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上越総合病院上越総合病院 2021年8月号

　季夏の候、皆様におかれましては、ますま
すご清栄のこととお喜び申し上げます。また
平素より当院に対し格別のご高配を賜り、心
から感謝いたします。
　さて、歯科口腔外科は一般の歯科と何が異
なるのか？と、聞かれることがあるのですが、
歯科は主に虫歯や歯周病などの歯に関する治
療で、口腔外科は基本的には、『虫歯・歯周
病以外の口の中のトラブル』を扱うと理解し
てもらえればわかりやすいと思います。
　歯科口腔外科では、虫歯や歯周病およびそ
れ以外も診ますということになりますが、実

際は一般の歯科治療は近隣の歯科医院と比べると、予約の関係上治療期間が
長くなってしまうので、状況によっては近医歯科医院やホームドクターと協
力して治療を行うことが最近では増えております。
　2年ほど前より、味覚障害や味覚異常・口腔粘膜のトラブルで相談に来ら
れる患者様が増えております。我が家の息子もやたら香辛料を好むので味覚
音痴なのかなと思っていました。朝、体がだるいことも時々あり、心配にな
り採血検査を行ったところ、亜鉛値が低いことが判明しました。
　灯台下暗し…まさか自分の子供が亜鉛欠乏症とは親として失格です。
　味覚障害や味覚異常、皮膚炎・粘膜炎などは亜鉛欠乏症ではよく見られる
症状ですし、不眠症や倦怠感が亜鉛欠乏と関連するという報告も散見されま
す。このように歯科口腔外科の領域では、新型コロナウイルス感染症と関連
しない場合の味覚異常や味覚障害　口内炎　舌炎　舌痛症などで、必要あれ
ば亜鉛の補充療法を行います。口腔症状から全身疾患が見つかることもあり
ますので、口腔内疾患でお困りの方がいらっしゃいましたら是非お気軽にご
紹介ください。

桑原　徹歯科口腔外科　部長

皮膚科よりお知らせ

7月より皮膚科外来の診療体制が変更となりました。

：9：00～11：00
：休診
：完全予約制
：9：00～11：00
：完全予約制

月 曜 日
火 曜 日
水 曜 日
木 曜 日
金 曜 日

●
●
●
●
●

※紹介状をお持ちの場合・緊急医療が必要な方については
　ご相談ください。

　禁煙治療薬であるチャンピックスの出荷停止により、禁煙外来の新規患者

受け入れを当面の間停止いたします。

　尚、現在治療中の患者様については、継続して治療可能となっております。

ご迷惑をおかけしますが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。

呼吸器内科よりお知らせ

　残夏の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素より、当院
の診療にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
　過日お知らせいたしましたが、医療法施行規則の一部を改正する省令の施
行により、放射線診療を受ける患者様に対する説明行為はその実施を指示し
た主治医または歯科医師が責任を持って対応することとなりました。
　当院も施行規則を遵守するため、ＣＴ検査をご依頼の際には「紹介用ＣＴ
検査説明書」を紹介状と共に患者様に持たせていただければ幸いです。「紹
介用ＣＴ検査説明書」は当院ホームページからもダウンロード出来ますので
ご利用ください。
　今後とも当院放射線科に対し
ご指導ご鞭撻のほどよろしくお
願いいたします。 上越総合病院　地域連携センター

電　話  025-524-3000（代表）
ＦＡＸ  025-524-3140（直通）まで

医療機関様からのご紹介・お問い合わせは

放射線科よりお願い
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連携機関受診窓口　受診の流れ

受付時間　8：30～17：00
病院代表電話（025）524－3000 電話交換手に「地域連携センターへ当日受診相談」とお伝えください

地域連携センタースタッフ（看護師・医療ソーシャルワーカー・事務）にて対応致します

下記事項を確認させて頂きます

受診希望科医師に対応が可能か確認後、再度連絡致します

・現在の症状　受診希望科
・患者さまのお名前　生年月日
・新型コロナウイルス感染症リスクの有無について
・受診（移動）手段　同伴者の有無
・当院到着予定時刻の確認

・受診希望科医師が手術等で対応出来ない場合、救急科医師

にて対応させて頂く場合もございます

・救急車の手配をお願い致します　
・情報提供書は地域連携センターあてに
送信して下さい

　　　FAX（0 2 5）5 2 4－3 1 4 0

・ご家族さまへ、情報提供書を持って、
救急外来へおいで頂くようご案内をお
願い致します

・情報提供書は地域連携センターあてに
送信して下さい

　　　FAX（0 2 5）5 2 4－3 1 4 0

・患者さま・ご家族さまへ、情報提供書
を持って新患窓口（② ③）へお寄り頂
くようご案内をお願い致します

救急車で来院 自主来院

　暮夏の候、皆様におかれましてはますますご繁栄のこととお慶び申し上げます。
日頃より当院の診療につきましてご理解とご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。
　2021年1月号に開設のお知らせをいたしました【連携機関受診窓口】が開設よ
り7カ月が経過しました。近隣医療機関の皆様のご協力の元、スムーズなご紹介
をいただき、迅速な受診に繋げることができており大変感謝申し上げます。　
　1月号にも掲載させていただきましたが、次ページの受診の流れをご参照の上、
今後も是非ご利用くださいますようお願い申し上げます。
※当日受診以外の予約希望の患者さまは、今まで通り医療機関様より「紹介患者
事前申込書」に必要事項をご記入の上、診療情報提供書と
一緒に地域連携センター宛にFAXを送信してください。

新任医師紹介新任医師紹介 《出身地／出身大学／趣味・特技／抱負》

※直接医師への取次をご希望の場合は、電話交換手に
「○○科医師へ受診相談」とお伝えください。

ひ　ぐち　　　 よう

神経内科　樋口　陽
出　身　地：
出 身 大 学：
趣味・特技：
抱　　　負：

富山県
千葉大学
ピアノ演奏
患者様の心に寄り添える医
療を目指します。

【連携機関受診窓口】開設後のご報告

　令和3年9月より紹介患者事前申込書（FAX用）を変更させていただきます。
ご予約いただく際には当院の紹介患者事前申込書（FAX用）に貴院様の診療情報
提供書または紹介状を併せてFAX送信してくださいますようお願いいたします。
　変更後の紹介患者事前申込書には、①2週間以内の県外移動歴　②2週間以内
の県外の方との接触歴　③コロナワクチン接種歴　の記入欄を追加しましたので、
お手数ですが患者様・付添人様へのご確認をお願い申し上げます。
　変更後の用紙を同封いたします。また、当院ホームページよりダウンロードい
ただく事も可能です。

紹介患者事前申込書（FAX用）の変更のご案内

2週間内の県外移動歴
2週間内の県外の方との接触歴
発熱・咳等の症状
コロナワクチン接種状況
※付き添い含む
※感染拡大に伴い、移動歴・接
　触歴を確認する対象地域が変
　更になることがあります
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