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年はひとかたならぬご支援をいただき誠にあ
りがとうございました。おかげさまで地方独

立行政法人化の際の重点目標であった地域支援病院
の認可を受けることができました。
　昨年は予報に反した寒い冬で始まり、夏は全国的
に気象台の記録を更新する猛暑、秋も記録を更新す
るような残暑から急に冬が始まりました。竜巻や豪
雨被害も多く有り、地球温暖化の悪影響が身近に感
じられた１年でした。皆様にとりましてどのような
１年でありましたでしょうか。
　24年度決算は６月に確定しましたが、年度後半か
らの収益改善により３.９億円の黒字決算となり神戸
新聞ほかで大きく報道されました。地域連携により
患者様を紹介いただいた、また当院での治療終了後
の患者さまを速やかに受け入れていただく体制が進
んだ結果だと感謝しております。今年も更に強化し
ていきますのでよろしくお願いいたします。
　また長年の懸案でありました、病院内全面禁煙と
電子カルテ導入に踏み切りました。８月からの病院
敷地内全面禁煙は順調に進み、景山副院長と藤川管
理本部長の完全禁煙という当初予想していなかった
効果も生みました。
　電子カルテは９月23日より運用を開始しました。
導入作業は比較的順調に進みましたが、ある程度予
想していたこととはいえ９月と10月の入院患者数は
大幅に減らさざるをえず両月は大きな赤字となりま
した。電子カルテではその医療行為を行う人が電子
カルテに入力するのが大原則であり、医療行為を行
う医師、看護師の業務が大幅に増えます。医療ク
ラークなど事務職員の入力は国で定められた権限な
どの問題でなかなかむつかしいことを経験しまし
た。11月以降は入院患者数が回復しているので、25
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年度として年度計画程度の収支は達成できるよう努
力してまいります。
　11月には冒頭にも書きましたように地域支援病院
の認可を受けることができました。独立行政法人化
前の紹介率、逆紹介率はそれぞれ47％、51％でした
が、直近ではそれぞれ66％，64％と大幅に改善しま
した。しかし、今年の診療報酬改定では地域支援病
院の要件見直し、７：１入院基本料の要件見直しな
ど急性期に手厚い体制から、急性期から地域へ帰る
段階を手厚くすることへ重点を移すことが報道され
ています。今後はこのような情勢を十分考慮しなが
ら、地域の医療を支える公的病院としての役目を地
域の医療機関と協力して進めてまいります。
　昨年は参議院選挙の結果、自民党が両院ともで過
半数を占め安倍首相が自由に決定できる体制が作ら
れてしまいました。アベノミクス効果が良い方向に
表れている部分はもちろんありますが、特別秘密法
案の対応などを見ているとTPPの対応や診療報酬改
定では丁寧な調整は行われないような気がします。
医師会を中心に医療従事者の意思をはっきり示すこ
とが今後も重要です。
　26年度、当院のテーマは「救急医療の強化」「地域
医療連携の強化」「診療特色の明確化による選ばれる
病院」です。このテーマを実現できるよう職員一丸
となって頑張りますので、どうぞよろしくお願いい
たします。

●１月６日から、新たに「腹部エコー・胃カメラセット → 当日結果説明」検査
　を始めました！
　当院では消化器内科領域での地域連携を一層進めるにあたり、ご紹介頂く患者さんの利
便性を重視し、このたび「腹部エコー・胃カメラおよび結果説明」が一日で終わるように専用
枠を設けました。月曜日から金曜日までの週５日、１日１枠での完全予約制です。ご予約は、ご
希望の１週間前までになります。詳細はホームページに掲載しておりますが、お気軽に地域
医療連携課にもお問い合わせください。
　登録医・連携医さまへのご案内とさせていただいております。ご利用の際は、当院の登録
医制度にお申し込みください。
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　あけましておめでとうございます。
　地域連携だよりも２度目の新年号を発行となりました。昨年は不安でいっぱいだった、
電子カルテ導入も病院スタッフのがんばりと、患者様をはじめ、地域医療機関の皆様のご
協力のおかげで大きなトラブルもなく今日に至っていることに、心からの感謝とお礼を申
し上げます。
　今年は冬季オリンピックの年です。大きな目標に果敢に挑戦するアスリート達の姿に感
動とパワーをもらって、皆様にとっても飛躍の一年となりますようお祈りいたします。

 当院の感染対策は、院内感染対策委員会（ICC）、感
染制御チーム（ICT）、ICTリンク会、この3つの組織が
それぞれの役割を担い協力しながら活動しています。
ICCは最終審議決定機関で、実動部隊はICTとICTリン
ク会です。
　具体的な活動は、感染症の流行状況確認と医療関連
感染の予防対策啓発、薬剤耐性菌や手術部位感染など
のサーベイランス、感染予防教育、職業感染対策など
を行っています。また、公的医療機関としての役割が発
揮できるよう、東播磨圏域健康福祉推進協議会医療部
会のもとで、地域ネットワーク拠点病院として院内感染
対策に係る事業に参加協力しています。近隣地域では
感染防止対策加算にかかわらず、参加を希望される医
療機関と定期的にカンファレンスを開催し、情報交換や

体制の評価を行い、ネットワーク作りにも努めていま
す。一方、日々の活動とは別に、いつか市民の皆さんを
脅かすかもしれない新型インフルエンザの対応につい
ても、マニュアルの整備や定期的な訓練を行うことで、
緊急事態に備えています。
　日々、感染症の流行や薬剤耐性菌の保菌状況の変化
を追っていると、感染対策は個々の病院内で完結する
ものではなく、地域全体の医療機関で情報を共有し、
相互支援を行わなければ本当の意味での感染対策に
はならないと感じています。
　今後も、地域全体の感染対策活動に一層努力して参
ります。地域の医療機関の皆さんのご支援、ご協力を
よろしくお願い致します。

当院の感染対策の取り組みについて

医療安全推進課　横山 里実

登録医・連携医 医療機関さまへ お知らせ

　12月14日（土）に入院患者さんにクリスマス気分を感じてもらうように、
第13回院内コンサートを開催しました。
　今回は、当院の美人？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もらいました。またスペシャルゲストに仲
良し夫婦デュオのコンソラーレをお迎えし、ソプラノ歌唱＆ギター演奏をし
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
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第５回 合同カンファレンス開催
　地域の医療機関（登録医）の先生方と顔の見える連携、交流をしようということで始まった
当院の第５回合同カンファレンスを12月５日（木）19時から開催しました。
　平成25年４月より開設された救急総合診療科による「明石市立市民病院の救急医療体制」
についての統計的な報告と救急総合診療科で出来ることお願い等の講演会を行い、講演会後
に意見交換を行いました。また、地域の先生方との連携が大切と考えており病診、病病連携
をいっそう進めていきたいと考えており今後もいろいろ工夫をして出来るだけ多くの先生方に
参加していただけるように行っていきたいと思いますのでご支援ご協力よろしくお願い申し上
げます。

　地域医療機関の先生方、スタッフの皆様、あ
けましておめでとうございます。旧年中は、多く
の患者さまをご紹介いただき、また病状の安定
された患者さまの診療をお引き受けいただき、
どうもありがとうございました。平成26年も、市
民病院眼科は元気に頑張りますので、よろしく
お願い申し上げます。
　当科は現在、常勤医師３名体制で、視能訓練
士３名、看護師３名、医療クラーク１名の外来
スタッフと、病棟スタッフ、手術室スタッフ、その
他院内各部署と連携しながら、１日あたり外来
患者約60名、入院患者約15名の診療と、１ヶ月
あたり60～70件の手術をこなしています。
　眼科は自科検査が多く、また精査のために、
散瞳剤を点眼して再度診察を行うなど、一人あ
たりの診療時間が長くなりがちです。外来診療
は予約制をとっており、初診患者については、
地域医療連携課をとおして予約をとっていた
だくと、おおむね１週間の待機期間で予約可能
となっておりますので、お気軽にご連絡くださ
い。
　白内障手術は、片眼３泊４日の入院を基本
としています。手術侵襲のみを考えれば、日帰り
手術も十分可能ですが、大切な周術期管理に
不安がある高齢者や、全身・局所に合併症をお
持ちの患者さまにも、万全の体制で安心して手
術をうけていただけるようシステムを整えてお
りますので、手術を迷っておられる患者さまに
も、ぜひ一度受診をすすめてください。
　網膜硝子体疾患についても、最新の抗VEGF
薬の硝子体注入（日帰り、入院）、入院での網膜
硝子体手術など、専門的な診療を行っておりま
す。網膜剥離のような緊急手術を必要とする疾
患にも対応可能ですし、糖尿病網膜症など経過
の長い疾患については、必要な時に蛍光眼底

造影検査などの特殊検査を行うことにより、か
かりつけ医の先生方と協力しながら地域で診
ていく体制を整えております。
　緑内障は、患者さまにとっては、一度診断を
うけると一生つき合っていかなくてはいけない
超慢性疾患ですが、当院では定期的な視野検
査から、手術まで、かかりつけ医の先生方とと
もに患者さまの“見える”を守るために必要な
診療体制を整備しております。
　角膜疾患に代表される前眼部診療には力を
いれており、角膜移植を含む専門的な診療を
行っています。円錐角膜専門外来を設置し、高
度角膜不正乱視に対するCL処方なども得意に
しておりますし、さらに最近増加していると言わ
れるドライアイや、失明にはつながらないもの
の、特に高齢者のQOLを損ねる流涙症につい
ても、手術(DCR)を含む専門的な診療が可能で
す。
　明石市立市民病院は平成25年11月付けで地
域医療支援病院として承認されました。私たち
は、地域の先生方とともに、患者さまの目の健
康を守る施設でありたいと願っています。ご意
見ご要望など、可能な範囲で対応してまいりま
すので、お気軽にご連絡ください。今後ともよろ
しくお願い申し上げます。

辻村 まり

●開放型病院共同指導料における「共同診療記録」作成 運用開始
　登録医の先生方と当院主治医が連携し、患者さんの治療や経過観察を共同で行うことに
より、一貫性のある医療を提供することを目的として開放病床のご利用をお願いしておりま
す。このたび、共同診療記録を新たに作成いたしました。
　ご紹介患者さんがご入院された際には、当院主治医と共同して診療・指導等を行っていた
だき、共同診療記録の記載をお願いいたします。また、共同診療・指導を実施した場合は、開
放型病院共同指導料（Ⅰ）３５０点を一日一回算定することができます。診療・指導をする場合
は、事前に患者さんにご説明してください。 
　地域医療支援病院に承認され、今後よりご利用頂きやすいように取り組んでまいります。
●電子カルテ導入による外来診療完全予約制導入しています

　当院は、紹介患者中心の医療を提供して、かかりつけ医と連携した診療を行っています。
地域医療支援病院として、さらにこの方針を推進させ、外来待ち時間を短縮させていくため
に、平成２４年９月２４日から外来診療の完全予約制を開始しました。
　患者さんには、外来初診の場合少ない待ち時間で受診できるように「かかりつけ医」から、
当院の受診予約をお勧めしております。救急の紹介患者さんにつきましては、この限りでは
ありません。予約をしないで来院された救急以外の患者さんには、来院時に当日または後日

の受診予約をしていただくことを説明させていただいております。
　また、地域医療連携課への紹介患者さんの診察予約は前日の１７時までとなっております。

　秋晴れの中、錦城中学校吹奏楽部の演奏で病院まつりが開催されました。
テーマを「心に刻む地域との絆」とし、地域の皆様により健康に関心を持って頂き、そして、ご家族
皆で楽しんで頂けるようにと、職員一同一丸となって取り組みました。
　食べ物コーナーはすべて完売し、ステージでは大きな歓声と笑顔が溢れました。健康コーナー
では、検査後医師に熱心に健康相談をされ、体験コーナーでは、成り切り看護師・消防士に満足
の可愛い笑顔満載でした。ハンドマッサージは、列が途切れることなく大人気の中終了しました。
　1000人以上の方にご来場頂き、地域との絆を深めることができ心に残る一日となりました。
地域の皆様に「市民病院に来て良かった」と言っていただけるよう、一層努力して参ります。
　病院まつりにご来場下さいました地域の皆様に、心より感謝しお礼申し上げます。

第４回 地域連携推進委員会開催予告
　切れ目のない継続医療が求められる地域医療連携に
おいて、登録医の先生との円滑な運営を図るため、
　日時：平成26年２月13日（木）午後１時30分～
　場所：市民病院211会議室
に於いて第４回地域連携推進員会を開催します。

第３回 明石市民病院地域医療連携フォーラム開催予告
　市民病院の最新の情報と取り組みを地域の医療機関
に伝えるとともに意見交換することにより信頼関係を深
めるため開催します。
　日時：平成26年３月６日（木）

病 院 ま つ り第２回

登録医・連携医 医療機関さまへ お知らせ

眼科スタッフ

眼科のスタッフ

部　長 辻村　まり
日本眼科学会（専門医）
日本角膜学会
日本コンタクトレンズ学会
日本緑内障学会
専門分野（角膜疾患）

医　長 中西　頼子
日本眼科学会（専門医）
日本網膜硝子体学会
日本眼科手術学会
専門分野（網膜疾患）

副医長 前田　早織
日本眼科学会
専門分野（眼科一般）
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不安がある高齢者や、全身・局所に合併症をお
持ちの患者さまにも、万全の体制で安心して手
術をうけていただけるようシステムを整えてお
りますので、手術を迷っておられる患者さまに
も、ぜひ一度受診をすすめてください。
　網膜硝子体疾患についても、最新の抗VEGF
薬の硝子体注入（日帰り、入院）、入院での網膜
硝子体手術など、専門的な診療を行っておりま
す。網膜剥離のような緊急手術を必要とする疾
患にも対応可能ですし、糖尿病網膜症など経過
の長い疾患については、必要な時に蛍光眼底

造影検査などの特殊検査を行うことにより、か
かりつけ医の先生方と協力しながら地域で診
ていく体制を整えております。
　緑内障は、患者さまにとっては、一度診断を
うけると一生つき合っていかなくてはいけない
超慢性疾患ですが、当院では定期的な視野検
査から、手術まで、かかりつけ医の先生方とと
もに患者さまの“見える”を守るために必要な
診療体制を整備しております。
　角膜疾患に代表される前眼部診療には力を
いれており、角膜移植を含む専門的な診療を
行っています。円錐角膜専門外来を設置し、高
度角膜不正乱視に対するCL処方なども得意に
しておりますし、さらに最近増加していると言わ
れるドライアイや、失明にはつながらないもの
の、特に高齢者のQOLを損ねる流涙症につい
ても、手術(DCR)を含む専門的な診療が可能で
す。
　明石市立市民病院は平成25年11月付けで地
域医療支援病院として承認されました。私たち
は、地域の先生方とともに、患者さまの目の健
康を守る施設でありたいと願っています。ご意
見ご要望など、可能な範囲で対応してまいりま
すので、お気軽にご連絡ください。今後ともよろ
しくお願い申し上げます。

辻村 まり

●開放型病院共同指導料における「共同診療記録」作成 運用開始
　登録医の先生方と当院主治医が連携し、患者さんの治療や経過観察を共同で行うことに
より、一貫性のある医療を提供することを目的として開放病床のご利用をお願いしておりま
す。このたび、共同診療記録を新たに作成いたしました。
　ご紹介患者さんがご入院された際には、当院主治医と共同して診療・指導等を行っていた
だき、共同診療記録の記載をお願いいたします。また、共同診療・指導を実施した場合は、開
放型病院共同指導料（Ⅰ）３５０点を一日一回算定することができます。診療・指導をする場合
は、事前に患者さんにご説明してください。 
　地域医療支援病院に承認され、今後よりご利用頂きやすいように取り組んでまいります。
●電子カルテ導入による外来診療完全予約制導入しています

　当院は、紹介患者中心の医療を提供して、かかりつけ医と連携した診療を行っています。
地域医療支援病院として、さらにこの方針を推進させ、外来待ち時間を短縮させていくため
に、平成２４年９月２４日から外来診療の完全予約制を開始しました。
　患者さんには、外来初診の場合少ない待ち時間で受診できるように「かかりつけ医」から、
当院の受診予約をお勧めしております。救急の紹介患者さんにつきましては、この限りでは
ありません。予約をしないで来院された救急以外の患者さんには、来院時に当日または後日

の受診予約をしていただくことを説明させていただいております。
　また、地域医療連携課への紹介患者さんの診察予約は前日の１７時までとなっております。

　秋晴れの中、錦城中学校吹奏楽部の演奏で病院まつりが開催されました。
テーマを「心に刻む地域との絆」とし、地域の皆様により健康に関心を持って頂き、そして、ご家族
皆で楽しんで頂けるようにと、職員一同一丸となって取り組みました。
　食べ物コーナーはすべて完売し、ステージでは大きな歓声と笑顔が溢れました。健康コーナー
では、検査後医師に熱心に健康相談をされ、体験コーナーでは、成り切り看護師・消防士に満足
の可愛い笑顔満載でした。ハンドマッサージは、列が途切れることなく大人気の中終了しました。
　1000人以上の方にご来場頂き、地域との絆を深めることができ心に残る一日となりました。
地域の皆様に「市民病院に来て良かった」と言っていただけるよう、一層努力して参ります。
　病院まつりにご来場下さいました地域の皆様に、心より感謝しお礼申し上げます。

第４回 地域連携推進委員会開催予告
　切れ目のない継続医療が求められる地域医療連携に
おいて、登録医の先生との円滑な運営を図るため、
　日時：平成26年２月13日（木）午後１時30分～
　場所：市民病院211会議室
に於いて第４回地域連携推進員会を開催します。

第３回 明石市民病院地域医療連携フォーラム開催予告
　市民病院の最新の情報と取り組みを地域の医療機関
に伝えるとともに意見交換することにより信頼関係を深
めるため開催します。
　日時：平成26年３月６日（木）

病 院 ま つ り第２回

登録医・連携医 医療機関さまへ お知らせ

眼科スタッフ

眼科のスタッフ

部　長 辻村　まり
日本眼科学会（専門医）
日本角膜学会
日本コンタクトレンズ学会
日本緑内障学会
専門分野（角膜疾患）

医　長 中西　頼子
日本眼科学会（専門医）
日本網膜硝子体学会
日本眼科手術学会
専門分野（網膜疾患）

副医長 前田　早織
日本眼科学会
専門分野（眼科一般）



地域医療連携だより
地方独立行政法人 明石市立市民病院

地方独立行政法人明石市立市民病院  地域医療連携課
〒673-8501　明石市鷹匠町1-33
TEL（078）912-2359（直通）   FAX（078）912-2362（直通）
http://www.akashi-shiminhosp.jp/ Me�age

年はひとかたならぬご支援をいただき誠にあ
りがとうございました。おかげさまで地方独

立行政法人化の際の重点目標であった地域支援病院
の認可を受けることができました。
　昨年は予報に反した寒い冬で始まり、夏は全国的
に気象台の記録を更新する猛暑、秋も記録を更新す
るような残暑から急に冬が始まりました。竜巻や豪
雨被害も多く有り、地球温暖化の悪影響が身近に感
じられた１年でした。皆様にとりましてどのような
１年でありましたでしょうか。
　24年度決算は６月に確定しましたが、年度後半か
らの収益改善により３.９億円の黒字決算となり神戸
新聞ほかで大きく報道されました。地域連携により
患者様を紹介いただいた、また当院での治療終了後
の患者さまを速やかに受け入れていただく体制が進
んだ結果だと感謝しております。今年も更に強化し
ていきますのでよろしくお願いいたします。
　また長年の懸案でありました、病院内全面禁煙と
電子カルテ導入に踏み切りました。８月からの病院
敷地内全面禁煙は順調に進み、景山副院長と藤川管
理本部長の完全禁煙という当初予想していなかった
効果も生みました。
　電子カルテは９月23日より運用を開始しました。
導入作業は比較的順調に進みましたが、ある程度予
想していたこととはいえ９月と10月の入院患者数は
大幅に減らさざるをえず両月は大きな赤字となりま
した。電子カルテではその医療行為を行う人が電子
カルテに入力するのが大原則であり、医療行為を行
う医師、看護師の業務が大幅に増えます。医療ク
ラークなど事務職員の入力は国で定められた権限な
どの問題でなかなかむつかしいことを経験しまし
た。11月以降は入院患者数が回復しているので、25

平成26年1月
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副院長
あいさつ

あけましておめでとうございます。

昨
副理事長 兼 副院長

上藤 哲郎

年度として年度計画程度の収支は達成できるよう努
力してまいります。
　11月には冒頭にも書きましたように地域支援病院
の認可を受けることができました。独立行政法人化
前の紹介率、逆紹介率はそれぞれ47％、51％でした
が、直近ではそれぞれ66％，64％と大幅に改善しま
した。しかし、今年の診療報酬改定では地域支援病
院の要件見直し、７：１入院基本料の要件見直しな
ど急性期に手厚い体制から、急性期から地域へ帰る
段階を手厚くすることへ重点を移すことが報道され
ています。今後はこのような情勢を十分考慮しなが
ら、地域の医療を支える公的病院としての役目を地
域の医療機関と協力して進めてまいります。
　昨年は参議院選挙の結果、自民党が両院ともで過
半数を占め安倍首相が自由に決定できる体制が作ら
れてしまいました。アベノミクス効果が良い方向に
表れている部分はもちろんありますが、特別秘密法
案の対応などを見ているとTPPの対応や診療報酬改
定では丁寧な調整は行われないような気がします。
医師会を中心に医療従事者の意思をはっきり示すこ
とが今後も重要です。
　26年度、当院のテーマは「救急医療の強化」「地域
医療連携の強化」「診療特色の明確化による選ばれる
病院」です。このテーマを実現できるよう職員一丸
となって頑張りますので、どうぞよろしくお願いい
たします。

●１月６日から、新たに「腹部エコー・胃カメラセット → 当日結果説明」検査
　を始めました！
　当院では消化器内科領域での地域連携を一層進めるにあたり、ご紹介頂く患者さんの利
便性を重視し、このたび「腹部エコー・胃カメラおよび結果説明」が一日で終わるように専用
枠を設けました。月曜日から金曜日までの週５日、１日１枠での完全予約制です。ご予約は、ご
希望の１週間前までになります。詳細はホームページに掲載しておりますが、お気軽に地域
医療連携課にもお問い合わせください。
　登録医・連携医さまへのご案内とさせていただいております。ご利用の際は、当院の登録
医制度にお申し込みください。

集編
記後

　あけましておめでとうございます。
　地域連携だよりも２度目の新年号を発行となりました。昨年は不安でいっぱいだった、
電子カルテ導入も病院スタッフのがんばりと、患者様をはじめ、地域医療機関の皆様のご
協力のおかげで大きなトラブルもなく今日に至っていることに、心からの感謝とお礼を申
し上げます。
　今年は冬季オリンピックの年です。大きな目標に果敢に挑戦するアスリート達の姿に感
動とパワーをもらって、皆様にとっても飛躍の一年となりますようお祈りいたします。

 当院の感染対策は、院内感染対策委員会（ICC）、感
染制御チーム（ICT）、ICTリンク会、この3つの組織が
それぞれの役割を担い協力しながら活動しています。
ICCは最終審議決定機関で、実動部隊はICTとICTリン
ク会です。
　具体的な活動は、感染症の流行状況確認と医療関連
感染の予防対策啓発、薬剤耐性菌や手術部位感染など
のサーベイランス、感染予防教育、職業感染対策など
を行っています。また、公的医療機関としての役割が発
揮できるよう、東播磨圏域健康福祉推進協議会医療部
会のもとで、地域ネットワーク拠点病院として院内感染
対策に係る事業に参加協力しています。近隣地域では
感染防止対策加算にかかわらず、参加を希望される医
療機関と定期的にカンファレンスを開催し、情報交換や

体制の評価を行い、ネットワーク作りにも努めていま
す。一方、日々の活動とは別に、いつか市民の皆さんを
脅かすかもしれない新型インフルエンザの対応につい
ても、マニュアルの整備や定期的な訓練を行うことで、
緊急事態に備えています。
　日々、感染症の流行や薬剤耐性菌の保菌状況の変化
を追っていると、感染対策は個々の病院内で完結する
ものではなく、地域全体の医療機関で情報を共有し、
相互支援を行わなければ本当の意味での感染対策に
はならないと感じています。
　今後も、地域全体の感染対策活動に一層努力して参
ります。地域の医療機関の皆さんのご支援、ご協力を
よろしくお願い致します。

当院の感染対策の取り組みについて

医療安全推進課　横山 里実

登録医・連携医 医療機関さまへ お知らせ

　12月14日（土）に入院患者さんにクリスマス気分を感じてもらうように、
第13回院内コンサートを開催しました。
　今回は、当院の美人？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もらいました。またスペシャルゲストに仲
良し夫婦デュオのコンソラーレをお迎えし、ソプラノ歌唱＆ギター演奏をし
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
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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26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
但し、翌日分予約は当日17：00までとなります。

● 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「地域連携課」で8：30～19：00の間承っております。

078-912-2359
地域医療連携課

直通TEL 078-912-2362直通FAX

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

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（初診） 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）

奥 成聡（血液）

橋本 哲也

山内 徳人
森川 輝久

貫名 貞之

森田 修司

安岡 利恵

安岡 利恵

平嶋 良章 柴田 真弓 交代制

藤本 莊太郎
村松 哲

赤澤 貴子
忠井 俊明
山﨑 敦史

（1.3.5週午後）

桝田 翠（1.3.5週）

上野 健史（2.4週）

岸 勘太（心臓外来）

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
古賀 祐子

草西 洋

本山 新
森本 久美子

上藤 哲郎

本山 新
森本 久美子

上藤 哲郎

本山 新
森本 久美子

高木 一典

本山 新
森本 久美子

上藤 哲郎

本山 新
森本 久美子

中島 健

古賀 祐子
草西 洋

谷川 明美

古賀 祐子
草西 洋

草西 洋
古賀 祐子

辻村 まり
中西 頼子

辻村 まり
中西 頼子

辻村 まり
中西 頼子

前田 早織 前田 早織 前田 早織

草西 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 交代制

景山 直人（初診） 交代制（初診）

松井 隆明（再診）

齋藤 実（11時まで）

交代制（11時まで）

大西 俊範（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（午前新患）

森田 修司（午後）
満尾 学（紹介のみ） 満尾 学（乳腺）

満尾 学（紹介のみ）

門谷 洋一（乳腺）満尾 学

神田 圭一（2週血管）

忠井 俊明（2.4週新患）

岸本 智数 岸本 智数（午後）

山内 徳人
松本 次弘

松本 次弘
村松 哲

森川 輝久
赤澤 貴子

浅田 聡

奥 成聡（再診 血液） 中島 寿樹（再診 糖尿病）

金川 修身

石井 和珠
阪本 健三（ペースメーカーチェックのみ）

宮川 浩太郎

阪本 健三
塚本 正樹

大塚 喜久

阪本 健三
八木 沙織（1枠のみ）

中川 裕介
塚本 正樹

宮川 浩太郎 丹田 修司

迫田 知佳子

吉村 将
（完全予約　呼吸器）

（9～12時 1.3.5週のみ）

忠井 俊明
（午後は「児童思春期」外来）

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）

岸本 智数
（午後は「パニック障害」外来）

濱田 伸哉（1.3.5週）
（午後精神疾患）

丹田 修司（再診 腎臓透析） 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） 金川 修身（再診） 松本 剛（再診）

本岡 里英子（午前）

立花 久嗣（午後）

松本 剛（1.3.5週）

大石 佳央梨（2.4週）

佐竹 渉（午前）

徳岡 英紀（午後）

中川 久子（午前）

丹田 修司（再診 午後）

2診

2診

1診

1診

1診

1診

2診
3診

2診

2診

2診

1診
2診
3診

1診
2診

助産師外来

3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.7

平成26年1月6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。

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、地域医療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

腹部エコー（朝食抜き）

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

8：30

16：00/16：30

8：30～17：00

8：30～17：00

16：00

16：00

───

───

16：00/16：30

8：30～17：00

8：30～17：00

16：00

16：00

15：00

8：30

16：00/16：30

8：30～17：00

8：30～17：00

16：00

16：00

15：00

8：30

16：00/16：30

8：30～17：00

8：30～17：00

16：00

16：00

15：00

8：30

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

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。


