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　当院では12月から紹介患者さまへのサービスを行うため、「紹介カウン
ター」を設置しました。地域医療機関の先生方からご紹介いただいた患者さ
まは、この「紹介カウンター」で医療介護連携課の事務職員が受付させてい
ただいています。スタートしてから１か月ほど経過していますが、受診後の
患者さまの評判はいかがでしょうか。
　今年も更に地域医療機関の先生方との絆を強くさせていただくため、新た
な気持ちでスタートします。
　今後ともよろしくお願いします。

Me�age
年中は当院に格別のご高配を賜りまして誠
にありがとうございました。関係の皆さま

のご支援のお陰で患者数・手術症例数ともに前年
度に比べて増加し、収支も黒字ベースで推移して
おります。
　昨年の国内外の情勢を振り返ってみますと、明
るい話題としては、日本人研究者　大村智氏と梶
田隆章氏がノーベル賞を受賞されたことを挙げた
いと思います。日本の科学水準の高さを世界に示
すとともに、これからの日本を担う青少年に将来
の研究活動への動機付けになったのではないでし
ょうか。さらに「下町ロケット」など我々日本人
の研究・開発に掛ける情熱を描いたドラマも話題
になりました。これに対してイスラム国（IS）に
よるテロ活動、さらに南シナ海での中国の膨張的
進出や、これにともなう本邦での安保法案の可決
などなにやら国外では物騒な話題の多い一年でし
た。さらにオリンピックのロゴマークや東芝の会
計操作など、「偽装」が世の中に吹き出してきた
印象があります。当院においても関係者のモラル
アップとリスクヘッジに留意しながら、実直な活
動を進めてまいりたいと思います。
　さて医療界において2016年は地域医療の提供体
制が、過去にないほど激変する可能性がありま
す。一昨年度に可決された「医療・介護一括法」
は、各医療機関に対して病床機能報告制度を義務
づけており、病床機能の現状（人員配置、手術件
数など）と、今後の方向性を都道府県に報告がは
じまっています。先日当院で講演された国際医療
福祉大学の武藤正樹教授のお話にもありましたよ
うに、病床機能報告制度の手術件数等は、レセプ
トや特定健診の情報が集積されたナショナルデー
タベースから自動的に集計されます。高度急性期
を目指す病院であっても、他院とデータを比較す
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れば地域内でその役割が適切か否かが明らかにな
るとのことで、地域医療ビジョンは、都道府県と
医療機関を含めた「協議の場」で議論されること
になっています。昨年後半には東播磨圏域で２回
の病床機能に関する会議が開催されました。詳細
の決定は来年以降になりそうですが、病床機能分
化と連携は、より具体的に進むと予想されます。
いずれにせよ、近日中に始まる新専門医制度とと
もに、適切な病床数と地域・病院の医師を確保す
ることが極めて大切ですので、大学や他の施設と
十分に情報交換しながら柔軟に対応していきたい
と思います。
　今年は申年です。十二支の９番目の干支「申（さ
る）」ですが、なぜ漢字の「猿」ではなくて「申」なの
かをご存知でしょうか。申は「呻く（うめく）」の意味
です。これも語源は樹木の成長に例えられます。
「申」の呻くは「果実が成熟して行って、固まって行く
状態」を表しています。「形が明らかになってくる」、
「実が固まっていく」ということです。新年を迎える
にあたって、ぜひ「申（さる）」の本当の意味と漢字に
ついて知って、幸運を引き寄せたいものです。
　当院は今後も国内の医療改革に柔軟に対応しつ
つ、行政・医師会と協調しながら、地域のみなさ
まとともに歩んで参ります。市民の皆様にとって
も病院にとっても安らかな良い年になることを願
って頑張って参りたいと思います。これまで同様
にご支援のほどよろしくお願い申し上げます。

　12月5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に、第15回院内コン
サートを開催しました。

　今回は、当院の職員によるハンドベルとウインドシンセサイザーの演
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“ゆうゆう明石”さんをお迎え
し、オカリナ演奏を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、心癒されるオカリナの音色が響き渡り、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を合わせて約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院内コンサートを開催しました

『いただいた感想』
○オカリナの音色に癒されました。
○アットホームであたたかい雰囲気でよかっ
たです。
○ハンドベルの音がキレイでとてもよかった
です。
○楽しいひとときをありがとうございます。
　　　　　　　　　　　　　　など多数　　

当日アンケート結果より

　去る平成27年11月３日、「第４回
病院まつり」が開催されました。
　今回は「笑顔が集い　絆深まる　み

んなの病院」をテーマに、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・骨密度などの健康測
定を行い、健康相談では普段聞けないことを医師へ相談されていました。お子さん
向けの催しでは救急医師体験、薬剤師体験、内視鏡カメラ・エコー操作体験を楽し
んでもらい、昨年以上に大盛況でした。この体験を通じて医療に興味を持っていた
だけたのではないかと思います。２階の特設ステージでは錦城中学校の吹奏楽部の
演奏や、ちびっこダンス、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
盛り上げていただきました。
　約1,200人の皆様にお越しいただき、ありがとうございました。これからも地域のみなさまの信頼を得られるよ
う職員一同頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。

病 院 ま つ り第４回

　平成24年に新型インフルエンザ等対策特別措置法
が制定され、高病原性鳥インフルエンザ等の流行に
備え全国で体制整備がすすめられてきました。東播
磨地域でも毎年対応訓練が行われていますが、当院
では７回目となる訓練を10月３日に実施しました。
今年は健康福祉事務所や医師会、明石市、消防本

部、兵庫県立大学看護学部の関係者
の皆さんにご
協力頂きまし
た。
　訓練は「東
播磨地域で感
染が拡大し、地
域住民の被害軽
減のために協力
医療機関で診療

を行うことになった。
当院は、外来午後診を
新型インフルエンザの
診療に切り換え、重症者
の入院を受け入れる。病
原性や感染性の知見が不
十分な為に最高レベルの感染対策で対応する。」と
いう想定でした。一般診療と新型インフルエンザ診
療を時間や空間を隔離することで対応する手順や、
地域医療機関からの重症患者の受け入れ手順など訓
練を通して確認しました。設備や体制に限界がある
中で、まだまだ多くの問題を解決していかなければ
なりません。機能的で安全性が高い体制整備に向け
て今後も更に検討や訓練を重ね、地域の感染制御の
支えとなれるよう努力してまいります。

新型インフルエンザ対策訓練を実施しました
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臨 　臨床検査課では、21名の臨床検査技師で業
務を行っています。
　患者さん中心の医療に基づき『検査データ
を正確・精密・迅速に』を基本方針にあげ、緊急
検査項目については365日24時間体制で検査
を実施しています。

　輸血関連では、輸血の安全性や血液製剤の
有効利用に努めています。感染予防では細菌
検査室が医療安全推進室と連携し、院内感染
予防活動の拠点となっています。また、チーム
医療の一環として糖尿病教室や栄養サポート
チームの活動に参加し、他職種のスタッフと協
力して診療支援を行っています。

　当院では地域の先生方と円滑な連携を図り、
適切な医療サービスの提供ができることを目
標としております。また、地域の医療機関に当
院の検査機能を活用して頂けるよう生理検査
のオープン検査を2011年より実施しました。登
録して頂ける病院も徐々に増えております。
　オープン検査は現在13項目の検査を行って
います。検査は平日だけでなく土曜日の午前中
にも行っていますので、平日にお休みを取りに
くい患者さまでも土曜日に検査を受けて頂くこ
とが出来ます。検査結果は当日ないし翌日中に
郵送いたします。

　当院では、2025年に向けて、医療・介護サービスの総合的な
充実を図るため、公的な医療機関として地域包括ケアシステム
における中核的な役割を担うべく、地域と共に推進する医療の
提供を進めております。
　その中で、在宅患者さんとかかりつけ医の後方支援病院とし
ても機能できるように体制を強化し、在宅復帰への支援や在宅
医療を担っておられるかかりつけ医の後方支援など、地域の患
者さんに切れ目のない医療、介護を提供できるように努めてお
ります。これからは介護事業者などの多職種と連携ができる病
院でありたいと思っています。その取り組みとして、12月１日か
ら医療介護連携課内で入院サポート相談および退院調整を行
う入退院支援を行えるよう移転いたしました。
　当初入院サポートセンターは、平成27年９月より既存の面談
室を使用して看護師１名で開設しました。12月中旬には、病棟・
手術・外来に精通したベテラン看護師２名、患者相談支援・退院
調整を担ってきた看護師１名となりました。対象は入院され手術
を受けられる患者さんを主として、入院・手術に際し不安なく入
院していただけるよう説明と聞き取りが中心となっています。入
院から退院までの検査、治療、処置などのスケジュールの確認
をしながら説明を行っています。治療がスムーズに行えるよう
内服薬の確認やアレルギー状況も聞き取りしています。日常生
活状況、介護保険の利用、ケアマネジャー、かかりつけ医につい
てもお伺いしています。患者さん個々の状況に応じて、訴えに耳
を傾けながら対応しています。年度内には全診療科に拡大して

　また、SAS（睡眠時無呼吸症候群）の検査であ
る簡易PSG（終夜睡眠ポリグラフ）につきまして
は、自宅で検査を行い、機器を返却して頂きま
す。解析ソフトだけでは不十分なため、臨床検
査技師が全てのSｐO2の変化や呼吸状態の波
形に目を通してから解析を行い、より精度の高
いデータを返却いたします。

　オープン検査を行うことにより地域医療に少
しでも貢献できるように頑張っていきますので
地域の先生方のご支援をよろしくお願いいた
します。

入 院 サ ポ ー ト セ ン タ ー の 開 設
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オープン検査項目
＊心電図検査（＋３分も可）

＊ホルター心電図

＊脳波（波形のみお返しします。診断は致しません）

＊血圧脈波検査（ABI）

＊24時間自由行動下血圧検査（ABPM）

＊神経伝導検査（検査結果のみお返しします。診断は致しません）

＊簡易型PSG（睡眠時無呼吸検査）

＊超音波検査（心臓・腹部・頸動脈・下肢静脈）

＊ENoG

＊呼吸機能

いく計画です。
　退院支援の中で入院サポートセンター看護師が、入院前から
退院調整準備を行い、医療ソーシャルワーカーにつないでいま
す。介護サービスを受けておられる場合には、患者・家族さんか
ら同意をもらいケアマネジャーに情報提供を行っております。
　地域の病院・診療所と相互の医療機能を活かした役割分担
と、患者本位でスムーズな連携を推進していく上で、入院サポー
トセンターも地域の医療・介護の連携を進めていく役割の一旦
も担っていきたいと思っております。患者さんを安心してご紹介
いただけるよう、患者サービスの向上に努めてまいりたいと思
います。

　生理検査オープン検査につきましては、検査
の委受託における当院との覚書の締結が必要で
す。詳細は、医療介護連携課にお問い合わせく
ださい。

紹介カウンターを開設しました
　平成27年12月１日より、紹介患者さまの受付・案内をさせていただくため「紹介カウン
ター」を設置しました。来院されてすぐに分かるよう、正面玄関を入っていただいた真正面が
「紹介カウンター」の設置場所です。
　紹介状をお持ちの患者さまは、こちらの「紹介カウンター」でまず受付させていただき、受
付登録できましたら係の者が診療科までご案内するシステムです。地域医療機関から紹介をお
受けした患者さまの待ち時間の短縮や診療状況の把握を図り、紹介・逆紹介等の連携が円滑に
進められるよう努めてまいりたいと考えています。

　このたび当院は、医療法人明石医療センターとともに明石市から「災害対応病院」に指定される運びとなり、平成28年１月
16日、明石市役所にて調印式が執り行われました。泉房穂明石市長並びに明石医療センターの澤井重明理事長と協定書への署
名を行い、指定通知書の交付を受けました。
　災害対応病院は、県が指定する災害拠点病院に準じるもので、災害時において、他の医療機関で対処できない傷病者の受
入・治療や、市が設置する救護所への救護班の派遣や医薬品の提供などの役割を担います。
　当院は、平素から、地域の基幹病院として災害時において適切に対応できるよう、災害
対策本部の立ち上げを想定した机上訓練や、ＪＭＡＴ（日本医師会災害医療チーム）研修、
ＭＣＪＳ（多数傷病者への対応標準化トレーニングコース）研修といった外部研修にも積
極的に参加するなど、災害時対応にかかる意識やレベルの向上に取り組んでいます。　
　今回の災害対応病院への指定を契機として、災害時に中心的な役割を果たす病院として
のさらなる自覚をもって、平常時の準備を怠ることなく、しっかりと責任を果たしてまい
ります。

「災害対応病院」に指定されました
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調整を担ってきた看護師１名となりました。対象は入院され手術
を受けられる患者さんを主として、入院・手術に際し不安なく入
院していただけるよう説明と聞き取りが中心となっています。入
院から退院までの検査、治療、処置などのスケジュールの確認
をしながら説明を行っています。治療がスムーズに行えるよう
内服薬の確認やアレルギー状況も聞き取りしています。日常生
活状況、介護保険の利用、ケアマネジャー、かかりつけ医につい
てもお伺いしています。患者さん個々の状況に応じて、訴えに耳
を傾けながら対応しています。年度内には全診療科に拡大して

　また、SAS（睡眠時無呼吸症候群）の検査であ
る簡易PSG（終夜睡眠ポリグラフ）につきまして
は、自宅で検査を行い、機器を返却して頂きま
す。解析ソフトだけでは不十分なため、臨床検
査技師が全てのSｐO2の変化や呼吸状態の波
形に目を通してから解析を行い、より精度の高
いデータを返却いたします。

　オープン検査を行うことにより地域医療に少
しでも貢献できるように頑張っていきますので
地域の先生方のご支援をよろしくお願いいた
します。

入 院 サ ポ ー ト セ ン タ ー の 開 設
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オープン検査項目
＊心電図検査（＋３分も可）

＊ホルター心電図

＊脳波（波形のみお返しします。診断は致しません）

＊血圧脈波検査（ABI）

＊24時間自由行動下血圧検査（ABPM）

＊神経伝導検査（検査結果のみお返しします。診断は致しません）

＊簡易型PSG（睡眠時無呼吸検査）

＊超音波検査（心臓・腹部・頸動脈・下肢静脈）

＊ENoG

＊呼吸機能

いく計画です。
　退院支援の中で入院サポートセンター看護師が、入院前から
退院調整準備を行い、医療ソーシャルワーカーにつないでいま
す。介護サービスを受けておられる場合には、患者・家族さんか
ら同意をもらいケアマネジャーに情報提供を行っております。
　地域の病院・診療所と相互の医療機能を活かした役割分担
と、患者本位でスムーズな連携を推進していく上で、入院サポー
トセンターも地域の医療・介護の連携を進めていく役割の一旦
も担っていきたいと思っております。患者さんを安心してご紹介
いただけるよう、患者サービスの向上に努めてまいりたいと思
います。

　生理検査オープン検査につきましては、検査
の委受託における当院との覚書の締結が必要で
す。詳細は、医療介護連携課にお問い合わせく
ださい。

紹介カウンターを開設しました
　平成27年12月１日より、紹介患者さまの受付・案内をさせていただくため「紹介カウン
ター」を設置しました。来院されてすぐに分かるよう、正面玄関を入っていただいた真正面が
「紹介カウンター」の設置場所です。
　紹介状をお持ちの患者さまは、こちらの「紹介カウンター」でまず受付させていただき、受
付登録できましたら係の者が診療科までご案内するシステムです。地域医療機関から紹介をお
受けした患者さまの待ち時間の短縮や診療状況の把握を図り、紹介・逆紹介等の連携が円滑に
進められるよう努めてまいりたいと考えています。

　このたび当院は、医療法人明石医療センターとともに明石市から「災害対応病院」に指定される運びとなり、平成28年１月
16日、明石市役所にて調印式が執り行われました。泉房穂明石市長並びに明石医療センターの澤井重明理事長と協定書への署
名を行い、指定通知書の交付を受けました。
　災害対応病院は、県が指定する災害拠点病院に準じるもので、災害時において、他の医療機関で対処できない傷病者の受
入・治療や、市が設置する救護所への救護班の派遣や医薬品の提供などの役割を担います。
　当院は、平素から、地域の基幹病院として災害時において適切に対応できるよう、災害
対策本部の立ち上げを想定した机上訓練や、ＪＭＡＴ（日本医師会災害医療チーム）研修、
ＭＣＪＳ（多数傷病者への対応標準化トレーニングコース）研修といった外部研修にも積
極的に参加するなど、災害時対応にかかる意識やレベルの向上に取り組んでいます。　
　今回の災害対応病院への指定を契機として、災害時に中心的な役割を果たす病院として
のさらなる自覚をもって、平常時の準備を怠ることなく、しっかりと責任を果たしてまい
ります。

「災害対応病院」に指定されました
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　当院では12月から紹介患者さまへのサービスを行うため、「紹介カウン
ター」を設置しました。地域医療機関の先生方からご紹介いただいた患者さ
まは、この「紹介カウンター」で医療介護連携課の事務職員が受付させてい
ただいています。スタートしてから１か月ほど経過していますが、受診後の
患者さまの評判はいかがでしょうか。
　今年も更に地域医療機関の先生方との絆を強くさせていただくため、新た
な気持ちでスタートします。
　今後ともよろしくお願いします。

Me�age
年中は当院に格別のご高配を賜りまして誠
にありがとうございました。関係の皆さま

のご支援のお陰で患者数・手術症例数ともに前年
度に比べて増加し、収支も黒字ベースで推移して
おります。
　昨年の国内外の情勢を振り返ってみますと、明
るい話題としては、日本人研究者　大村智氏と梶
田隆章氏がノーベル賞を受賞されたことを挙げた
いと思います。日本の科学水準の高さを世界に示
すとともに、これからの日本を担う青少年に将来
の研究活動への動機付けになったのではないでし
ょうか。さらに「下町ロケット」など我々日本人
の研究・開発に掛ける情熱を描いたドラマも話題
になりました。これに対してイスラム国（IS）に
よるテロ活動、さらに南シナ海での中国の膨張的
進出や、これにともなう本邦での安保法案の可決
などなにやら国外では物騒な話題の多い一年でし
た。さらにオリンピックのロゴマークや東芝の会
計操作など、「偽装」が世の中に吹き出してきた
印象があります。当院においても関係者のモラル
アップとリスクヘッジに留意しながら、実直な活
動を進めてまいりたいと思います。
　さて医療界において2016年は地域医療の提供体
制が、過去にないほど激変する可能性がありま
す。一昨年度に可決された「医療・介護一括法」
は、各医療機関に対して病床機能報告制度を義務
づけており、病床機能の現状（人員配置、手術件
数など）と、今後の方向性を都道府県に報告がは
じまっています。先日当院で講演された国際医療
福祉大学の武藤正樹教授のお話にもありましたよ
うに、病床機能報告制度の手術件数等は、レセプ
トや特定健診の情報が集積されたナショナルデー
タベースから自動的に集計されます。高度急性期
を目指す病院であっても、他院とデータを比較す

院長
あいさつ

新年明けましておめでとうございます

旧
副理事長 兼 院長

阪倉 長平

れば地域内でその役割が適切か否かが明らかにな
るとのことで、地域医療ビジョンは、都道府県と
医療機関を含めた「協議の場」で議論されること
になっています。昨年後半には東播磨圏域で２回
の病床機能に関する会議が開催されました。詳細
の決定は来年以降になりそうですが、病床機能分
化と連携は、より具体的に進むと予想されます。
いずれにせよ、近日中に始まる新専門医制度とと
もに、適切な病床数と地域・病院の医師を確保す
ることが極めて大切ですので、大学や他の施設と
十分に情報交換しながら柔軟に対応していきたい
と思います。
　今年は申年です。十二支の９番目の干支「申（さ
る）」ですが、なぜ漢字の「猿」ではなくて「申」なの
かをご存知でしょうか。申は「呻く（うめく）」の意味
です。これも語源は樹木の成長に例えられます。
「申」の呻くは「果実が成熟して行って、固まって行く
状態」を表しています。「形が明らかになってくる」、
「実が固まっていく」ということです。新年を迎える
にあたって、ぜひ「申（さる）」の本当の意味と漢字に
ついて知って、幸運を引き寄せたいものです。
　当院は今後も国内の医療改革に柔軟に対応しつ
つ、行政・医師会と協調しながら、地域のみなさ
まとともに歩んで参ります。市民の皆様にとって
も病院にとっても安らかな良い年になることを願
って頑張って参りたいと思います。これまで同様
にご支援のほどよろしくお願い申し上げます。

　12月5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に、第15回院内コン
サートを開催しました。

　今回は、当院の職員によるハンドベルとウインドシンセサイザーの演
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“ゆうゆう明石”さんをお迎え
し、オカリナ演奏を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、心癒されるオカリナの音色が響き渡り、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を合わせて約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院内コンサートを開催しました

『いただいた感想』
○オカリナの音色に癒されました。
○アットホームであたたかい雰囲気でよかっ
たです。
○ハンドベルの音がキレイでとてもよかった
です。
○楽しいひとときをありがとうございます。
　　　　　　　　　　　　　　など多数　　

当日アンケート結果より

　去る平成27年11月３日、「第４回
病院まつり」が開催されました。
　今回は「笑顔が集い　絆深まる　み

んなの病院」をテーマに、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・骨密度などの健康測
定を行い、健康相談では普段聞けないことを医師へ相談されていました。お子さん
向けの催しでは救急医師体験、薬剤師体験、内視鏡カメラ・エコー操作体験を楽し
んでもらい、昨年以上に大盛況でした。この体験を通じて医療に興味を持っていた
だけたのではないかと思います。２階の特設ステージでは錦城中学校の吹奏楽部の
演奏や、ちびっこダンス、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
盛り上げていただきました。
　約1,200人の皆様にお越しいただき、ありがとうございました。これからも地域のみなさまの信頼を得られるよ
う職員一同頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。

病 院 ま つ り第４回

　平成24年に新型インフルエンザ等対策特別措置法
が制定され、高病原性鳥インフルエンザ等の流行に
備え全国で体制整備がすすめられてきました。東播
磨地域でも毎年対応訓練が行われていますが、当院
では７回目となる訓練を10月３日に実施しました。
今年は健康福祉事務所や医師会、明石市、消防本

部、兵庫県立大学看護学部の関係者
の皆さんにご
協力頂きまし
た。
　訓練は「東
播磨地域で感
染が拡大し、地
域住民の被害軽
減のために協力
医療機関で診療

を行うことになった。
当院は、外来午後診を
新型インフルエンザの
診療に切り換え、重症者
の入院を受け入れる。病
原性や感染性の知見が不
十分な為に最高レベルの感染対策で対応する。」と
いう想定でした。一般診療と新型インフルエンザ診
療を時間や空間を隔離することで対応する手順や、
地域医療機関からの重症患者の受け入れ手順など訓
練を通して確認しました。設備や体制に限界がある
中で、まだまだ多くの問題を解決していかなければ
なりません。機能的で安全性が高い体制整備に向け
て今後も更に検討や訓練を重ね、地域の感染制御の
支えとなれるよう努力してまいります。

新型インフルエンザ対策訓練を実施しました
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明石市立市民病院外来診察一覧表 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

平成28年1月1日現在

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

明石市立市民病院
● 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「医療介護連携課」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、丹田医師（腎臓）診察枠あります 078-912-2359

医療介護連携課
直通TEL 078-912-2362直通FAX

内　科
（※1）

循環器内科

消化器内科

小児科

整形外科

脳神経外科
皮膚科

泌尿器科

眼　科

産婦人科

耳鼻咽喉科

麻酔科
放射線科

外　科

心療内科
精神科

神経内科

1診

1診

佐々木 享 市田 裕紀子
（糖尿病）

大石 佳央梨
（腎臓透析）

市田 裕紀子
（午後：糖尿病）

岡田 真季

山内 徳人
森川 輝久

貫名 貞之

阪倉 長平 阪倉 長平
（午前）

安岡 利恵
（乳腺）

平嶋 良章 柴田 真弓 交代制

村松 哲
藤本 莊太郎

忠井 俊明

瀧上 絵里香

高橋 弘継
（2.4W）

藤木 博
（血管外来）

國友 泰輔
（初診）

山田 充彦
（再診）

野田 洋介
山中 邦人

井川 洋
草西 洋

松井 律夫
上藤 哲郎

松井 律夫
中嶋  健

松井 律夫
上藤 哲郎

松井 律夫
上藤 哲郎

松井 律夫
中嶋  健

井川 洋
草西 洋

辻村 まり
古賀 祐子

草西 洋草西 洋
古賀 祐子
辻村 まり
西村 殊寛 西村 殊寛

前田 早織

辻村 まり
西村 殊寛

前田 早織 前田 早織

井川 洋
古賀 祐子
山中 邦人 吉井 貴彦

野田 洋介 野田 洋介 野田 洋介 在田 貴裕

景山 直人
（初診）

交代制
（初診）

松井 隆明
（再診）

齋藤 実

交代制（11時まで）

竹中 まり
（紹介のみ）

柴田 敏章
紹介のみ）

四ノ宮 隆
（紹介のみ）

山口 泰広

齋藤 実秋山 英之 秋山 英之

松井 隆明
（初診）

景山 直人
（再診）

山田 充彦
（初診）

國友 泰輔
（再診）

藤木 博（午前）

阪倉 長平
（新患／紹介のみ）

門谷 洋一
（乳腺）森田 修司

神田 圭一
（2週血管）

竹本 智明

赤澤 貴子
山内 徳人
松本 次弘

松本 次弘
村松 哲

森川 輝久
松本 次弘（10：00～）

奥 成聡
（再診 血液）

中島 寿樹
（再診 糖尿病）

福井 崇之

初診担当医

阪本 健三（ペースメーカーチェックのみ）

井上 貴文

阪本 健三

徳岡 秀紀

八木 沙織（1枠のみ）

濱岡 建城（心臓外来）

中村 英夫
橋本 哲也 石井 加珠 塚本 正樹 阪本 健三 塚本 正樹

村前 直和 迫田 知佳子

忠井 俊明

忠井 俊明
忠井 俊明

（午後は「心理療法」外来）
忠井 俊明

（午後は「うつ病」外来）

堀内 瞳
（心理検査・カウンセリング）

藤田 陽子
（心理検査・カウンセリング）

桑代 智子
（心理検査・カウンセリング）

山口 修一郎
（心理検査・カウンセリング）

濱田 伸哉
（精神疾患）

丹田 修司
（再診 腎臓透析）

奥 成聡
（血液）

佐々木 享
（再診 高血圧高脂血症）

佐々木 享
（再診 高血圧高脂血症）

福井 崇之
（再診） 西原 孝明

立花 久嗣（午後）

大石 佳央梨

佐竹 渉（午前）

安岡 利恵（午前）

森田 修司（午後）

迫田 知佳子（午前）

丹田 修司（再診 午後）

2診

2診

1診

完全予約制

1診（午前）

1診

1診

2診
3診

1診（午後）

2診

2診

1診

1診

2診

2診

3診

2診

3診

ペースメーカー外来

4診

5診

3診（初診）



（代表） 078-912-2323

明石市立市民病院 地域医療連携だより　vol.15

平成28年1月1日現在画像オープン検査

放射線科

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にて医療介護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、お電話にて医療介護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、医療介護連携課にお問い合わせください。

様式2-1・2-2にご記入ください。

生理検査室
＊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、医療介護連携課にお問い合わせください。

様式2-3・2-4にご記入ください。

C T

検 査 項 目 月曜日

午前 ○

○

17：00～19：00

○

○

18：00～19：00

○

－

－

－

－

○

16：20

○

○

17：00～19：00

○

○

18：00～19：00

○

○

－

○

－

○

○

○

17：00～19：00

○

○

18：00～19：00

○

－

11：30

－

○

○

16：20

○

○

－

○

○

－

○

○

－

○

－

○

16：20

○

○

17：00～19：00

○

○

18：00～19：00

○

○

－

○

－

○

時間外

（単純のみ）

9：00～9：40

時間外

（単純のみ）

10：00～11：30

－

－

－

－

－

－

－

午後

時間外（単純のみ）

午前

午後

時間外（単純のみ）

午前

午後

乳腺

骨シンチ

心筋シンチ

脳血流シンチ

心筋シンチMIBG

火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

MRI
1.5T

MRI
3.0T

R I

脳波（土曜日は腑活なし）
NCS（ペースメーカーは禁忌）

心エコー
下肢静脈エコー

ホルター心電図
ABPM
ENoG（ペースメーカーは禁忌）

簡易PSG（一日1枠）

心電図
ABI
呼吸機能

腹部エコー（昼食抜き）
頸動脈エコー

検 査 項 目 月曜日

16：00

15：00

16：00/16：30

8：30～17：00

8：30～17：00

16：00

16：00

───
15：00

16：00/16：30

8：30～17：00

8：30～17：00

16：00

16：00

15：00

16：00/16：30

8：30～17：00

8：30～17：00

16：00

16：00

15：00
───

16：00/16：30

8：30～17：00

8：30～17：00

16：00

16：00

15：00

16：00/16：30

8：30～17：00

8：30～17：00

16：00

9：00/10：30

9：00/9：45
10：30/11：15

（朝食抜き）
9：00/9：45
10：30/11：15

9：45/11：15

9：00～12：00

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。


