
つがる西北五広域連合

あなたあなたの健康をの健康を
地域地域で見守り見守りますます
あなたあなたの健康をの健康を
地域地域で見守り見守りますます
あなたの健康を
地域で見守ります

つがる西北五広域連合 病院運営部

風邪をひいた時、軽いケガの時、
大きな病院へ行っていませんか？

その病院でしか診てもらえない人も待っています。

救急外来を気軽に利用していませんか？
本当に必要な人が救命処置を待っています。

この西北五地域の医療を変えるために
あなたができること

自宅や職場から近く、しっかりと
コミュニケーションが取れる

病院・診療所（かかりつけ医）を選びましょう

〒037－0074
青森県五所川原市字岩木町12－3
TEL：0173-26-6363
FAX：0173-38-1001

この地域の医療機能を
支えるのはあなたの理解と意識です。
重症患者さんを救うための
環境づくりにご協力をお願いします。



Ⅰ 地域医療連携とは…
病院・診療所が単独で医療を提供するのではなく、
病院と病院、病院と診療所など、それぞれが連携
をとり、患者さんに負担の少ない、適切な医療を
提供することをいいます。
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介護医療・介護サービス等

受診

入院や精密検査、
より高度な治療、
手術等を行います。

つがる西北五広域連合　中核病院

・つがる総合病院

紹介状

紹介

紹介紹介紹介

紹介紹介紹介

連携連携連携

２

重い病気や特殊な病気
等で高度な医療を必要
とする検査・治療・入
院などを行います。

再発予防の治療、回復の支援、リハビリ
等を行います。

・弘前大学附属病院
・青森県立中央病院

2

体の調子が悪いときなどの相談先。
日常的な病気の治療や相談、より専門
的な入院加療や精
密検査が必要な場
合は適切な病院を
紹介してくれます。

・民間病院・診療所
・つがる西北五広域連合サテライト医療機関

紹介状

状

紹介紹介紹介

連携連携連携

１

３



つがる

検査

適切な

Ⅱ かかりつけ医をお持ちですか？

3

かかりつけ医
民間病院・診療所など

より精密な検査
より高度な治療が
必要な状態 紹介状

かかりつけ医のいいところ

①自宅に近く、家族の病状、病歴、健康状態を把
握しているので、病気になったとき、すぐに適
切な処置をしてもらえます。

②大きな病院と比較して、待ち時間が短く、じっ
くり診療してもらえます。

待ち時間が長いなぁ… 待ち時間も短いし
近くていいね！

イラ

　イ
ラ

イラ
　イ
ラ

総合病院

・治療・入院

医療を受ける

？

4

かかりつけ医とは
　「かかりつけ医」とは、家や勤務先に近い、
民間病院・診療所などの医師のことです。
　日常的な診療だけではなく、健康管理、医療
の相談も気軽にできます。

③入院や高度な医療が必要なときには、「紹介状」
により、適切な病院を紹介してもらえます。

同じ検査を省略できる場合
があり、医療費の負担軽減
になります。

かかりつけ医
民間病院・診療所など

治療後

かかりつけ医に逆紹介

紹介状
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　つがる総合病院を初めて受診される方、または、
これまで受診した診療科とは異なる診療科を受診
される方は、紹介状による受診をおすすめしてい
ます。
　西北五地域の医療機関は、日頃から連携して患
者さんを紹介し合っているので、詳しい検査や高
度な治療が必要と判断された場合はかかりつけ医
に紹介状を作成してもらえます。
　紹介状による受診をお考えの方は、まずかかり
つけ医へご相談ください。

Point
紹介状による受診

紹介状をお持ちいただくと、次のようないいことが
あります。
・現在までの症状、服用中の薬、アレルギーの
有無等を正確に把握できるため、スムーズに
診療することができ、待ち時間が短くなります。
・紹介状には、かかりつけ医による治療経過が
記載されているので、スムーズに今後の治療
計画を立てることができます。
・同じ検査等を省略できる場合があり、医療費
の負担が少なくなります。

紹介状をお持ちいただくと安心です！

紹介状をお持ちでない場合は、次の点についてご
理解とご協力をお願いいたします。
・これまでの治療経過が分からないため、同じ検
査等を再度行う必要があります。そのため、紹
介状をお持ちの患者さんより、待ち時間が長く
なります。
・検査や薬が重複して医療費が高額になる場合が
あります。

紹介状をお持ちでない場合のご注意
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かかりつけ医を持ちましょう
西北五地域の重症患者さんをひとりでも
多く、集中的に治療するためには、
あなたの理解が必要です。

◆つがる総合病院は、専門的な検査や治療、手術、
入院が必要な重症患者さんを主に受け入れる
病院です。

◆少ない医師で重症患者さんをたくさん治療する
ためには、午後まで長引いている外来診察を、
もっと早く終わらせる必要があります。

◆しかし、ご存知のとおり、外来においては診療
体制の限界を超える多くの患者さんが受診され
ており、入院患者さんや、救急車の対応にも支
障が出てきています。

治療が終了した患者さん、状態の落ち着
いている患者さんについては、積極的に
「かかりつけ医」をご紹介します

つがる総合病院かかりつけ医 ２人の医師が
あなたを見守ります



同意を得た患者さん

つがる
診　療　所

電子カルテ
画像データの閲覧

「カルテの共有化」

病院や診療所に分散する患者データを共
有することで、切れ目のない、質の高い医
療サービスを提供することができます。
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Ⅲ 医療連携システム

OK OK

の情報のみ閲覧が可能

総合病院
病　　院

電子カルテ
画像データの閲覧

いいところ

提供する診療情報
レントゲン・ＣＴ・ＭＲＩの
画像情報やレポートなど
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・重複した検査を減らすことができます。
・重複した処方を減らすことができます。
・紹介や転院の際に継続した医療が可能になります。
・救急の際、飲んでいるお薬等を
確認することができます。

診療情報共有の同意



9

この地域の救急体制は、住民・医療機関・
救急隊・患者さんが協力して成り立っている
体制です。

旧中里町中里町

旧市浦村市浦村

旧車力村車力村

旧木造町木造町
旧五所川原市五所川原市

旧柏村柏村
旧森田村森田村

鶴田町鶴田町

鰺ヶ沢町鰺ヶ沢町旧深浦町旧深浦町

旧岩崎村岩崎村

旧金木町金木町

旧小泊村小泊村

旧稲垣村稲垣村

旧中里町

旧市浦村

旧車力村

旧木造町
旧五所川原市

旧柏村
旧森田村

鶴田町

鰺ヶ沢町旧深浦町

旧岩崎村

旧金木町

旧小泊村

トリアージ判定を基本として、
※■重症群は、つがる総合病院へ搬送します。
※■軽症群・■中等症群と判定された方は、原則
上記エリアの担当医療機関へ搬送しますが、病態
の急変等によっては適宜総合病院に搬送します。

つがる総合病院：旧五所川原市・旧木造町・旧柏村・
旧森田村・鶴田町

か な ぎ 病 院：旧金木町・旧中里町・旧市浦村・
旧小泊村・旧稲垣村・旧車力村

鰺 ヶ 沢 病 院：鰺ヶ沢町・旧深浦町・旧岩崎村・
旧木造町（一部）・旧森田村（一部）

旧稲垣村
私たちを
信頼してください !!

Ⅳ 西北五地域の救急体制と搬送エリア
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救急搬送トリアージをご存知ですか？救急搬送トリアージをご存知ですか？救急搬送トリアージをご存知ですか？救急搬送トリアージをご存知ですか？救急搬送トリアージをご存知ですか？
①救急隊が、現場で傷病者の状況
を見ます。

トリアージシート
・歩行できるか？負傷はあるか？
・呼吸はできるか？（回数は？）
・脈拍数は？
・血圧は？
・呼びかけに反応するか？など

②救急隊が行うトリアージシートの
内容は次のとおりです。

③トリアージ判定と担当エリアに
応じて、医療機関へ連絡を取り、
搬送します。

■緑：軽 症 群　今すぐ処置や搬送
の必要がない。

■黄：中等症群　早期に処置をすべ
き。生命にかかわ
る重篤な状態では
ない。

■赤：重 症 群　生命にかかわる重
篤な状態。一刻も
早い処置をすべき
もの。

つがる総合病院

つがる総合病院

かなぎ病院

鰺ヶ沢病院
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つがる総合病院を中核として、
かなぎ病院、鰺ヶ沢病院、つがる市民診療所、
鶴田診療所のサテライトと呼ばれる病院・診
療所があります。
民間病院・診療所との連携をさらに充実させ、
今後は、発症から症状が安定し、回復するま
で医療を分担して提供することと、介護の充
実が図られ、地域で継続性のある適切な医療・
介護を受けられるようにするものです。

地域全体で完結する医療の提供

つがる総合病院

つがる市民診療所

鶴田診療所
鰺ヶ沢病院

かなぎ病院

診療所

民間病院

クリニック

介護事業所介護施設

Ⅴ つがる西北五広域連合
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つがる西北五広域連合
医療機関を紹介します。
かなぎ病院
〒037-0202〒037-0202
五所川原市金木町菅原13-1五所川原市金木町菅原13-1
TEL：0173-53-3111TEL：0173-53-3111
FAXFAX：0173-53-2407：0173-53-2407

〒038-3133〒038-3133
つがる市木造千年４つがる市木造千年４
TEL：0173-42-3111TEL：0173-42-3111
FAXFAX：0173-42-1526：0173-42-1526

〒038-2761〒038-2761
西津軽郡鯵ヶ沢町大字西津軽郡鯵ヶ沢町大字
　舞戸町字蒲生106-10　舞戸町字蒲生106-10
TEL：0173-72-3111TEL：0173-72-3111
FAXFAX：0173-72-3367：0173-72-3367

〒038-3503〒038-3503
北津軽郡鶴田町大字北津軽郡鶴田町大字
　　　  鶴田字鷹ノ尾34　　　  鶴田字鷹ノ尾34
TEL：0173-22-2261TEL：0173-22-2261
FAXFAX：0173-22-5484：0173-22-5484

〒037-0202
五所川原市金木町菅原13-1
TEL：0173-53-3111
FAX：0173-53-2407

病床数　100床
　　　　（一般病床60床・療養病床40床）
診療科　内科・外科・整形外科・眼科・小児科・婦人科
　　　　皮膚科（休診中）　　　　

〒038-3131
つがる市木造千年４
TEL：0173-42-3111
FAX：0173-42-1526

病床数　なし
診療科　内科・外科

鰺ヶ沢病院
〒038-2761
西津軽郡鰺ヶ沢町大字
　舞戸町字蒲生106-10
TEL：0173-72-3111
FAX：0173-72-3367

病床数　100床（30床 休床中）
診療科　内科・外科・小児科・整形外科
　　　　婦人科・眼科・耳鼻咽喉科・歯科

鶴田診療所
〒038-3503
北津軽郡鶴田町大字
　　　  鶴田字鷹ノ尾34
TEL：0173-22-2261
FAX：0173-22-5484

病床数　なし
診療科　内科・外科・小児科・眼科

つがる市民診療所つがる市民診療所つがる市民診療所
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Ⅵ つがる総合病院について

①所在地
五所川原市字岩木町 12－３
　（ＪＲ五能線 五所川原駅から徒歩７分）
TEL：0173-35-3111　FAX ：0173-35-0009
②病床数
４３８床（一般 390床・精神 44床・感染症４床）
③診療科
消化器内科・血液内科・膠原病内科（旧第一内科）, 循環器内科・
呼吸器内科・腎臓内科（旧第二内科）, 内分泌内科・糖尿病内科・
代謝内科（旧第三内科）, 神経内科 , 一般外科 , 内視鏡外科 ,
心血管外科 , 呼吸器外科 , 乳腺外科 , 小児外科 , 消化器外科 ,
形成外科 , 整形外科 , 小児科 , 産科婦人科 , 皮膚科 , 泌尿器科 ,
眼科 , 耳鼻咽喉科 , 脳神経外科 , 精神科 , 放射線科 , 麻酔科 ,
リウマチ科 , 歯科口腔外科
④駐車場
４２０台

西北中央病院は廃院と
なり、新病院『つがる
総合病院』として新た
なスタートを切ります。
　新病院の主な役割である、救急医
療、高度医療、急性期医療、専門医
療を提供するとともに、圏域内の病
院・診療所と連携を密に図りながら、
より良い地域医療体制を構築して参
ります。

平成26年４月１日（火） 午前７時 00分 開院

五所川原駅

▲ 至 松島町

▼ 至 鰺ヶ沢町

▲ 至 金木町

エルム方面▲

文

文

〒

ローソン

サンクス

ホテル
サンルート
パティオ

南小学校

旧西北中央病院
ローソン

ローソン

サンクス

立体駐車場

寺町

本町

ホテルサンルート

増田病院

五所川原
第一高等学校

みちのく銀行青森銀行
ファミリー
マート

P

つがる総合病院

五所川原駅から車で３分、徒歩で７分
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９F

８F

７F

６F

５F

４F

３F

２F

１F

リハビリテーション部・人工透析室・手術室・
家族控室・医局

つがる西北五広域連合
　事務局・病院運営部・事務部・療養学級室

外来・医事課・訪問看護センター・自動精算機・
投薬窓口・再来受付機・中央処置室・化学療法室・
相談室・理容室・レストラン・売店・図書コーナー・
立体駐車場・駐車料金事前精算機

正面玄関・健診センター・生理検査・内視鏡検査・
放射線検査・救急外来・防災センター・大ホール

① 総合案内・地域連携室・患者相談窓口
② 初診受付・再診受付
③ 紹介受付
④ 入退院受付
⑤ 料金計算・文書窓口
⑥ 会計

◆医事課窓口◆

◆外来◆

夜間及び休日の受付は、救急外来にて行います。

フロア紹介

精神科

小児科
形成外科

泌尿器科

整形外科

眼科

内科
内科

外科

脳神経外科

産科婦人科

皮膚科

リウマチ科

歯科口腔外科

耳鼻咽喉科

東棟 病室 901 ～ 918 西棟 病室 921 ～ 940

東棟 病室 801 ～ 818 西棟 病室 821 ～ 837

東棟 病室 701 ～ 718 西棟 病室 721 ～ 739

東棟 病室 601 ～ 618 西棟 病室 621 ～ 641

東棟 病室 510 ～ 520

東棟 病室 501 ～ 509 西棟 病室 521 ～ 536
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Ⅶ バス停留所「つがる総合病院前」

　つがる総合病院の開院に合わせて、バス停留所
を新設し、一部路線変更を行いました。（五所川原
駅周辺からつがる総合病院、五所川原市役所周辺
の区間が変更となった路線があります。）
　路線バスをご利用の方は、あらかじめご確認を
お願いします。

※　上記以外の路線は、病院前に乗り入れしません。
「寺町」または「本町」停留所をご利用ください。

つがる総合病院　バス待合所

病院前に乗り入れする路線
広域バス路線

五所川原　～　青　　森　線
弘　　前　～　五所川原　線
五所川原　～　小　　泊　線
五所川原　～　鰺 ヶ 沢　線

五所川原市内路線
高野環状線

飯詰能開短大環状線
藻川線

平成 26年４月１日から運行を開始します。
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バス停留所「つがる総合病院前」には、
停留所が２か所あります。

病院から乗車される方は、停留所①にて
お待ちください。
行き先（駅経由または目的地行）をご確認のうえ、
乗車をお願いします。

停留所②
降りる人専用

停留所①
乗る人専用

つがる総合病院を利用される際には、病院
前またはその近辺に停車する路線バスのご
利用が便利です。駐車場の混雑や周辺の渋
滞緩和のためにも、バス等の公共交通機関
をぜひご利用ください。

停留所②停留所②

停留所①停留所①

停留所②

停留所①

バス待合所 正面玄関
病院敷地

公共交通機関の利用をおすすめします。
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