　　開設時間：平日10：00～14：00
　発熱、咳などの症状がある方は、事前に電話での予約が必要となります。電話で「発熱外来
受診希望」とお伝え下さい。なお、PCR検査のみを目的とした受診には対応しておりませ
ん。院内感染防止のために、ご理解・ご協力の程よろしくお願い申し上げます。

　当院では、タブレット端末やスマートフォンを利用した「リモート面会」を承っています。
ご希望の方は、ご予約のうえご利用ください。

ご面会方法をお選びください。
1. ご来院で        
　・植木病院がタブレットを用意し、リモート面会の準備をいたします。
　・ご予約時間までに 総合受付 へお越しください。１階リモート面会室へご案内します。

2. ご自宅から        
　・お持ちのスマートフォン・タブレットを使って、ご自宅や遠隔地からも
　　ご面会いただけます。
　・当院ではiOS、Androidの通話アプリ スカイフォン を使用しています。

●リモート面会のお問い合わせ、ご予約は
1階 総合受付　TEL096-273-2111 (平日13：00～16：00)

　当院にて、マイナンバーカードを使用して、受付を
した患者様に、マイナンバーカードケースを希望者に
配布しています（左図）
※厚生労働省からの配布物となりますので、数に限り
　があります。

＜予約方法＞

マイナンバー
カードを健康
保険証として、
当院でご利用
できます。

マイナンバーカードケース

スッと置いて
ピッと認証！

どうやって
使うの？

とっても
簡単！

 受 付

診察券入れ
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■ご利用日    　　　　■ご利用時間
4階病棟　　月曜、火曜 　　　　16：00～、 16：20～、 16：40～
5階病棟　　木曜、金曜   　　 (各10分間)

※あらかじめご予約ください。
※週に1回までご利用いただけます。

。内します。。

受付完了同意取得本人確認来院
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基本方針

患者さん中心の医療
安全医療の推進
地域に密着した連携医療
たゆまざる質向上と自己研鑽
健全経営の確保

基本理念

信頼と満足の得られる全人的医療の提供

日本医療機能評価機構

令和4年 秋
Vol.37

　日頃から当院に対しましてご理解・ご支援を賜りまして誠にありがとうございます。
　中秋の名月を愛でながらとはいきませんが（令和4年は9月10日でした）、第7波のコロナがなん
とかピークを超した感じがあります。ご存じのように感染力は強いですが重症化率は低い特徴があ
りました。しかし、感染の数が多ければ死亡の数が増えるのは当たり前です。重症化リスクの高い
方を区別するとしても、40度近い高熱が続けばリスクの低い方もすぐにでも病院を受診したい、あ
るいは入院したいと思う気持ちが強くなるかもしれません。肉眼では見えないウイルスですが、一
人一人が感染対策に注意を払いながらwithコロナとして生活できる日が近いかもしれません。
　さて、当院では病院局の方針で消化器外科系の常勤医師が不在となりました。地域医療を担って
ご勤務された先生方に感謝いたしますと同時に引き続きご指導ご鞭撻を頂けますと幸いに存じます。また、近隣の皆さまには
御迷惑をお掛け致しますが、外科外来は継続致しますので今まで通り受診頂きたいと思います。また、消化器内科は常勤3名で
通常の胃・大腸カメラからERCP、ポリペクトミー、内視鏡的粘膜下層剥離術(ESD)などの手術も行っておりますのでご紹介
宜しくお願い致します。
　いつも申し上げておりますが、当院ですべてを治療するということではなく、人的、時間的、物的な制限がありますので、
できることは地元で行いつつ、何がこの患者さまにとってベストかを考え、必要であれば、高度急性期・専門病院に速やかに
搬送できるよう日頃から密に連絡をとり市北部、鹿本地域における当院としての役割を担っていくことが、地域住民、医療機
関の皆さまの期待に応えるものと考えております。
　今後本邦の人口は減少しますが高齢化率の上昇により、数的には増加し、慢性疾患増加、要介護・要支援者増加が見込まれ
ます。コロナの第7波の入院患者層は、妊婦などの特殊例を除き、基礎疾患を多く持つ高齢者、超高齢者が多くを占めたことを
鑑みますと、急性期病床をある程度有していないと、スタッフの割り振り等の面から非常時の病床対応が簡単ではないように
思います。当院としましてはケアミックス型病院として、“信頼と満足の得られる全人的医療の提供”の基本理念のもと、全職
員（看護、医療、メディカルスタッフ、事務、委託の全部門を含めて）地域の保健・医療・福祉に貢献したいと存じますの
で、引き続き皆さまのご指導・ご支援を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　             　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　病院長　掃本 誠治

地域医療連携室のお知らせ
　当院では、各医療機関との連携を推進しております。
その窓口として「地域医療連携室」がございますので、
ご活用くださいますようお願い申し上げます。

九州産交バス「A4-1」「A4-2」「U2-1」：北区役所・
                    小野泉水 行
熊本電鉄バス「C4-4」「C4-5」：北区役所 行
いずれも「植木病院・かがやき館前」バス停で下車

・熊本市中心部より30分
・山鹿市中心部より30分
・九州自動車道 北熊本スマートインターから5分
                     植木インターから10分

ゆうゆうバス植木循環ルート
「植木病院・かがやき館前」バス停で下車

■地域医療連携室
電話：TEL096-273-2111（代表）
　　　　FAX096-272-2117（代表）

交通アクセス
路線バス

循環バス

乗 用 車

● 外 来 診 療 の ご 案 内 ● （2022年10月1日現在）

※ 急患の方はこれに限らず24時間対応致します。

診察受付時間：平　日 / 8：15～11：30
　　　　　　　　　　　　13：30～16：30
休　診　日： 土曜日・日曜日及び祝祭日
　　　　　　　  年末年始（12月29日から翌年1月3日）
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五霊中学校前バス停

植木病院・かがやき館前バス停

植木病院位置図
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熊本市立
植木病院

消化器内科

循環器内科

代謝内科・糖尿病

呼吸器内科

腎臓内科

外科

整形外科

脳神経外科

健診科

一般外来

午前

午後

月　　　　　　火　　　　　　水　　　　　　木　　　　　　金診療科

豊田　直以

廣田　晋一

福田　仁也

櫻田　　郁

鈴村　智子

紫垣　光久

坂本佳菜子

吉里　公夫

小阪 雅代（非常勤）

岩﨑　貴士

三原　通晴

古閑　千裕

掃本　誠治

廣田　晋一

櫻田　　郁

鈴村　智子

紫垣　光久

橋本　憲蔵

吉里　公夫

小阪 雅代（非常勤）

廣田　晋一
（第1・3・4・5週）

三原　通晴
（第 2週）

三原　通晴

掃本　誠治

福田　仁也

大津 可絵（非常勤）

後藤 由比古（非常勤）

岡村 景子（非常勤）

紫垣　光久

橋本・坂本

吉里　公夫

櫻田　　郁

庄野　　信
（第 1・3週）

三原　通晴
（第2・4・5週）

豊田　直以

古閑　千裕

廣田　晋一

岩﨑　貴士

鈴村　智子

白石 裕大（非常勤）

紫垣　光久

坂本佳菜子

吉里　公夫

櫻田　　郁

古閑　千裕

三原　通晴

掃本　誠治

小國 哲也（非常勤）

櫻田　　郁

木村 俊貴（非常勤）

紫垣　光久

橋本　憲蔵

吉里　公夫

小阪 雅代（非常勤）

岩﨑　貴士
（第1・3・5週）

鈴村　智子
（第2・4週）

① 当院では、再診予約制を行っております。診察時に次回予約をお取りください。
予約変更等の問い合わせにつきましては、平日午後（13時～16時30分）にお願いします。

② 予約外の再来患者様へ：医師の学会等で休診がございます。前日確認の上、来院をお願いします。
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編集後記

　熊本市では過半数の人がすでにマイナンバーカードをお持ちです。健康保険証として登録したマイナンバーカードを持つ人の

薬剤情報や特定健診情報は、本人の同意を得たうえで医療関係者に提供され、正確なデータに基づく診療や薬の処方を受けるこ

とができるというメリットがあります。救急搬送時にこの保険証機能を活用する実証実験が熊本市を含む一部の自治体で10月

から行われます。傷病者の受診歴や薬の処方歴などの情報が確認できれば、適切な搬送先の決定に役立ちます。今後、様々な場

面で適切な連携ができ、より良い医療の提供につながっていくことを期待しています。
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