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小林　英之
整形外科医長

平成29年10月1日より

こ ば や し ひ で ゆ き

新しい医師が赴任しました

一気に冷え込んできましたね。愛車のタイヤ交換はお早めに。（・ワ・）編集後記

第38号
発行責任者
編集・制作
問い合わせ

発 行 部 数

病院長　前田　征洋
事務部経営企画課
TEL.0143ｰ44ｰ4650（病院代表）

FAX.0143ｰ47ｰ4354
1,500部

社会医療法人  

介護老人保健施設  憩
室蘭市地域包括支援センター  憩
居宅介護相談センター  憩
訪問リハビリテーションセンター
サテライトクリニック知利別
 （泌尿器科・人工透析内科）

〒050ｰ0076  室蘭市知利別町1丁目45番地
TEL.0143ｰ44ｰ4650
TEL.0143ｰ41ｰ1511
TEL.0143ｰ41ｰ3076
TEL.0143ｰ41ｰ3078
TEL.0143ｰ41ｰ3075

〒050ｰ0076 室蘭市知利別町1丁目8番1号
TEL.0143ｰ47ｰ3500

これから開催される市民公開セミナー

場所：がん診療センター3階大講堂
時間：午後3時～（開場2時半）
参加・駐車料金無料・予約不要

第42回 がんセミナー

「腎がんについて」

平成30年1月31日（水）
講師：泌尿器科長

立木　仁　医師
た ち き ひとし

第33回 健康セミナー

「長引く咳の診断と治療」

平成29年12月5日（火）
講師：呼吸器内科主任医長

近藤　瞬　医師
こ ん ど う しゅん

9/30 リレー・フォー・ライフ室蘭10周年記念シンポジウム
当院でタレントの原千晶さんが講演！
　9月30日（土）に、 NHK室蘭放送局とリレー・
フォー・ライフ（RFL）室蘭実行委員会が主催するシ
ンポジウムが当院がん診療センター3階の大講堂
で開かれ、 約200人の市民が集まりました。 第1部
では、 北海道出身のタレント原千晶さんが講演し、 
2度の子宮がんを乗り越えた経験から、早期発見・
早期治療の大切さを強く訴えました。 続いて行わ
れたパネルディスカッションには前田征洋病院長
も加わり、 がんを受け入れ、 共に歩んでいける社会
をつくることの大切さを話し合いました。

9/13 第32回 市民公開健康セミナー
脳卒中の危険性と予防について講演
　9月13日（水）に市民公開健康セミナーを開催し、 脳神経
外科長の林征志医師が、 脳卒中について講演しました。 林
医師は、 脳卒中は医療技術が
進歩した現在でも恐ろしい病
気の1つであると説明し、 予
防の大切さを訴えました。 ま
た、 「定期的に脳ドックを受
診し、 脳の健康チェックを行
うことが大切です」と参加者
に呼びかけました。

10/25 第40回 市民公開がんセミナー
膵がんや胆がんの内視鏡治療について講演
　10月25日(水)に市民公開がんセミナーを開催し、 消化器
内科の小野道洋医師が、 膵がん・胆がんについて講演しまし
た。 小野医師は、 当院で行って
いる高度な内視鏡治療を紹介し、 

「患者さんの体への負担が小さ
い手術を行っていくことで、 地
域の皆様のお役に立ちたい」と
語りました。

製鉄記念室蘭病院

HP http://www.nshp-muroran.or.jp/

理念
思いやりの心を大切にし、
安全で信頼される医療の提供を目指す

基本
方針

1. 自己研鑽に努め、良質な医療とサービスを提供します
2. より安全性の高い、働き甲斐のある職場環境を目指します
3. 地域医療連携のもと、健全な経営体質を築きます

製鉄記念室蘭病院社会医療法人

製鉄記念室蘭病院
社会医療法人

患者さん、地域、病院、みんながつながる情報誌

第38号
2017.11

ちょっと気になる病の話
　膵がんと内視鏡治療
地域で支える市民の健康
　新しい医療介護情報ネットワーク
　『スワンネット』
がんを見つける最新の検査
　・がんの MRI 検査
　・PET-CT 検診

認定看護師ってどんな人?
　・感染管理認定看護師
　・皮膚 / 排泄ケア認定看護師

はぁとNEWS
　セミナー・イベントのご紹介

〈秋の紅葉〉

新しい医療介護情報ネットワークが始まります！

スワンネットへの登録お待ちしています！

☆「スワンネット」ってなに？

地域で支える市民の健康

　スワンネットとは、 西胆振地域の病院や診療所、 歯科、 薬局、 介護事業所等で住民の皆さんについての情報を
共有し、 より安全で質の高い医療・介護・健康サービスを提供できるようにする、 新しい仕組みのことです。

　これまでは主に当院などの大きな病院の検査・
処方内容等を地域のかかりつけ医が見るという、 
一方向性のものでした。

　新しいスワンネットを使えば、 病院やかかりつけ
医、 歯科、 薬局、 介護施設などを利用したときの情
報が他の機関でも双方向で共有され、 様々なメリッ
トがあります。

歯科

病院病院
薬局

かかりつけ医 かかりつけ医 介護
事業

これまでの医療情報ネットワーク スワンネット

スワンネット登録のメリット

新旧

別の医療機関等での治療や薬の状況を
説明する面倒が少なくなります

他の施設での検査や薬の重複が少なく
なります

自分の医療情報・薬・体質に関する情報
が共有されるため、 救急搬送されたと
きにも安心です

万が一の災害の際にも、 情報を残す事
ができ、 治療や介護を継続しやすくな
ります

☆「スワンネット」に参加するには

①参加申込書に記入する
申込書は地域医療連携課でお配りしています

②参加申込書を提出する
地域医療連携課に直接ご提出をお願いします

登　録　完　了

正面玄関 

自
動
販
売
機 

地域医療 
連携課 正面玄関からの

案内図

随時受付中、参加は無料
詳しくは、地域医療連携課
☎0143-47-4304まで！
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一方向性のものでした。

　新しいスワンネットを使えば、 病院やかかりつけ
医、 歯科、 薬局、 介護施設などを利用したときの情
報が他の機関でも双方向で共有され、 様々なメリッ
トがあります。

歯科

病院病院
薬局

かかりつけ医 かかりつけ医 介護
事業

これまでの医療情報ネットワーク スワンネット

スワンネット登録のメリット

新旧

別の医療機関等での治療や薬の状況を
説明する面倒が少なくなります

他の施設での検査や薬の重複が少なく
なります

自分の医療情報・薬・体質に関する情報
が共有されるため、 救急搬送されたと
きにも安心です

万が一の災害の際にも、 情報を残す事
ができ、 治療や介護を継続しやすくな
ります

☆「スワンネット」に参加するには

①参加申込書に記入する
申込書は地域医療連携課でお配りしています

②参加申込書を提出する
地域医療連携課に直接ご提出をお願いします

登　録　完　了

正面玄関 

自
動
販
売
機 

地域医療 
連携課 正面玄関からの

案内図

随時受付中、参加は無料
詳しくは、地域医療連携課
☎0143-47-4304まで！


