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年を振り返ってみますと、ソチオリンピック・

フィギュアスケートで金メダルに輝いた羽生

結弦選手をはじめとして、ヤンキースの田中将大投手、

全米オープンテニス準優勝の錦織圭選手など、スポー

ツの世界における日本の若者たちの活躍に勇気をも

らった一年でした。一方で国内に目を向けてみますと、

乳幼児の虐待や脱法ドラッグによる無差別の殺傷事件

が後を絶たず、また、高齢女性による耳を疑うような遺

産目当ての連続殺人事件など、混沌とした世相を映し

た暗い出来事が記憶に残る年でもありました。

　さて、医療界におきましては、安倍政権下における平

成26年度診療報酬改定では、いわゆる「2025年問題」と

いうキーワードに包括された超高齢化社会における地

域医療再編方針が明確に示されました。厳しい重症度・

看護必要度の基準と在宅復帰率という巧妙なスケール

を用いた7：1急性期病床から亜急性期・回復期・療養病

床への誘導策、各種施設基準の厳格化、そして消費税

3％増税による影響など、昨年度の急性期病院の大半が

青息吐息の状況ではなかったかと思います。過去には

なかった強引さで、安倍政権の自信のほどが窺える内

容です。そして、6月18日には、医療法と介護保険法改定

を一本化した「地域における医療及び介護の総合的な

確保を推進するための関係法律の整備等に関する法案

（医療・介護総合法案）」が可決成立しました。

　そして、10月からは病床機能報告が始まりました。都

道府県は国が提示するガイドラインに従って、病院か

ら報告された各種データの解析をもとに平成27年度中

に地域の特性、実情に合った地域医療ビジョンを策定

して新たな体制作りと住民への情報開示を進める予定

になっています。厚労省が持つ急性期入院診療に関る

DPCデータと、外来診療レセプト、特定健診などの電子

化データの分析に人口動態分析を加えれば、自動的に

医療再編がシミュレーションできてしまうとも聞きま

す。しかしながら、医療、介護、福祉というデリケートな

地域性を持つ分野がICTでもって翻弄されることは決

して望ましいことではありません。国や県ではなく地

域に密着した行政、医師会、病院が、それらのデータを

参考にしつつ議論を尽くして地域医療再編に汗を流す

必要があるのではないでしょうか？

　当院のような市民が作った公立病院には、地域医療

ビジョンの根幹をなす超高齢化社会へ向けた「地域包

括ケアシステム」の構築において、総合病院の特色を生

かしつつ、急性期医療に偏重しない地域ニーズに対応

できる新しい地域中核病院の診療形態が望まれてくる

ように思います。十分に医師会との協調を図りながら

貢献していきたいと考えています。

　今年は未（羊）年です。羊は草食で角も丸く収めて温

和な動物の代表です。国が進める医療改革は痛みを伴

う厳しい改革であることを自覚しつつも、穏やかでい

さかいのない良い年となることを願って頑張ってまい

りたいと思います。ご支援のほどよろしくお願い申し

上げます。

昨

新年明けましておめでとうございます

新任医師
紹 介

　昭和56年に神戸大学を卒業して、大阪医大や県立病院等への勤務を経て当院にまい
りました。当院はCTやMRI等の機器が充実しており、優秀な技師にも恵まれいい環境で
す。放射線診断において、少しでも地域医療機関の先生方のお役に立てれば幸いです。

趣味：音楽鑑賞放射線科部長
まつ  い りつ  お

松井  律夫
所属学会（資格）等 ● 日本医学放射線学会（放射線診断専門医）

● 日本核医学学会（核医学専門医、PET核医学認定医）



膚科を
ご紹介します。皮

　地域医療関係の先生方、平素より大変お世話になり
ます。また、多数の患者様をご紹介いただきありがと
うございます。

腎臓内科の診療について

● 内科医長　丹田 修司

※ 血液透析（2週間）、
　 腹膜透析（3週間）、腎移植（他院紹介）

　 腎生検入院 （5泊6日）1

　 腎代替療法導入入院3

随時、曜日、期間の
調整は行っています　 保存期腎不全教育入院 （6泊7日）2 その他、感染症、薬剤によるAKIや原因不明の腎障害、電解質・

酸塩基異常の精査等にも適宜対応いたします。月～金曜日ま
で毎日、地域医療枠を設けていますのでご利用いただけまし
たら幸いです。

　左記　、　で腎疾患の進行抑制、透析導入を少しでも先延ば
しにすることを目標としていますが、腎臓の性質上、腎代替療
法が必要な方が出てきます。腎不全が進行してきた場合、上記
の腎代替療法について患者さんに説明し、いずれかを選択し
ていただきます。血液透析、腹膜透析導入については事前に内
シャント造設、腹膜透析チューブ留置術を行った上で、安全に
透析導入を行います。血液透析に関しては今年の2月より透
析ベッドを段階的に増床し、最終的に17床にする予定です。
当院で透析導入となる方のうち、送迎なしで通院できる方の
通院透析や、合併症入院などへの治療の幅が広げられると考
えています。(他院で透析されている方の転院の上での通院透
析は対応しておりません。）　　　　

　

　頻度の高いIgA腎症から希少疾患まで診断から治療まで
行っています。以前は予後が比較的良いとされていたIgA腎
症の方の中には透析導入に至るような予後の悪い方がおられ
ます。腎機能が正常で尿所見異常(尿蛋白、尿潜血)のみの方が
腎生検のよい適応になります。蓄尿もしくはクレアチニン補
正で0.5g以上の尿蛋白があることを基準にしています。早期
の診断、評価でIgA腎症に対する扁摘パルス療法など予後を
改善する治療介入につなげることが可能となります。腎疾患
の進行抑制にはこの早期の段階での介入が大事であり、当科
としても最も力を注いでいます。

　腎不全についての教育、食事療法を中心に行っています。血
圧コントロールが不良、尿蛋白が多い方、また糖尿病性腎症の
方などの腎予後が不良であることが予想され、食事療法の介入
の効果が期待できる方を中心に入院していただいています。

1 2

当院ではすべての段階の腎障害（AKI（acute kidney injury）, 
CKD（chronic kidney disease））患者さんの加療を行ってい
ます。下記の3つのクリティカルパス入院を中心に随時、対応
しています。

褥瘡回診の様子褥瘡回診の様子り
と

植（他院紹介）
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1　当科では常勤医1名と非常勤医1名で診療にあたって
おります。非常勤医は毎週金曜日に診察を行っています。
外来診察では皮膚疾患すべてに対応しています。乾癬や
アトピー性皮膚炎などの慢性疾患から急性感染症、熱傷
などの急性疾患、皮膚潰瘍や膠原病などの難治性疾患に
も対応しています。また、診断不明な臨床例などにも積極
的に皮膚生検を行っています。
　手術治療は毎週金曜日に行っています。局所麻酔の外
来日帰り手術を中心に行っています。対象疾患は粉瘤や
脂肪腫などありふれた皮膚腫瘍が多く、その他にも皮膚
科領域の手術は可能な限り行っています。地域の先生方
の紹介などもあり手術件数は増加傾向にあります。
　また、皮膚科の院内業務として褥瘡対策チームによる
褥瘡回診を行っています。救急患者の増加に伴い褥瘡を
持った患者様の入院が増加しております。入院中に少し

でも褥瘡を改善させるためにできるだけの努力をしてお
ります。退院後は在宅や地域医療にかかわる先生方のお
世話になると思いますが、よろしくお願いします。
　常勤医1名とマンパワーは不足していますが、地域医療
に貢献すべく当科としての役割を果たす所存でございま
す。今後もよろしくお願いします。

野田部長（写真右）
在田非常勤医師（写真中央）

腎臓内科医（写真左から）
西原専修医、福井副医長、
丹田医長、大石副医長
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第21回 明石市医師会
地域医療連携交流会報告

　昨年11月27日（木）18時より、ホテルキャッスルプラ

ザ西明石において、明石市内の医療機関を対象に明石

市医師会地域医療連携交流会が開催されました。総勢

200名を超える参加があり、当院も今年度は当番病院

ということで50名余りと多数参加させていただきま

した。

　講演会では、最初に当院理事長から活動状況につい

て報告致しました。特別講演では、日本慢性期医療協

会会長 武久 洋三先生から「2014年 診療報酬改定にお

ける医療機能分化～地域包括ケアシステムの動向～」

と題してお話しいただきました。

　講演内容は、高齢化が進む2025年の医療介護体制を

見据えたものでした。

要約すると次のようになります。

①「まともな慢性期医療がなければ日本の医療は成り立た
ない」こと、「中小病院は在宅療養支援の拠点」という病
院の立ち位置を理解することが重要。
②病院は治療の場であることを明確にし、慢性期病院の機
能分化の必要性、医療介護の多機能な施設を持たなけ
れば、これからは医療だけでは難しい時期にきている。

③病床機能分化については、急性期は高度急性期とし、一
般急性期と回復期を地域包括期に考え、慢性期、介護期
とする。
④病院と診療所は密に連携し、9時̃17時は在宅支援診療
所の活用を行い、夜間は在宅療養後方支援病院と協力
体制を取れるような雑貨店型の在宅療養支援ネット
ワーク作りが必要。
　今後の医療施策を踏まえた内容に、いろいろと考え

させられました。

　引き続き行われた懇親会では、市内の地域医療機関

のみなさまに各診療科医師から診療内容紹介を行い、

またポスター展示では、救急総合診療科、消化器内科、

臨床検査課が活動状況や積極的なPRを行いました。

　こうして、限られた時間の中でしたが、地域医療機

関のみなさまと顔の見える交流を図ることができ、厚

くお礼申し上げますとともに、今後も変わらぬご支援

を賜りますようお願いいたします。

　“患者さんの急変”これは私たち医療従事者にとっても、
患者さんや家族にとっても辛く悲しい出来事です。でも、
私たちが「患者さんが急変した」と言う前に、患者さんの多
くは何らかのサインを出しています。そのサインに気づく
ことができるかどうかで看護の質は変わってきます。患者
さんのベッドサイドで話を聞き、ケアを行う何気ない日常
の中で小さな異変に気づき、早期介入ができれば急変と言
われる大きな異変にはならないこともあります。
　そこで、看護師として正しく観察を行い、緊急性を判断
する能力を高めるために「看護師のためのフィジカルアセ
スメント」の研修会を行いました。昨年は、6月23日（月）に
新人から卒後3年目までを対象とした基礎編（参加者：院内
20名・院外41名）、10月2日（木）には看護職全員を対象と
した応用編（参加者：院内34名・院外25名）を行いました。

グループワークでは、初めて顔を合わせた即席のメンバー
にも関わらず活発な意見交換ができていました。そして、
経験年数が少ない看護師は先輩から観察力の深さや判断
力を学び取っていたようです。
　「いかなるときも正しく観察ができなければ、一生懸命
にケアをしても役に立つ看護師とは言えない。」これは
F．ナイチンゲールの言葉です。私たちが行う看護は観察に
始まり観察に終わります。私は、日々の患者さんとの関わ
りの中で、アンテナを高く張り、「いつもと何かが違う」と
いう情報をキャッチできる感性を養っていくことが看護
師として必要な生涯学習だと思っています。
　2015年2月9日（月）・23日（月）に「看護師のためのフィジ
カルアセスメント（応用編PART2）」を行いますので、ご興味
のある方はお気軽にご参加ください。お待ちしております。

「看護師のためのフィジカルアセスメント」
救急看護認定看護師　岡崎  智絵

医 療 従 事 者 向 け 研 修 会



　早いもので、地域連携でお世話になって1年経とうとしています。地域
医療機関の先生方には、これまで数々のご迷惑をおかけしましたが、
今後もがんばってまいりますのでよろしくお願いいたします。（N）

編 集
後 記

　早
医療
今後

　今にも泣きだしそうな灰色の空に色鮮やかな風船が
舞い、ファンファーレとともに「第3回病院まつり」は
スタートしました。今回は「繋げようあなたとの絆
届けようあなたへの愛」をテーマに、前年よりさらに内
容を充実させるよう全職種が一丸となって企画・運営を
行いました。大人の方には例年好評をいただいている頸
動脈エコー・血管年齢・骨密度など健康測定や健康相談
に加え、禁煙相談・ウロギネ相談とミニ公開講座を開催
しました。今年はお子さん方への企画も多数準備し、ER
体験、大腸カメラ・腹部エコー体験や薬剤師体験を通し
て医療に興味を持っていただけたのではないかと思っ
ています。屋外では、伊川谷中学校、兵庫大学の両吹奏楽

。地域
たが、

部の演奏や、卸売市
場さんのご厚意に
よるりんごの無料
配布でまつりをさ
らに盛り上げてい
ただきました。
　あいにくの曇り空にもかかわらず、例年を上回る
約1,400人の方のご参加をいただき、今年のテーマ
どおり、地域の方々との絆をさらに深めることができ
た1日でした。これからも地域のみなさまの信頼を得ら
れるよう一層努力して参りますので、今後ともよろし
くお願いいたします。

 病院まつり報告 2014年11月2日（日）開催第3回

　昨年12月6日（土）に、入院患者さんにクリスマス気分
を感じていただくため、第14回院内コンサートを開催
しました。
　今回は、当院の女性職員によるハンドベル演奏、院内

ボランティア「まごころ」によ
る手話ソングを披露していた
だきました。またスペシャルゲ
ストとして“ヤマモト”さんを
お迎えし、懐かしの名曲をギ
ターの弾き語りで演奏してい

ただきました。会場
には美しいハンド
ベルの音色や歌声、
心落ち着くギター
の音が響き渡り、ま
さにコンサート
ホールのようでした！
　入院患者さんとご家族合わせて約100名の皆様と一
緒にクリスマスソングを歌い、とても楽しいひとときを
過ごしました。

院内コンサートを開催しました

地域の医療機関（登録医）の先生方と顔の見える連携・交流を図るため、合同カンファレンスを開催します。
日程については次のとおりです。詳細が決まり次第、登録医の先生方にご案内させていただきます。

● 平成27年3月5日（木） 19時～／脳神経外科　● 平成27年3月19日（木） 19時～／循環器内科

●久々 に楽しく歌い、本当に良かったです。
　　　　　　　　　　ありがとうございました。

●歌の力に元気を頂きました。

●昭和歌謡で、懐かしく楽しめました。

●ギターの弾き語りが大変良かったです。

●院内ボランティアの方が、手話ソングを
　　一生懸命されていたところに励まされました。

●病院でクリスマスが出来て良かった！
　　キズの痛みを忘れられた！ありがとう！

いただ
いた

感想

…など多数 当日アンケート結果より

地域の医療機関（登録医）の先生方と顔の見える連携 交流

合同カンファレンス予告
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画像オープン検査
● オープン検査のお申し込み方法
画像検査申込書（様式2－1～4）に必要事項をご記入のうえ、FAXにて地域医療連携課にお申し込みください。
なお、予約状況につきましては、あらかじめ、お電話にて地域医療連携課にお問い合わせください。

＊時間外・土曜日の検査につきましては、支払い方法が異なりますので、地域医療連携課にお問い合わせください。

放射線科 様式2-1・2-2にご記入ください。

生理検査 様式2-3・2-4にご記入ください。

乳腺

骨シンチ

心筋シンチ

心筋シンチMIBG

脳血流シンチ
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○

－

－

－

－

17：00～19：00

○

○

18：00～19：00

○

○

16：20

○

○

○

－

－

○

17：00～19：00

○

○

18：00～19：00

○

○

○

○

－

○

11：30

－

17：00～19：00

○

○

18：00～19：00

16：20

○

○

○

○

－

○

－

－

○

○

○

－

16：20

○

○

○

○

○

－

－

○

17：00～19：00

○

○

18：00～19：00

○

○

－

－

－

－

－

－

－

時間外

（単純のみ）

9：00～9：40

（朝食抜き）

時間外

（単純のみ）

10：00～11：30

検査項目 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

平成27年1月5日現在

＊医療費請求方法が異なりますので、事前手続きが必要となります。 詳細につきましては、地域医療連携課にお問い合わせください。

脳波（土曜日は賦活なし）
NCS（ペースメーカーは禁忌） 16：00 16：00 16：00 16：00 16：00 9：00／10：30

ホルター心電図
ABPM
ENoG（ペースメーカーは禁忌）

16：00 16：00 16：00 16：00 16：00

心電図
ABI
呼吸機能

8：30～17：00 8：30～17：00 8：30～17：00 8：30～17：00 8：30～17：00

9：45／11：15

簡易PSG（一日1枠） 8：30～17：00 8：30～17：00 8：30～17：00 8：30～17：00 8：30～17：00 9：00～12：00

心エコー
下肢静脈エコー 15：00 － 15：00 15：00 15：00 9：00／9：45

10：30／11：15

腹部エコー（昼食抜き）
頸動脈エコー 16：00／16：30 16：00／16：30 16：00／16：30 16：00／16：3016：00／16：30 9：00／9：45

10：30／11：15

検査項目 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

脳波・NCSは波形の結果のみです。所見が必要な場合は診察予約をお願いします。

明石市立市民病院　地域医療連携課
直通TEL 078-912-2359 直通FAX　078-912-2362 日本医療機能評価機構認定病院

(代表) 078-912-2323



明石市立市民病院 外来診察一覧表
明石市立市民病院 地域医療連携だより　vol.11

は、「紹介予約」患者 診療担当医
（再診）でも初診紹介は受け付けます

● 患者様からの診察予約や予約変更は15：00～16：30の間にお願いします。
● 医療機関からの紹介・予約は「地域医療連携課」で8：30～19：00の間承っております。但し、翌日分予約は当日17：00までとなります。
（※1） 木曜日のみ、丹田医師（腎臓）診察枠あります

平成27年1月5日現在


