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営管理本部次長の菜虫と申します。平成22
年、市民病院の地方独立行政法人化（独法化）

を進める市のプロジェクトチームの課長を拝命し、
移行事務を統括するとともに、法人移行後も市派遣
職員として病院事務に従事しています。
　法人設立時の中期計画・年度計画の策定や実績報
告書の作成、市との調整など、法人の立ち上げから
今日まで病院事業に関わってきた事務職の立場から
法人設立と第1期を振り返り、ご報告いたします。

行政の枠組みからの脱却
　平成16年の新医師臨床研修制度のスタート以来、
全国的な勤務医不足が特に自治体病院で顕在化する
なか、当院においても、当時続いた医師の退職も相
まって消化器内科や産婦人科において医師不足が生
じるなど診療体制を縮小せざるをえない状況でし
た。経営面においても数年にわたり赤字決算が続く
など、地域からの期待に応えることができない厳し
い局面に立たされていました。
　こうしたなか、当院は、地方公共団体の枠組みを
離れるという不退転の決意のもと、自治体病院とし
ての再生を果たすため、平成23年10月1日に〝地方
独立行政法人〟明石市立市民病院として新たな一歩
を踏み出しました。

与えられた権能をいかに駆使するか
　地方独立行政法人は、行政の枠組みから脱し、実
質的に病院トップへ責任と権限が委ねられることに
制度の大きな特徴があります。
　ただ、病院運営の構造が変わり（経営形態の変
更）、制度的な保障が与えられる（経営にかかる権
限の委譲）ということは、経営改善に向けて努力す
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るための環境が整えられたということであり、認可
をうけて登記するだけでは、独法化は単なる看板の
架け替えに過ぎません。大切なのは、与えられた権
能をいかに駆使して病院を運営していくかであり、
独法化を武器にして改革を推し進めていく病院トッ
プのリーダーシップが不可欠で、その点に独法化の
是非がかかっていました。

リーダーシップへの信頼感
　当院では、現在の理事長が独法化の半年前に院長
として着任しましたが、独法化後は、病院トップと
しての経営戦略をもちつつ、理事である副院長等の
意見を踏まえたうえで組織の方針を現場までおろし
ていくという、いわば「緩やかなトップダウン」で
病院運営を牽引しました。そうしたスタンスによる
リーダーシップが、公営企業から法人へ変わってい
く過渡期において、副院長等の経営参画意識を醸成
するとともに、職員の先行き不安感を少しずつ払拭
し、「この病院で頑張っていく」という組織に対す
る信頼へと変化をもたらしたと感じています。

平成28年10月
201618vol.

集編
記後

　もう11月を迎え今年もあと２ヶ月。
　歳を重ねるにつれ、時が経つのが早く感じますね。振り返る間もなく一年
が過ぎていきます。だからこそ、その日１日を大切にしたいですね。
　季節は立冬です。最近の11月は、まだまだ暖かい日も続きますが、体調
には十分気を付けてお過ごしください。

第１期の成果と反省
　第１期では、市民に提供する医療機能や質の向上
といった診療にかかる分野については、独法化直前
の危機的状況を脱して診療体制が回復するなど、一
定の成果をあげたと認識しています。医業収益を中
心とした総収益も年々増加し、第1期は累計経常収
支で約5.9億円の黒字額を計上することができまし
た。ただ、中期計画に掲げた目標額7.3億円には届か
ず、この点について評価委員会からは、経費削減の
取り組みの遅れを厳しく指摘されました。事務部門
が独法化で期待された機動性や柔軟性を発揮できな
かったためであり、それにより構造的な改革が遅々
として進まなかったことについて、私自身、大いに
反省しています。
　しかしながら、第１期においても、事務部門の体
制については、市派遣職員から法人採用職員（民間
病院出身の経験者採用を含む）への置換を段階的に
行い、職員の専門性を高めるとともに、組織体系を
見直し、人事や契約、経理などそれぞれが機動的に
業務を遂行できるよう整えてきました。そうした体
制のなかで、第１期の終盤からは、ベンチマークを
活用した価格交渉など新たな取り組みを進めてお
り、第２期では、経費の適正化に向けたあらゆる対
策を講じるなど、改革を加速してまいります。

第２期は正念場
　市民病院としての歩みを確かなものにするため
に、第２期が正念場であると強く認識しています。
診療部門、事務部門が一体となって、市民の生命と
健康を守り安定した経営基盤を確立してまいります
ので、皆様には、引き続き、ご指導、ご鞭撻を賜り
ますよう、よろしくお願い申し上げます。

な むし

　来る平成29年２月26日（日）に「日本医療マネジメント学会第11回兵庫支部学術集会」を開催いたします。本
集会は、職種、職域を超えて医療従事者が集い、医療の質の向上を目的として意見交換や情報共有を行うもので、
今回はメインテーマを「地域医療構想下で生かす医療マネジメント」とし、活発な交流、議論の場となるよう鋭意
準備を進めています。
　特別講演として、メインテーマにふさわしく、兵庫県健康福祉部医
監の山本光昭さん、在宅ケア移行支援研究所の宇都宮宏子さん、神奈
川県済生会支部長の正木義博さんにお願いをしました。
　また、一般演題（口演）は、日頃の取り組みの成果をご紹介いただ
き、情報の共有を図るため、地域医療連携やクリティカルパス、医療
安全、医療の質、チーム医療、教育など幅広いカテゴリーで募集中で
す。（詳しくは当院ホームページをご覧ください。）
　多くの方々にご参加と演題のご応募をいただきますよう、ご案内申
し上げます。

日本医療マネジメント学会第11回兵庫支部学術集会を開催します

新任医師 紹 介
よろしく

お願いします

村 田  巨 樹
む ら た お お き

診療部整形外科　医長

日本整形外科学会（整形外科専門医・運動器リハビリテーション医）、
日本外科学会（専門医）

　10月から整形外科に勤務することになり
ました村田巨樹です。脊椎、外傷を中心に
整形外科全般の治療に携わってきました。
今後、明石の地域医療に貢献していけるよ
う努力していきます。どうぞよろしくお願
いいたします。趣味 ラグビー、トライアスロン、子育て

　みなさま、こんにちは！
　救急総合診療科では2014年より、外来患者さんとご家族のための「イザッ！」を学ぶ
コースを開催しております。
　今年度は、第１回を６月13日、第２回を９月21日に行いました。今回で開催回数は９回
目を数え参加人数は110名となりました。参加された皆様から、「参加してよかった！」
「また、参加したい！」など、たくさんのお褒めの言葉をいただいております。
　コースの内容は自宅での急変時の初動（連絡方法や、口頭指導について）や実際の心肺
蘇生法・市内のＡＥＤの設置場所など、毎回２時間30分のコース設定ですが受講される皆
さんのペースに合わせたコースにしております。今年度は、あと１回（３月１日）を予定
しております。詳細は「広報あかし」（平成29年２月15日号掲載予定）をご覧いただくか、
当院医療介護連携課までご連絡ください。
　興味があり受講を希望される方がいらっしゃいましたら、是非ご案内していただければ
幸いと存じます。

「外来患者さんのための急変時対応コース」開催
こんにちは！ 救急科です！

２面へつづく

独法化のポイント
独法化に伴う権限委譲で増す
「自由度」と「責任度」

与えられた権能を駆使して
病院をどう運営するか

病院経営を大きく左右する
組織トップのリーダーシップ
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外 －腹腔鏡のがん手術は技術認定医
のいる病院で受けましょう－

病院長　阪倉 長平

　外科は現在、常勤医４名、非常勤医２名の体
制で消化器・乳腺・血管・腹部救急疾患など幅
広い疾患に対する診療をおこなっています。そ
の中でも特に症例の多い胃癌・大腸癌の外科
的治療について紹介させていただきます。

　当院の胃癌・大腸癌の診療の特徴としては、
Ｈ27年に私が赴任してからこれまでの診療内
容を刷新し、下記のような腹腔鏡手術や肛門温
存手術をおこなっています。すなわち
１．胃癌・大腸癌のあらゆる腹腔鏡手術
２．下部直腸癌に対する肛門温存手術（人工肛

門にならない手術）
３．腹腔鏡・内視鏡合同手術 (LECS, 胃の良性腫

瘍に対する新しい手術で胃変形が少なく術
後の経口摂取が非常に良いとされます)　

など患者さまの体に優しい腹腔鏡手術を日本
内視鏡外科学会の技術認定を受けた担当医が
対応しています。

　胃癌・大腸癌の手術症例数は前年度（H26年
度）に比べて約２倍に増えています。また術後
に最も問題となる縫合不全（つなぎ目が漏れる
こと）は、平成27年度の75例中１例（約1.5％）

で全国平均（約５％）よりも低くなっています。
さらに外科手術の質を上げるためには、医師・
看護師など手術スタッフ全体のレベルアップが
必要ですので、これに関しても日頃よりスタッフ
の教育を心掛けています。

　さて、ご存知のように腹腔鏡手術とは、腹部
などに複数開けた小さな穴からカメラや切除
器具を入れて行う手術法です。体に残る傷が小
さいため手術後の痛みが軽く、入院期間短縮
などの利点がありますが、一方でモニター画面
を見ながら切除器具を動かすなど、高い技術
が必要とされます。
　がんに対する腹腔鏡手術は90年代から行わ
れ、大腸癌や胃癌にも保険が適用されました
が、以前から経験が浅い医師による死亡事故も
起こり、大きな問題とされていました。そこで日
本内視鏡外科学会は2004年から、国内の腹腔
鏡手術の安全性を高めるため、ビデオ審査に
よる医師の技術認定制度を開始しています。最
近の認定試験の合格率は平均20％くらいで、
学会ホームページで確認できる合格者リスト
は、執刀医の実力を判断する手がかりになりま
す。Ｈ28年10月現在、明石市内の内視鏡外科学
会技術認定医は３名（明石市立市民病院 1名、
県立がんセンター ２名）です。地域の皆様にお
かれましては、腹腔鏡のがん手術は安全性の
高い技術認定医のいる病院で受けていただけ
ればと存じます。

腹腔鏡下胃・大腸手術症例数の年次推移
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　法人設立時の中期計画・年度計画の策定や実績報
告書の作成、市との調整など、法人の立ち上げから
今日まで病院事業に関わってきた事務職の立場から
法人設立と第1期を振り返り、ご報告いたします。

行政の枠組みからの脱却
　平成16年の新医師臨床研修制度のスタート以来、
全国的な勤務医不足が特に自治体病院で顕在化する
なか、当院においても、当時続いた医師の退職も相
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　地方独立行政法人は、行政の枠組みから脱し、実
質的に病院トップへ責任と権限が委ねられることに
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更）、制度的な保障が与えられる（経営にかかる権
限の委譲）ということは、経営改善に向けて努力す

るための環境が整えられたということであり、認可
をうけて登記するだけでは、独法化は単なる看板の
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能をいかに駆使して病院を運営していくかであり、
独法化を武器にして改革を推し進めていく病院トッ
プのリーダーシップが不可欠で、その点に独法化の
是非がかかっていました。

リーダーシップへの信頼感
　当院では、現在の理事長が独法化の半年前に院長
として着任しましたが、独法化後は、病院トップと
しての経営戦略をもちつつ、理事である副院長等の
意見を踏まえたうえで組織の方針を現場までおろし
ていくという、いわば「緩やかなトップダウン」で
病院運営を牽引しました。そうしたスタンスによる
リーダーシップが、公営企業から法人へ変わってい
く過渡期において、副院長等の経営参画意識を醸成
するとともに、職員の先行き不安感を少しずつ払拭
し、「この病院で頑張っていく」という組織に対す
る信頼へと変化をもたらしたと感じています。

第１期の成果と反省
　第１期では、市民に提供する医療機能や質の向上
といった診療にかかる分野については、独法化直前
の危機的状況を脱して診療体制が回復するなど、一
定の成果をあげたと認識しています。医業収益を中
心とした総収益も年々増加し、第1期は累計経常収
支で約5.9億円の黒字額を計上することができまし
た。ただ、中期計画に掲げた目標額7.3億円には届か
ず、この点について評価委員会からは、経費削減の
取り組みの遅れを厳しく指摘されました。事務部門
が独法化で期待された機動性や柔軟性を発揮できな
かったためであり、それにより構造的な改革が遅々
として進まなかったことについて、私自身、大いに
反省しています。
　しかしながら、第１期においても、事務部門の体
制については、市派遣職員から法人採用職員（民間
病院出身の経験者採用を含む）への置換を段階的に
行い、職員の専門性を高めるとともに、組織体系を
見直し、人事や契約、経理などそれぞれが機動的に
業務を遂行できるよう整えてきました。そうした体
制のなかで、第１期の終盤からは、ベンチマークを
活用した価格交渉など新たな取り組みを進めてお
り、第２期では、経費の適正化に向けたあらゆる対
策を講じるなど、改革を加速してまいります。

第２期は正念場
　市民病院としての歩みを確かなものにするため
に、第２期が正念場であると強く認識しています。
診療部門、事務部門が一体となって、市民の生命と
健康を守り安定した経営基盤を確立してまいります
ので、皆様には、引き続き、ご指導ご鞭撻のほど、
よろしくお願い申し上げます。

○地域医療支援病院の指定取得
○救急診療体制の充実
○電子カルテシステムの導入
○病院機能評価の更新
○地域包括ケア病棟の開設
○腎・透析センターの整備
○入退院支援センターの運用開始
○法人独自の人事評価制度、人事給与制度の構築
○第1期の累計黒字額は5.9億円

「中期目標・中期計画の達成には
やや遅れている」

経営収支

事務部門職員割合
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第１期の主な実績 第１期にかかる評価委員会の全体評価

　急性期医療を提供する地域の中核病院として、
市民に対して提供する医療機能や質の向上、弾力
的かつ効率的な経営体制の確立など、計画に基づ
く一定の成果は図られたが、独法化の命題である
安定した経営基盤の確立には至っていない。
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外 －腹腔鏡のがん手術は技術認定医
のいる病院で受けましょう－

病院長　阪倉 長平

　外科は現在、常勤医４名、非常勤医２名の体
制で消化器・乳腺・血管・腹部救急疾患など幅
広い疾患に対する診療をおこなっています。そ
の中でも特に症例の多い胃癌・大腸癌の外科
的治療について紹介させていただきます。

　当院の胃癌・大腸癌の診療の特徴としては、
Ｈ27年に私が赴任してからこれまでの診療内
容を刷新し、下記のような腹腔鏡手術や肛門温
存手術をおこなっています。すなわち
１．胃癌・大腸癌のあらゆる腹腔鏡手術
２．下部直腸癌に対する肛門温存手術（人工肛

門にならない手術）
３．腹腔鏡・内視鏡合同手術 (LECS, 胃の良性腫

瘍に対する新しい手術で胃変形が少なく術
後の経口摂取が非常に良いとされます)　

など患者さまの体に優しい腹腔鏡手術を日本
内視鏡外科学会の技術認定を受けた担当医が
対応しています。

　胃癌・大腸癌の手術症例数は前年度（H26年
度）に比べて約２倍に増えています。また術後
に最も問題となる縫合不全（つなぎ目が漏れる
こと）は、平成27年度の75例中１例（約1.5％）

で全国平均（約５％）よりも低くなっています。
さらに外科手術の質を上げるためには、医師・
看護師など手術スタッフ全体のレベルアップが
必要ですので、これに関しても日頃よりスタッフ
の教育を心掛けています。

　さて、ご存知のように腹腔鏡手術とは、腹部
などに複数開けた小さな穴からカメラや切除
器具を入れて行う手術法です。体に残る傷が小
さいため手術後の痛みが軽く、入院期間短縮
などの利点がありますが、一方でモニター画面
を見ながら切除器具を動かすなど、高い技術
が必要とされます。
　がんに対する腹腔鏡手術は90年代から行わ
れ、大腸癌や胃癌にも保険が適用されました
が、以前から経験が浅い医師による死亡事故も
起こり、大きな問題とされていました。そこで日
本内視鏡外科学会は2004年から、国内の腹腔
鏡手術の安全性を高めるため、ビデオ審査に
よる医師の技術認定制度を開始しています。最
近の認定試験の合格率は平均20％くらいで、
学会ホームページで確認できる合格者リスト
は、執刀医の実力を判断する手がかりになりま
す。Ｈ28年10月現在、明石市内の内視鏡外科学
会技術認定医は３名（明石市立市民病院 1名、
県立がんセンター ２名）です。地域の皆様にお
かれましては、腹腔鏡のがん手術は安全性の
高い技術認定医のいる病院で受けていただけ
ればと存じます。

腹腔鏡下胃・大腸手術症例数の年次推移
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営管理本部次長の菜虫と申します。平成22年、市民
病院の地方独立行政法人化（独法化）を進める市のプ
ロジェクトチームの課長を拝命し、移行事務を統括
するとともに、法人移行後も市派遣職員として病院
事務に従事しています。
　法人設立時の中期計画・年度計画の策定や実績報
告書の作成、市との調整など、法人の立ち上げから
今日まで病院事業に関わってきた事務職の立場から
法人設立と第1期を振り返り、ご報告いたします。

行政の枠組みからの脱却
　平成16年の新医師臨床研修制度のスタート以来、
全国的な勤務医不足が特に自治体病院で顕在化する
なか、当院においても、当時続いた医師の退職も相
まって消化器内科や産婦人科において医師不足が生
じるなど診療体制を縮小せざるをえない状況でし
た。経営面においても数年にわたり赤字決算が続く
など、地域からの期待に応えることができない厳し
い局面に立たされていました。
　こうしたなか、当院は、地方公共団体の枠組みを
離れるという不退転の決意のもと、自治体病院とし
ての再生を果たすため、平成23年10月1日に〝地方
独立行政法人〟明石市立市民病院として新たな一歩
を踏み出しました。

与えられた権能をいかに駆使するか
　地方独立行政法人は、行政の枠組みから脱し、実
質的に病院トップへ責任と権限が委ねられることに
制度の大きな特徴があります。
　ただ、病院運営の構造が変わり（経営形態の変
更）、制度的な保障が与えられる（経営にかかる権
限の委譲）ということは、経営改善に向けて努力す

るための環境が整えられたということであり、認可
をうけて登記するだけでは、独法化は単なる看板の
架け替えに過ぎません。大切なのは、与えられた権
能をいかに駆使して病院を運営していくかであり、
独法化を武器にして改革を推し進めていく病院トッ
プのリーダーシップが不可欠で、その点に独法化の
是非がかかっていました。

リーダーシップへの信頼感
　当院では、現在の理事長が独法化の半年前に院長
として着任しましたが、独法化後は、病院トップと
しての経営戦略をもちつつ、理事である副院長等の
意見を踏まえたうえで組織の方針を現場までおろし
ていくという、いわば「緩やかなトップダウン」で
病院運営を牽引しました。そうしたスタンスによる
リーダーシップが、公営企業から法人へ変わってい
く過渡期において、副院長等の経営参画意識を醸成
するとともに、職員の先行き不安感を少しずつ払拭
し、「この病院で頑張っていく」という組織に対す
る信頼へと変化をもたらしたと感じています。

第１期の成果と反省
　第１期では、市民に提供する医療機能や質の向上
といった診療にかかる分野については、独法化直前
の危機的状況を脱して診療体制が回復するなど、一
定の成果をあげたと認識しています。医業収益を中
心とした総収益も年々増加し、第1期は累計経常収
支で約5.9億円の黒字額を計上することができまし
た。ただ、中期計画に掲げた目標額7.3億円には届か
ず、この点について評価委員会からは、経費削減の
取り組みの遅れを厳しく指摘されました。事務部門
が独法化で期待された機動性や柔軟性を発揮できな
かったためであり、それにより構造的な改革が遅々
として進まなかったことについて、私自身、大いに
反省しています。
　しかしながら、第１期においても、事務部門の体
制については、市派遣職員から法人採用職員（民間
病院出身の経験者採用を含む）への置換を段階的に
行い、職員の専門性を高めるとともに、組織体系を
見直し、人事や契約、経理などそれぞれが機動的に
業務を遂行できるよう整えてきました。そうした体
制のなかで、第１期の終盤からは、ベンチマークを
活用した価格交渉など新たな取り組みを進めてお
り、第２期では、経費の適正化に向けたあらゆる対
策を講じるなど、改革を加速してまいります。

第２期は正念場
　市民病院としての歩みを確かなものにするため
に、第２期が正念場であると強く認識しています。
診療部門、事務部門が一体となって、市民の生命と
健康を守り安定した経営基盤を確立してまいります
ので、皆様には、引き続き、ご指導ご鞭撻のほど、
よろしくお願い申し上げます。

○地域医療支援病院の指定取得
○救急診療体制の充実
○電子カルテシステムの導入
○病院機能評価の更新
○地域包括ケア病棟の開設
○腎・透析センターの整備
○入退院支援センターの運用開始
○法人独自の人事評価制度、人事給与制度の構築
○第1期の累計黒字額は5.9億円

「中期目標・中期計画の達成には
やや遅れている」

経営収支

事務部門職員割合

H23年度H22年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度
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第１期の主な実績 第１期にかかる評価委員会の全体評価

　急性期医療を提供する地域の中核病院として、
市民に対して提供する医療機能や質の向上、弾力
的かつ効率的な経営体制の確立など、計画に基づ
く一定の成果は図られたが、独法化の命題である
安定した経営基盤の確立には至っていない。
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地方独立行政法人明石市立市民病院  医療介護連携課
〒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

営管理本部次長の菜虫と申します。平成22
年、市民病院の地方独立行政法人化（独法化）

を進める市のプロジェクトチームの課長を拝命し、
移行事務を統括するとともに、法人移行後も市派遣
職員として病院事務に従事しています。
　法人設立時の中期計画・年度計画の策定や実績報
告書の作成、市との調整など、法人の立ち上げから
今日まで病院事業に関わってきた事務職の立場から
法人設立と第1期を振り返り、ご報告いたします。

行政の枠組みからの脱却
　平成16年の新医師臨床研修制度のスタート以来、
全国的な勤務医不足が特に自治体病院で顕在化する
なか、当院においても、当時続いた医師の退職も相
まって消化器内科や産婦人科において医師不足が生
じるなど診療体制を縮小せざるをえない状況でし
た。経営面においても数年にわたり赤字決算が続く
など、地域からの期待に応えることができない厳し
い局面に立たされていました。
　こうしたなか、当院は、地方公共団体の枠組みを
離れるという不退転の決意のもと、自治体病院とし
ての再生を果たすため、平成23年10月1日に〝地方
独立行政法人〟明石市立市民病院として新たな一歩
を踏み出しました。

与えられた権能をいかに駆使するか
　地方独立行政法人は、行政の枠組みから脱し、実
質的に病院トップへ責任と権限が委ねられることに
制度の大きな特徴があります。
　ただ、病院運営の構造が変わり（経営形態の変
更）、制度的な保障が与えられる（経営にかかる権
限の委譲）ということは、経営改善に向けて努力す

経営管理本部次長
あいさつ

地方独立行政法人化と
第１期中期目標期間（H23.10.1～H28.3.31）を
振り返って

経
明石市立市民病院経営管理本部次長

菜虫 忠司

るための環境が整えられたということであり、認可
をうけて登記するだけでは、独法化は単なる看板の
架け替えに過ぎません。大切なのは、与えられた権
能をいかに駆使して病院を運営していくかであり、
独法化を武器にして改革を推し進めていく病院トッ
プのリーダーシップが不可欠で、その点に独法化の
是非がかかっていました。

リーダーシップへの信頼感
　当院では、現在の理事長が独法化の半年前に院長
として着任しましたが、独法化後は、病院トップと
しての経営戦略をもちつつ、理事である副院長等の
意見を踏まえたうえで組織の方針を現場までおろし
ていくという、いわば「緩やかなトップダウン」で
病院運営を牽引しました。そうしたスタンスによる
リーダーシップが、公営企業から法人へ変わってい
く過渡期において、副院長等の経営参画意識を醸成
するとともに、職員の先行き不安感を少しずつ払拭
し、「この病院で頑張っていく」という組織に対す
る信頼へと変化をもたらしたと感じています。

平成28年10月
201618vol.

集編
記後

　もう11月を迎え今年もあと２ヶ月。
　歳を重ねるにつれ、時が経つのが早く感じますね。振り返る間もなく一年
が過ぎていきます。だからこそ、その日１日を大切にしたいですね。
　季節は立冬です。最近の11月は、まだまだ暖かい日も続きますが、体調
には十分気を付けてお過ごしください。

第１期の成果と反省
　第１期では、市民に提供する医療機能や質の向上
といった診療にかかる分野については、独法化直前
の危機的状況を脱して診療体制が回復するなど、一
定の成果をあげたと認識しています。医業収益を中
心とした総収益も年々増加し、第1期は累計経常収
支で約5.9億円の黒字額を計上することができまし
た。ただ、中期計画に掲げた目標額7.3億円には届か
ず、この点について評価委員会からは、経費削減の
取り組みの遅れを厳しく指摘されました。事務部門
が独法化で期待された機動性や柔軟性を発揮できな
かったためであり、それにより構造的な改革が遅々
として進まなかったことについて、私自身、大いに
反省しています。
　しかしながら、第１期においても、事務部門の体
制については、市派遣職員から法人採用職員（民間
病院出身の経験者採用を含む）への置換を段階的に
行い、職員の専門性を高めるとともに、組織体系を
見直し、人事や契約、経理などそれぞれが機動的に
業務を遂行できるよう整えてきました。そうした体
制のなかで、第１期の終盤からは、ベンチマークを
活用した価格交渉など新たな取り組みを進めてお
り、第２期では、経費の適正化に向けたあらゆる対
策を講じるなど、改革を加速してまいります。

第２期は正念場
　市民病院としての歩みを確かなものにするため
に、第２期が正念場であると強く認識しています。
診療部門、事務部門が一体となって、市民の生命と
健康を守り安定した経営基盤を確立してまいります
ので、皆様には、引き続き、ご指導、ご鞭撻を賜り
ますよう、よろしくお願い申し上げます。

な むし

　来る平成29年２月26日（日）に「日本医療マネジメント学会第11回兵庫支部学術集会」を開催いたします。本
集会は、職種、職域を超えて医療従事者が集い、医療の質の向上を目的として意見交換や情報共有を行うもので、
今回はメインテーマを「地域医療構想下で生かす医療マネジメント」とし、活発な交流、議論の場となるよう鋭意
準備を進めています。
　特別講演として、メインテーマにふさわしく、兵庫県健康福祉部医
監の山本光昭さん、在宅ケア移行支援研究所の宇都宮宏子さん、神奈
川県済生会支部長の正木義博さんにお願いをしました。
　また、一般演題（口演）は、日頃の取り組みの成果をご紹介いただ
き、情報の共有を図るため、地域医療連携やクリティカルパス、医療
安全、医療の質、チーム医療、教育など幅広いカテゴリーで募集中で
す。（詳しくは当院ホームページをご覧ください。）
　多くの方々にご参加と演題のご応募をいただきますよう、ご案内申
し上げます。

日本医療マネジメント学会第11回兵庫支部学術集会を開催します

新任医師 紹 介
よろしく

お願いします

村 田  巨 樹
む ら た お お き

診療部整形外科　医長

日本整形外科学会（整形外科専門医・運動器リハビリテーション医）、
日本外科学会（専門医）

　10月から整形外科に勤務することになり
ました村田巨樹です。脊椎、外傷を中心に
整形外科全般の治療に携わってきました。
今後、明石の地域医療に貢献していけるよ
う努力していきます。どうぞよろしくお願
いいたします。趣味 ラグビー、トライアスロン、子育て

　みなさま、こんにちは！
　救急総合診療科では2014年より、外来患者さんとご家族のための「イザッ！」を学ぶ
コースを開催しております。
　今年度は、第１回を６月13日、第２回を９月21日に行いました。今回で開催回数は９回
目を数え参加人数は110名となりました。参加された皆様から、「参加してよかった！」
「また、参加したい！」など、たくさんのお褒めの言葉をいただいております。
　コースの内容は自宅での急変時の初動（連絡方法や、口頭指導について）や実際の心肺
蘇生法・市内のＡＥＤの設置場所など、毎回２時間30分のコース設定ですが受講される皆
さんのペースに合わせたコースにしております。今年度は、あと１回（３月１日）を予定
しております。詳細は「広報あかし」（平成29年２月15日号掲載予定）をご覧いただくか、
当院医療介護連携課までご連絡ください。
　興味があり受講を希望される方がいらっしゃいましたら、是非ご案内していただければ
幸いと存じます。

「外来患者さんのための急変時対応コース」開催
こんにちは！ 救急科です！

２面へつづく

独法化のポイント
独法化に伴う権限委譲で増す
「自由度」と「責任度」

与えられた権能を駆使して
病院をどう運営するか

病院経営を大きく左右する
組織トップのリーダーシップ
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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
● 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

放射線科

外　科

心療内科
精神科

神経内科

1診

1診

今藤 寿彦

午後：市田 裕紀子
（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
（乳腺のみ）

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

平嶋 良章

藤木 博
（血管外来のみ）

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 松井 律夫 松井 律夫 松井 律夫 松井 律夫

井川 洋
草西 洋

辻村 まり
草西 洋
井川 洋草西 洋

井川 洋
辻村 まり
西村 殊寛 西村 殊寛

金井 美智子

辻村 まり
西村 殊寛

金井 美智子 金井 美智子

井川 洋
草西 洋

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

杉本 尚仁
山内 徳人
松本 次弘

松本 次弘

赤澤 貴子
村松 哲

森川 輝久

久貝 宗弘
松本 次弘（10：00～）

奥 成聡
（再診 血液）

中島 寿樹
（再診 糖尿病）

渡邊 乃梨子

初診担当医

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）

岡田 真季

阪本 健三

徳岡 秀紀

八木 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

今藤 寿彦 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）

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）

竹本 智明
（精神疾患）

丹田 修司
（再診 腎臓透析）

奥 成聡
（血液）

市田 裕紀子
（糖尿病） 迫田 知佳子 渡邊 乃梨子 西原 孝明

立花 久嗣（午後）

午後：城戸 秀典

西原 孝明

佐竹 渉（午前）

安岡 利恵（午前）

森田 修司（午後）

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

特殊外来

4診

3診（初診）



（代表） 078-912-2323
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平成28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。

＊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
（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。


