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　新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。
 
　昨年は、診療報酬の改定などへの対応で、当院の医療体制を日々見直す１年でし
た。さらに、これからの超高齢化時代を見据えた地域医療構想、地域包括ケアシス
テムの構築に具体的に動きだした年でもありました。その動きの中でも、我々は病
院の理念「やさしく、あたたかい病院」を忘れずに、急性期から慢性期にわたる切
れ目のない、良質な医療の提供を常に目指して参ります。
　しかし、八戸地域の基幹病院の１つとしては、医師確保の面などで残念ながら、
病院の機能を充分に確保・改善するには至っておりません。そのため、地域の関連
病院との連携・協力が不可欠です。周辺地域の病院から信頼して患者さんをご紹介
いただき、また逆紹介できますよう連携を強化してまいりたいと考えております。
　医療はもともと多職種の医療従事者と患者及びその家族との協同作業です。当院
の各職種の職員が同じ目標・志しのもとに日々の医療に専念することが何より大切
で、それにより八戸及び周辺地域の医療に貢献して参りたいと考えております。
　
　新しい年を迎えるにあたり、昨年同様、皆様方のご支援を賜りますようお願い申
し上げます。

院長 玉澤 直樹

新年のご挨拶

青森労災病院　地域医療連携室宛 　専用　ＦＡＸ　0178－33－1690

（ふりがな）

患者氏名

生年月日
明治・大正
昭和・平成 年 月 日 歳

電話番号　　　　　　　　－　　　　　　　　－　　　　　　　　

平成　　　年　　　月　　　日

予　約　申　込　書
性　別 旧　姓

　□　消化器内科（第二内科） 　□　形成外科 　□　耳鼻咽喉科

）名（）姓（
男　　・　　女

住所
〒　　　　　－

受診希望日時　　　　平成　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日　　　　　　曜日　　　　　　　　　時　　　　　　分

受診希望科（○をつけてください）

　□　循環器・呼吸器内科（第一内科） 　□　整形外科 　□　眼科

　□　生活習慣病センター長 　□　脳神経外科 　□　リハビリテーション科

　□　糖尿病内分泌センター（第三内科） 　□　心臓血管外科 　□　産婦人科

　□　神経内科 　□　皮膚科 　□　麻酔科

　□ 　科外　 □　泌尿器科 　□　健康診断部

　□　小児科※ 　□　放射線科※ 　□　歯科口腔外科※

※　小児科・放射線科・歯科口腔外科への予約は、直接診療科外来へ電話予約してください。

※　循環器内科・神経科及び麻酔科は現在休診となっております。

日得取格資号番・号記

後期高齢者
受給者証・

公費医療

割　　　　　　合割担負号番者担負・村町市

受給者番号

主保険

族　家　・　人　本分区号番者険保

資格取得日

※　保険証のコピー貼付も可能です。

医療機関名

所在地

電話番号・ＦＡＸ番号

送信担当者名

青森労災病院 理念　「やさしく、あたたかい病院」
・患者さんの権利を尊重し、患者さん中心の医療を行います。
・医療の質の向上をめざします。
・勤労者医療・地域医療連携等における社会的責任を果たします。



予約受付時間：午前８：３０～午後９：１５（ただし、状況によって対応します。）
予約FAX番号：０１７８－３３－１６９０　（地域医療連携室直通）
予約申込書：当院ホームページ〉〉各部門のご紹介〉〉地域医療連携室のページから

 ダウンロード可能です。
 郵送またはFAXでもお送りしますので、ご希望の際はご連絡ください。

※予約の申込につきましては、診療日前日までとなっております。
　当日の予約は出来ませんのでご了承ください。

※FAX予約では、事前にカルテ作成を行いますが、電話予約の場合、当日のカルテ作成となり
ますので若干お時間を頂きます。

青森労災病院　FAX・電話による診療予約のご案内
当院では、紹介患者さんの待ち時間短縮を目的に、FAX・電話による診療予約を実施しております。

連携医療機関
青森労災病院
医療連携室患　者

連携医療機関
青森労災病院
医療連携室患　者

予約確認
希望日時に空きがない場合は調整

◎専用FAXによる予約方法

予約受付時間：平日　午前 8：30～午後 5：00
予約電話番号：０１７８－３３－１５５１　内線２５１５

◎電話による予約方法

利用手順

利用手順

予約申込書の表面を記入後
０１７８－３３－１６９０
にＦＡＸ

連携医療機関は、診療
情報提供書を患者さん
が受診日に持参できる
ように作成する。

希望日時を確認し、予約に空きがな
い場合は、都合の良い日時で調整す
る。

診療情報提供書を登録医
から受け取る。

紹介状をお持ちの方はご本
人あるいは家族の方が医療
連携室に電話する。
「紹介患者の予約希望」
である旨を伝える。

予約当日の予約時間の 20分前までに、医事課受付
『③　初めての方』のカウンターに来院してもらう。
・紹介状、保険証、当院の診察券（診察券をお持ちの方）、
お薬手帳（お薬情報）を持参していただく。

医療連携室では、紹介患
者の予約希望である旨を
確認し、
・受診科、希望日時
・紹介患者さんのお名前
（読み方のみ）、生年月日、
患者さんのご自宅の電話
番号を聴取する。

予約申込書の裏面に
予約日時、患者氏名を記入し、患者様へ

予約申込書受取

生活習慣病センターからのご報告

　生活習慣病センター設立 1年目の登録患者（N=173 名）の動脈硬化性疾患（冠
動脈疾患、脳卒中、循環器疾患）の絶対リスク評価を行いました。
　患者さんの内訳は、糖尿病を有する患者97名、糖尿病のない患者76名でした。

　日本動脈硬化学会では、絶対リスクが２％以上の人を高リスク群としています。
上図のように、当院の生活習慣病センターを受診されている患者さんのほとんどが
高リスクの方が多いことが分かりました。

　当センターのこれまでの報告で、当院の男性患者さんで喫煙率が高い（約 60%）
ことを報告してきました。
　そこで、糖尿病でタバコを吸っている人がタバコを止めると、どれ位リスクが改
善するのか算定してみました。

　すると、動脈硬化性疾患の絶対死亡リスクが、概ね２／３に改善することが分か
りました。
　どうしても、タバコがやめられない患者さんは、当院の禁煙外来の受診をお勧め
します（当院外来受付にお申し出ください）。

院長 玉澤 直樹
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心臓血管外科からのお知らせ

下肢静脈瘤に対する
　　血管内レーザー焼却術導入後１年を経過して

第二心臓血管外科部長 棟方 護

○ラディアル２リングファイバー
　（インテグラル社 ホームページより）

　上当科では平成27年7月より、下肢静脈瘤に対
し、血管内レーザー焼灼術（ELVeSレーザー
1470　インテグラル社製）を導入し、これまで85
例115肢に施行しています。現時点で深部静脈血
栓症などの重篤な合併症はなく、安全性は高いと
考えています。
　レーザー治療は大伏在静脈だけではなく、小伏
在静脈に対しても施行でき、従来のストリッピン
グ手術に比べ、症状改善の効果は同等であること
に加え多くの利点があります。そのメリットとし
ては第一に、腰椎麻酔が必要なく、術後すぐに歩
行可能となるため、患者の身体的・心理的負担が
少ないことです。抗凝固薬や抗血小板薬内服中の
方でもレーザー治療は基本的には可能であり、そ
の結果に影響を及ぼさないといわれています。
実際には、TLA麻酔（Tumescent local anesthesia）という局所注入による麻酔
を焼灼静脈周囲に施し、疼痛や周囲組織の熱傷を予防します。第二に、創部の切
開を基本的に行わないことより、術後の疼痛が少なく、傷も目立ちにくくなりま
す。下腿等の蛇行した静脈瘤切除も追加しますが、できる限りStab Avulsion法
という2～3mmの小切開での特殊な器具による静脈瘤抜去を行っており、縫合を
必要としません。但し、平均静脈径が太い場合や静脈の蛇行の強い部分など、レ
ーザー治療に適さないケースもあります。
　当院では当初、2泊3日入院でレーザーを導入しましたが、その安全性を確認し
た後、現在は1泊2日入院としています。徐々に導入している医療機関は増加して
いますが、まだ八戸周辺地域では当院のみのようです。
　個々の症例に適した治療を検討いたしますので、いつでもお気軽にお問い合わ
せください。

放射線科からのお知らせ

◇頭頸部がんの照射 ◇肺がんの多門照射線量分布

副院長 伊神 勲

　当院の放射線治療装置は、一昨年秋に更新された最新鋭機器です。以前より
放射線治療は手術と同じく、がんとその周辺のみを治療する局所療法です。
手術と異なるところは、臓器を摘出する必要がなく、臓器をもとのまま温存で
きることです。近年の放射線治療機器と放射線生物学、コンピュ－タ－の発達
により、がん組織に多くの放射線量を照射し、周囲の正常組織にはできるだけ
少ない量の放射線を照射できるようになってきて、がんを治せる可能性が高く
なり、しかも副作用の少ない放射線治療を実現してきています。
　放射線治療による根治療法の適応となる対象疾患は、頭頸部がん、網膜芽細
胞腫、悪性リンパ腫、子宮頚がん、肺がん、食道がん、前立腺がん、皮膚がん
などがあります。また、術前・術後照射によるがん患者の予後改善、麻薬の使
用量を減らせる緩和療法としても、非常に有用な治療方法です。欧米における
がん患者の放射線治療を受けた割合は、50％から60％台です。本邦では
2005年に25％、2010年にやっと32.3％となり、今後益々増加していくもの
と思われます。
　当院においても、毎日の放射線治療装置の照射線量測定、毎回の治療照射野
の画像による確認を行い、より治療効果の高い、より副作用の少ない放射線治
療のため常に精度管理に努めております。

当院の放射線治療について
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・紹介状、保険証、当院の診察券（診察券をお持ちの方）、
お薬手帳（お薬情報）を持参していただく。

医療連携室では、紹介患
者の予約希望である旨を
確認し、
・受診科、希望日時
・紹介患者さんのお名前
（読み方のみ）、生年月日、
患者さんのご自宅の電話
番号を聴取する。

予約申込書の裏面に
予約日時、患者氏名を記入し、患者様へ

予約申込書受取

生活習慣病センターからのご報告

　生活習慣病センター設立 1年目の登録患者（N=173 名）の動脈硬化性疾患（冠
動脈疾患、脳卒中、循環器疾患）の絶対リスク評価を行いました。
　患者さんの内訳は、糖尿病を有する患者97名、糖尿病のない患者76名でした。

　日本動脈硬化学会では、絶対リスクが２％以上の人を高リスク群としています。
上図のように、当院の生活習慣病センターを受診されている患者さんのほとんどが
高リスクの方が多いことが分かりました。

　当センターのこれまでの報告で、当院の男性患者さんで喫煙率が高い（約 60%）
ことを報告してきました。
　そこで、糖尿病でタバコを吸っている人がタバコを止めると、どれ位リスクが改
善するのか算定してみました。

　すると、動脈硬化性疾患の絶対死亡リスクが、概ね２／３に改善することが分か
りました。
　どうしても、タバコがやめられない患者さんは、当院の禁煙外来の受診をお勧め
します（当院外来受付にお申し出ください）。

院長 玉澤 直樹

糖尿病でタバコを吸っている人がタバコを止めると・・・・・
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糖尿病あり
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冠動脈疾患
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脳卒中
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2.52％

循環器疾患

9.81％

12.77％

6.04％
2.0%以上は
高リスク

1.43％

総数 36人
男性 34人
女性　2人

冠動脈疾患
3.51→2.43％

3.58→2.51％

2.34→1.12％

脳卒中
4.05→2.82％

4.08→2.84％

3.52→2.52％

循環器疾患
9.16→6.74％

9.26→6.84％

7.62→5.11％

10 年以内の死亡率（％）糖尿病+喫煙
⇒糖尿病+喫煙
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　新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願い申し上げます。
 
　昨年は、診療報酬の改定などへの対応で、当院の医療体制を日々見直す１年でし
た。さらに、これからの超高齢化時代を見据えた地域医療構想、地域包括ケアシス
テムの構築に具体的に動きだした年でもありました。その動きの中でも、我々は病
院の理念「やさしく、あたたかい病院」を忘れずに、急性期から慢性期にわたる切
れ目のない、良質な医療の提供を常に目指して参ります。
　しかし、八戸地域の基幹病院の１つとしては、医師確保の面などで残念ながら、
病院の機能を充分に確保・改善するには至っておりません。そのため、地域の関連
病院との連携・協力が不可欠です。周辺地域の病院から信頼して患者さんをご紹介
いただき、また逆紹介できますよう連携を強化してまいりたいと考えております。
　医療はもともと多職種の医療従事者と患者及びその家族との協同作業です。当院
の各職種の職員が同じ目標・志しのもとに日々の医療に専念することが何より大切
で、それにより八戸及び周辺地域の医療に貢献して参りたいと考えております。
　
　新しい年を迎えるにあたり、昨年同様、皆様方のご支援を賜りますようお願い申
し上げます。

院長 玉澤 直樹

新年のご挨拶

青森労災病院　地域医療連携室宛 　専用　ＦＡＸ　0178－33－1690

（ふりがな）

患者氏名

生年月日
明治・大正
昭和・平成 年 月 日 歳

電話番号　　　　　　　　－　　　　　　　　－　　　　　　　　

平成　　　年　　　月　　　日

予　約　申　込　書
性　別 旧　姓

　□　消化器内科（第二内科） 　□　形成外科 　□　耳鼻咽喉科

）名（）姓（
男　　・　　女

住所
〒　　　　　－

受診希望日時　　　　平成　　　　　　　　　年　　　　　　月　　　　　　日　　　　　　曜日　　　　　　　　　時　　　　　　分

受診希望科（○をつけてください）

　□　循環器・呼吸器内科（第一内科） 　□　整形外科 　□　眼科

　□　生活習慣病センター長 　□　脳神経外科 　□　リハビリテーション科

　□　糖尿病内分泌センター（第三内科） 　□　心臓血管外科 　□　産婦人科

　□　神経内科 　□　皮膚科 　□　麻酔科

　□ 　科外　 □　泌尿器科 　□　健康診断部

　□　小児科※ 　□　放射線科※ 　□　歯科口腔外科※

※　小児科・放射線科・歯科口腔外科への予約は、直接診療科外来へ電話予約してください。

※　循環器内科・神経科及び麻酔科は現在休診となっております。

日得取格資号番・号記

後期高齢者
受給者証・

公費医療

割　　　　　　合割担負号番者担負・村町市

受給者番号

主保険

族　家　・　人　本分区号番者険保

資格取得日

※　保険証のコピー貼付も可能です。

医療機関名

所在地

電話番号・ＦＡＸ番号

送信担当者名

青森労災病院 理念　「やさしく、あたたかい病院」
・患者さんの権利を尊重し、患者さん中心の医療を行います。
・医療の質の向上をめざします。
・勤労者医療・地域医療連携等における社会的責任を果たします。


