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　当院は、平成25年11月12日付けで兵庫県知事より「地域医療支援病院」に承認されています。地域医療支援病
院とは、地域の診療所や病院を支援する機能を有する病院のことで、次のような役割を担っています。

　①  紹介患者に対する医療の提供（かかりつけ医への患者の逆紹介を含む）
　②  医療機器の共同利用の実施
　③  救急医療の提供
　④  地域の医療従事者に対する研修の実施

　この課せられた役割に対し、当院が地域における医療の確保の
ため必要な支援が十分に行えているか、審議していただくために
委員会を設置し、近隣医師会や健康福祉事務所、行政の代表者に
委員をお願いしています。
　平成29年7月20日（木）に行われた地域医療支援病院委員会は
当院としては４回目で、明石市でともに地域医療支援病院の承認
を受けている明石医療センターと合同での開催でした。
　昨年度の活動実績について報告を行い、紹介・逆紹介患者数は
ともに前年度より増加し、救急応需率も大幅に向上しており、当院が担うべき役割は果たしているものの、まだま
だ課題もあり、外部委員の先生方からは多くの貴重な意見をいただきました。
　今後も明石医療センターともども、同じ地域医療支援病院として地域医療の支えとなり、地域医療機関の先生方
や在宅医療・介護との連携を推進できるよう努めてまいりたいと考えています。

平成29年度地域医療支援病院委員会を開催しました

登録医に登録されました！
いけだ皮フ科クリニック（垂水区東舞子町） 矢野内科医院（高砂市米田町米田）
髙橋医院（垂水区天ノ下町） 中嶋医院（垂水区星が丘）
阪田整形外科リハビリクリニック（明石市西新町） さくま透析クリニック（西区枝吉）
大森整形外科医院（高砂市曽根町） 大塚眼科医院（明石市魚住町錦が丘）
片平クリニック（明石市大明石町） ふじた脳神経内科（明石市大久保町西島）
さとうクリニック（西区櫨谷町福谷） 坂本眼科（明石市本町）
杉浦耳鼻咽喉科（西区伊川谷町潤和） あきこレディースクリニック（明石市上ノ丸）
つむら循環器内科クリニック（加古川市平岡町新在家）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（H29.7以降登録　9月30日時点）※掲載は登録順

※平成29年９月30日現在、登録医数は268医療機関、今後も地域医療機関の先生方との連携を
　密にしてまいります。
※登録医の先生方へは登録時に登録医証をお渡ししています。
　また、当院の診療科ごとの特色、顔写真付きの医師名簿等を掲載した「診療ガイド」を毎年配付させていただいて
　おります。
　登録医をご希望される場合は、お気軽に医療介護連携課（☎０７８－９１２－２３２３㈹）へご連絡ください。

循環器内科 専用ホットラインについて

　当院では白内障手術（水晶体再建術）は片眼３泊４日の入院手術を基本としておりますが、
この度、以前よりご要望いただいていた、日帰りおよび１泊２日入院で白内障手術ができる体
制を導入いたしました。多くの患者さんへの対応が可能となっていますので、手術を希望され
る患者さんがおられましたら、ご紹介よろしくお願い申し上げます。

　循環器内科では、従来の電話交換や外来等を通しての連絡方法以外に、
担当医直通の専用ホットラインを開設しております。３６５日、２４時間
体制で対応しているため、開業医さまや病院で勤務されている先生方にとっ
て、緊急の治療を要する患者さんを中心に幅広い受け入れが可能となっております。救急診療
に限らず、診療のご相談でもご活用ください。

循環器内科部長
塚本 正樹

眼科の紹介予約枠の拡大について

日帰りおよび１泊２日入院の白内障手術を始めました

眼科部長
辻村 まり

　地域医療機関からの紹介患者さんの予約可能日を従来の週３日（火・水・金）
から週５日（月～金）に拡大し、今まで以上に多くの患者さんへの診療対応
が可能となりました。
　医師の指定がある場合は曜日が限られることがありますので、初診患者さんの予約は医療介
護連携課を通じてお願いいたします。

循環器内科ホットライン　
　　ＴＥＬ ０７０－６８００－１３１８（医療関係者専用）

集編
記後

　厳しい夏を乗り越え、一年で一番気持ちのいい季節になりました。秋とい
えば、「食欲の秋」！　今年は明石市でB1グランプリ西日本大会が
11/25、26に開催されます。もちろん明石名物「玉子焼き」も出店予定で
すので、みなさんふるってご参加ください。くれぐれも食べ過ぎないよう
に・・・。

 

〔診療ガイド〕

　平成29年秋、当院のホームページが全面的なリニューアルによって生まれ変わります！
　皆さまにより快適に使っていただけるよう、今回からはスマートフォンやタブレットにも対応したデザインとな
ります。また、各診療科の案内では「診療内容」「主な疾患・実績」「地域の医療機関の皆様へ」「外来担当・ス
タッフ紹介」等のページを作成し、これまで以上に見やすく充実した内容となりますので、ぜひご活用ください。

明石市立市民病院ホームページ：http://www.akashi-shiminhosp.jp/

ホームページをリニューアルします！
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泌尿器科領域のCT検査について
　当科では様々な部位の撮影を行っていますが、泌尿器科領域において血尿がある場合や超音波で腫瘍などが見つ
かった場合の放射線科の画像診断としては、レントゲン撮影、CT検査、MRI検査が挙げられます。今回は腎・尿管
結石、腎腫瘍のCT検査についてご紹介します。

腎結石、尿管結石
　以前のガイドラインでは、尿路結石の初期評価として
レントゲン撮影や超音波が推奨されてきましたが、現在
は結石検出に対する感度、特異度ともに極めて高いこと
から、単純CT検査が推奨されています。CT画像はMPR
（多断面再構成法）により、横断像だけでなく冠状断像
などの任意の断面も作成できます。当院では、１㎜のス
ライス厚で撮影し、５㎜厚の横断像、冠状断像などを提
供しています。また、当院のCT装置には被ばく低減機能
が備わっており、画質を担保しながら最適な線量で撮影
しています。

腎腫瘍
　腎腫瘍には、嚢胞性腫瘍と充実性腫瘍があり、充実性
腫瘍には疾患頻度から血管筋脂肪腫（AML）と腎細胞癌
（RCC）の鑑別が重要となります。ガイドラインでは充
実性腫瘍の確定、良悪性の鑑別から造影剤を急速注入す
るダイナミックCT検査が推奨されています。動脈相（30
秒後）、腎実質相(90秒後)、排泄相（240～360秒後）
を撮影します。当院では横断像、冠状断像などに加え、
必要に応じてワークステーションを用い動脈のMIP（最大
値投影法）画像や多時相の画像データからVR（ボリュー
ムレンダリング）法により動脈、静脈、腫瘍を重ね合わ
せた３次元画像を作成し提供しています。

　当院では64列と80列の２台のマルチスライスCTが稼働しており、これらを有効に活用し、安全かつ効率的に検
査を行っています。単純検査については平日の時間外、土曜日の午前中でも実施しており、学校や仕事を休まずに
検査を受けることも可能ですので是非当院のオープン検査をご活用ください。

放 射 線 科 の 検 査 紹 介
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眼科  What’s New in 2017 !
　暑かった夏も終わり、実りの秋を迎えた今
日この頃、地域医療機関の皆様にはますます
ご活躍のことと存じます。平素は当科診療に
ご高配賜り、たいへん感謝しております。
　当院眼科は、医師３名、視能訓練士３名、
外来看護師２名、医療クラーク１名と、病院
眼科としてはそれほど大規模ではありません
が、皆やる気と元気は人一倍、スタッフ一丸
となって、日々の診療にあたっております。
さらに入院患者さんに対しては、病棟スタッ
フ、手術室スタッフに加え、薬剤課や栄養管
理課のスタッフも加わり、総合病院ならでは
のチーム医療の強みを発揮した診療を提供し
ていることを誇りにしています。
　今年の春には、加古川中央市民病院より下
山剛医師（明石市出身、平成19年卒）が着
任いたしました。白内障手術、網膜硝子体手
術をはじめ、手術のレパートリーがとても広
く、当科の診療のパワーアップに大きく貢献
してくれています。緊急手術が必要な症例含

め、地域の患者さんのニーズに最大限答える
べく、日々研鑽を積んでおりますので、何か
ご要望がありましたらお気軽にご相談くださ
い。
　フロントページでもご案内しましたが、ご
要望の多かった白内障日帰り手術も始めまし
た。白内障手術は、日本国内で年間100万件
以上行われる、もっともポピュラーな手術で
あり、手術時間も10分程度と短く、全身へ
の負担もほとんどありません。そのため、患
者さんからは“簡単な手術”として認識されて
いますが、その実、繊細な手技を要求される
内眼手術であり、適切な周術期管理は必要不
可欠と考えております。万全の体制で手術を
受けていただくためには、やはり入院手術が
良いだろうという想いにかわりはありません
が、“入院”が高いハードルになる患者さんが
いらっしゃるのも事実ですので、日帰りや１
泊２日でも従来の３泊４日入院と同等の結果
が得られると見込まれる症例に限り、短期滞
在手術をおすすめしております。
　奈良県で行われている大規模疫学調査（藤
原京スタディ）のデータ解析より、白内障手
術が軽度認知機能低下を抑制する可能性が示
唆されています。高齢化社会を迎えるにあた
り、白内障手術は“見え方の質”(QOV ; Quality 
of Vision)を向上させるのみならず、“生活の
質”(QOL ; Quality of Life)を向上させるもので
あり、一人でも多くの患者さんに、安全で安
心な眼科医療を提供するべく、私たちはこれ
からも頑張ってまいります。今後とも、ご指
導ご鞭撻のほど、何卒宜しくお願い申し上げ
ます。

眼科部長

辻村 まり

尿管結石

単純

実質相

動脈相

排泄相

尿管結石
冠状断像

腎結石

動脈相冠状断 MIP VR

眼科紹介患者数と登録医割合
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　②  医療機器の共同利用の実施
　③  救急医療の提供
　④  地域の医療従事者に対する研修の実施

　この課せられた役割に対し、当院が地域における医療の確保の
ため必要な支援が十分に行えているか、審議していただくために
委員会を設置し、近隣医師会や健康福祉事務所、行政の代表者に
委員をお願いしています。
　平成29年7月20日（木）に行われた地域医療支援病院委員会は
当院としては４回目で、明石市でともに地域医療支援病院の承認
を受けている明石医療センターと合同での開催でした。
　昨年度の活動実績について報告を行い、紹介・逆紹介患者数は
ともに前年度より増加し、救急応需率も大幅に向上しており、当院が担うべき役割は果たしているものの、まだま
だ課題もあり、外部委員の先生方からは多くの貴重な意見をいただきました。
　今後も明石医療センターともども、同じ地域医療支援病院として地域医療の支えとなり、地域医療機関の先生方
や在宅医療・介護との連携を推進できるよう努めてまいりたいと考えています。

平成29年度地域医療支援病院委員会を開催しました

登録医に登録されました！
いけだ皮フ科クリニック（垂水区東舞子町） 矢野内科医院（高砂市米田町米田）
髙橋医院（垂水区天ノ下町） 中嶋医院（垂水区星が丘）
阪田整形外科リハビリクリニック（明石市西新町） さくま透析クリニック（西区枝吉）
大森整形外科医院（高砂市曽根町） 大塚眼科医院（明石市魚住町錦が丘）
片平クリニック（明石市大明石町） ふじた脳神経内科（明石市大久保町西島）
さとうクリニック（西区櫨谷町福谷） 坂本眼科（明石市本町）
杉浦耳鼻咽喉科（西区伊川谷町潤和） あきこレディースクリニック（明石市上ノ丸）
つむら循環器内科クリニック（加古川市平岡町新在家）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（H29.7以降登録　9月30日時点）※掲載は登録順

※平成29年９月30日現在、登録医数は268医療機関、今後も地域医療機関の先生方との連携を
　密にしてまいります。
※登録医の先生方へは登録時に登録医証をお渡ししています。
　また、当院の診療科ごとの特色、顔写真付きの医師名簿等を掲載した「診療ガイド」を毎年配付させていただいて
　おります。
　登録医をご希望される場合は、お気軽に医療介護連携課（☎０７８－９１２－２３２３㈹）へご連絡ください。

循環器内科 専用ホットラインについて

　当院では白内障手術（水晶体再建術）は片眼３泊４日の入院手術を基本としておりますが、
この度、以前よりご要望いただいていた、日帰りおよび１泊２日入院で白内障手術ができる体
制を導入いたしました。多くの患者さんへの対応が可能となっていますので、手術を希望され
る患者さんがおられましたら、ご紹介よろしくお願い申し上げます。

　循環器内科では、従来の電話交換や外来等を通しての連絡方法以外に、
担当医直通の専用ホットラインを開設しております。３６５日、２４時間
体制で対応しているため、開業医さまや病院で勤務されている先生方にとっ
て、緊急の治療を要する患者さんを中心に幅広い受け入れが可能となっております。救急診療
に限らず、診療のご相談でもご活用ください。

循環器内科部長
塚本 正樹

眼科の紹介予約枠の拡大について

日帰りおよび１泊２日入院の白内障手術を始めました

眼科部長
辻村 まり

　地域医療機関からの紹介患者さんの予約可能日を従来の週３日（火・水・金）
から週５日（月～金）に拡大し、今まで以上に多くの患者さんへの診療対応
が可能となりました。
　医師の指定がある場合は曜日が限られることがありますので、初診患者さんの予約は医療介
護連携課を通じてお願いいたします。

循環器内科ホットライン　
　　ＴＥＬ ０７０－６８００－１３１８（医療関係者専用）

集編
記後

　厳しい夏を乗り越え、一年で一番気持ちのいい季節になりました。秋とい
えば、「食欲の秋」！　今年は明石市でB1グランプリ西日本大会が
11/25、26に開催されます。もちろん明石名物「玉子焼き」も出店予定で
すので、みなさんふるってご参加ください。くれぐれも食べ過ぎないよう
に・・・。

 

〔診療ガイド〕

　平成29年秋、当院のホームページが全面的なリニューアルによって生まれ変わります！
　皆さまにより快適に使っていただけるよう、今回からはスマートフォンやタブレットにも対応したデザインとな
ります。また、各診療科の案内では「診療内容」「主な疾患・実績」「地域の医療機関の皆様へ」「外来担当・ス
タッフ紹介」等のページを作成し、これまで以上に見やすく充実した内容となりますので、ぜひご活用ください。

明石市立市民病院ホームページ：http://www.akashi-shiminhosp.jp/

ホームページをリニューアルします！
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明石市立市民病院外来診察一覧表
（紹介予約版）

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29年10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
● 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。
● 診察医師は予定であり、異動・出張等で変更となる場合があります。
　 ※１　開業医等からの紹介患者様に限らせていただきます。　
　 ※２　眼科  辻村医師  10/25（水）、11/22（水）、12/20（水）は円錐角膜外来のみになります。 078-912-2359

医療介護連携課
直通TEL 078-912-2362直通FAX

総合内科

腎臓内科

糖尿病内科

血液内科

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
（※1）

外　科

心療内科
精神科

神経内科

1診

今藤 寿彦 午後：市田 裕紀子

岡田 真季

山内 徳人
森川 輝久

貫名 貞之

阪倉 長平 阪倉 長平
（予約のみ）

安岡 利恵
（乳腺外科）

平嶋 良章 柴田 真弓 交代制

村松 哲
杉本 尚仁

久貝 宗弘 赤澤 貴子
忠井 俊明

瀧上 絵里香

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

辻村 まり

長谷川 達央 柴田 敏章
（11：00まで）

長谷川 達央 長谷川 達央

井川 洋
草西 洋

辻村 まり※2

草西 洋
井川 洋草西 洋

井川 洋
辻村 まり

下山 剛 下山 剛
盛 崇太郎

辻村 まり
下山 剛

中井 駿一朗

井川 洋

下山 剛

草西 洋
山中 邦人 吉田 和裕

野田 洋介 野田 洋介 野田 洋介
（11：00まで）

在田 貴裕
（11：00まで）

景山 直人
（初診）

松井 隆明
（初診）

有吉 要輔（午前）

村田 巨樹
（再診）

松井 隆明
（再診）

渡部 太輔
（初診・再診）

渡部 太輔
（再診）

齋藤 実

長谷川 達央
（エコー外来）

山口 泰広

齋藤 実秋山 英之 秋山 英之

小泉 範明

山田 充彦
（初診）

村田 巨樹
（初診）

景山 直人
（再診）

國友 泰輔
（再診）

藤木 博（午前）

中村 憲司
（乳腺外科）

阪倉 長平
（新患/紹介のみ）

恋水 諄源
（形成外科）

中村 憲司
（乳腺外科）中村 憲司

（乳腺外科）

馬場　妙

杉本 尚仁
山内 徳人
松本 次弘

松本 次弘

大塚 喜久（午前）
（非常勤医師）

赤澤 貴子
村松 哲

森川 輝久

久貝 宗弘
10：00～ 松本 次弘

奥 成聡

中島 寿樹
三木 知紀

（初診）10：00～

阪本 健三
（ペースメーカーチェックのみ）

岡田 真季
（禁煙外来）

阪本 健三

徳岡 秀紀
（非常勤医師）

坂東 沙織
（1枠のみ） 中村 英夫

橋本 哲也 石井 加珠 塚本 正樹 阪本 健三 塚本 正樹

担当医 担当医

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）

11：00～ 神田 圭一
血管外科（１週目）

藤田 陽子（午前）
（心理検査）

中村 憲司
（乳腺外科）

山口 修一郎
（心理検査・カウンセリング）

丹田 修司

奥 成聡
迫田 知佳子

（紹介予約１枠のみ）

市田 裕紀子

担当医（9：30～）

迫田 知佳子

担当医

田本 勇太
（紹介予約１枠のみ） 西原 孝明

立花 久嗣（午後）
（非常勤医師）

午後：城戸 秀典

担当医

佐竹 渉（午前）
（非常勤医師）

安岡 利恵（午前）
有吉 要輔（午後）

午後：丹田 修司

2診

1診

完全予約制

1診（午前）

1診

1診

1診

2診
3診

1診（午後）

2診

3診

2診

2診
1診
2診
3診

2診

3診

特殊外来



（代表） 078-912-2323
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平成29年10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。

※一部検査については平日の時間外、土曜日の午前中でも実施しています。
　学校や仕事を休まずに検査を受けていただくことも可能ですので是非ご利用ください。

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

○

－

－

－

－

○

○

○

17：00～19：00

○

○

18：00～19：00

○

○

－

○

－

○

○

○

17：00～19：00

○

○

18：00～19：00

○

－

11：30

－

○

○

○

○

－

○

○

－

○

○

－

○

－

○

○

○

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

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

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
（1,3,5週のみ）

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。


