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オープン検査がクリニックの診療を支える

クリニックとの連携で
地域医療の質を高める

来られる患者さんに、もっともふさ

クリニックに返しています。 これ

オープン検査がクリニックの診療を支える

は検査機器をクリニックに置いて

クリニックとの連携で
地域医療の質を高める

地域の医療を高める効果

できます」と、病院とクリニックの

いるのと同じことになりますので、
どんどん利用してほしい」と、話し

また、オープン検査が増加する
ことの意義について笹栗院 長は、

ていました。

わしい治療が行われるお手伝いが

「高度な検査によって、クリニックに

連 携（病 診 連 携）の広がりによっ
て、地域の医療がさらに良くなると
いう効果を強調していました。

笹栗志朗 / 川崎幸病院院長

オープン検査とは、病院の検査
機器を診療所（クリニック）に利用

（検査数）

川崎幸病院オープン検査数
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院心臓 病センターでアブレーショ

テムです。 患者さんは川崎幸病院
で検査だけを受けていただき、結
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近年、医療の検査機器は急速
に高性能化されるとともにその価
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格も高額になっています。 病院に
は多 数の患者さんが 来 院するた
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め、さまざまな検査機器がフルに
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装備されています。 また、機器を
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操作する熟練した技師や結果を読
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み取り適確な診断を行う医師も常
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駐しています。
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してもらい、クリニックの患者さん
の診断や治療などに役立てるシス
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いで確実な治療を目指しています。

以前は1日がかりであった心房細

川崎幸病院に勤務して8年、マラ

ション治療は、心臓の脈拍数が異

動治療でしたが、現在心臓病セン

ソンやバレーボールの試合にも参

常に多くなる頻脈性不整脈（心房細

ターでは２〜3時間くらいの治療で、 加されており、体を動かすことがエ

動）に対する治療法。 足の付け根

入院は、３〜5日間で行うことがで

などの太い血管からカテーテルを入

きます。

れて、心臓内部の不整脈の原因と

患 者さんは 、 健 康 診 断で見つ

なっている部分を高周波電流で焼

かったり、動悸の自覚症状で来院

き切ります。 この治療は不整脈の

されることが多いそうです。 不整

根治療法としても期待され、心房細

脈は想像以上に患者さんの心の負

動による脳梗塞の予防としても有意

担が大きく、いつも不安を抱えて生

義です。

活をしているのは、強いストレスに

着実に伸ばす治療実績

山嵜副センター長は、
「開業され

このことについて笹栗志朗・川

250件の治療をしています。 年間

に、診療連携手帳をつくりました。

崎幸病院院長は、
「オープン検査

にすると130〜14 0 件で、川崎市

患者さんにその手帳をお持ちいた

をご利用いただき、検査数も大幅

のアブレーション治療の件数では、 だき、登録医とこちらが同じ手帳を

に伸びています。 開業医の先生

聖マリアンナ医科大学病院に次い

使って、患者さんの経過を記載し、

方に協力できまして、うれしく思っ

で２番目の実績をあげています。

患者さんを診ていくようにするもの

ビーや受付には、
「川崎幸病院 連

14年度も続いています。

行っています。 オープン検査の

携登録医証」のプレートを置くよう

99％が、連 携登 録医によるオー

にお願いしています。

2013年度のデータでは症例の

です。 治療をやり放しにするので

川崎幸病院では検査レポートを

74％が心房細動で、50年には心房

はなく、安定した患者さんでも半年

5 ,111件になり、 前年度に比べ

できるだけ早く、当日または翌日に

細動の患者さんは100万人を超える

や1年に１度は顔を拝見してフォロー

いう病院全職員の願いが、救急医療

0.009％でした。

臨床検査技師３、救急救命士２、さ

８月１日からバスの運行ルートと
時刻が変わります

一覧」で市区、町名別（五十音順）

2012年度のオープン検査総数

で紹介させていただいています。

は4,121件でしたが、13年度には

ています。

ネルギーの源だそうです。

なります。

化したいと思っています。 そのため

さんに開 放してオープン 検 査を

（http://saiwaihp.jp/outpatient/local/）

ていくと思われます。

導入してスタートし、これまでに約

24%増と急激に伸び、この傾向は

連携」㱺「登録医検索」㱺「登録医

アップしていきたいです」
と、ていね

ている登録医の先生との連携を強

また、それぞれのクリニックのロ

川崎幸病院ホームページの「医療

と言われ、今後も治療件数は増え

2 012 年の７月に最 新の設備を

を地域で開業されている医師の皆

急増した川崎幸病院の
オープン検査数

川崎幸病院循環器内科副部長 / 心臓病センター副センター長

ン治療のリーダーです。 アブレー

川崎幸病院では医療検査機器

ダーです。 連携登録医の方々は、

山嵜 継敬

山嵜継敬

(やまざき・つぐよし)

1998年 富山医科薬科大学医学部卒
富山医科薬科大学第二内科入局
富山大学医学部大学院卒業
医学博士
【勤務歴】
富山赤十字病院循環器内科
国立病院機構富山病院
【認定資格等】
・日本内科学会認定総合内科専門医
・日本循環器学会専門医
・心臓リハビリテーション指導士
・日本体育協会認定スポーツドクター
・両心室ペーシング治療・植え込み型除細動器認定医
・日本心血管インターベンション治療学会認定医
・日本不整脈学会会員
・日本救急医学会認定ICLSコースディレクター
・日本睡眠学会会員
・厚生省認定 臨床研修指導医
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● 川崎幸病院

救急の断り 連続０件が続く
昨年９月から、救急隊からの救急車
の受け入れ要請をまったく断わらなく
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でも実現しています。

5月の救急車の受け入れ

新規資格取得者は92人
川崎幸病院の2013年5月〜14年5

なっています。 ５月も断りゼロで、こ

救急車搬送の患者さん受け入れ総

月までの新規資格取得者は、医師２、

れで９か月連 続ゼロ件が 続いていま

数は、748人でした。 昨年の５月は

看護師42、薬剤師１、理学療法士３、

す。 川崎市の地域医療を守りたいと

755人でしたので、7人減りマイナス

診療放射線技師１、臨床工学技士３、

らに認定医、専門医、認定看護師な
ど各種資格取得者35で計92人でした。
資格項目は29におよんでいます。

８月１日から、巡回ルートに変更さ
れ、運行本数が増えます。 ルートは、

が増えるとともに、各停留所の発車時
間が一定で、わかりやすくなります。
なお、川崎クリニックとJR川崎駅の
東口、西口を結ぶシャトルバスには変

病院は、このように数多くの有資格

JR川崎駅西口 㱺 川崎幸病院 㱺 川崎

更なく、これまでどおりに運行されま

の専門家によって運営されています。

幸クリニック 㱺 JR川崎駅西口のみと

す。 裏表紙の詳細をご覧ください。

なります。 このことによって、巡回本数
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