
年10月1日から、地方独立行政法人明石市立市民病

院として新たな出発をすると同時に、副院長兼看護

部長に就任しました川人です。市から提示されました中期

目標を達成すべく病院改革に職員一丸となって取り組んで

いるところです。

　看護部は、看護師不足が深刻な中、看護師確保に毎年苦慮

しており、看護師の確保・定着のため人材育成には重点的に

力を入れています。看護師の教育プログラムは、新卒看護師

が確実に成長できるよう臨床に即した研修を取り入れまし

た。将来を見据えたキャリア開発支援も行っています。その

中でも、看護の専門性を発揮し院内・外で医療に貢献できる

認定看護師の資格取得につきましては、全面的支援を行っ

ています。

　今回は、当院の認定看護師について紹介します。認定看護

師は、今年度新たに3名が加わり5名になりました。 現在活

動中のがん化学療法看護認定看護師は、化学療法室に勤務

し、がん患者の電話相談や来院相談を行い、「闘病意欲や不

安軽減に繋がった」と多くの患者様に喜んで頂いています。

皮膚・排泄ケア認定看護師は、褥瘡専従看護師として活動す

ると共に、ストーマ造設患者のため週１回ストーマ外来を

行っており、地域からの紹介患者様も増えています。看護場

面で実践・指導等を行ったり、チーム医療の核としてコー

ディネーター的な役割を果たすだけでなく、認定看護

師チームとして組織横断的に活動を行ってもらうため、月2

回は認定看護師が集まり検討会が行えるよう環境を整えま

した。認定看護師の専門性を充分発揮し、個人的また、認定

看護師チームとして看護の質向上に貢献してくれることを

期待しています。

　近年、病院から在宅医療へのシフトが必然の流れになっ

ていますが、在宅医療を支える人材が圧倒的に不足してい

ます。当院では、昨年から地域連携看護師と病棟看護師で在

宅復帰前後の患者訪問を開始したところですが、徐々に件

数を増やして行こうと思っています。認定看護師も院内だ

けでなく院外の活動が求められています。在宅で悪性腫瘍

の鎮痛療法、化学療法や褥瘡のある患者で通院困難な患者

を、訪問看護師と一緒に在宅訪問し、ケアや指導を行ってい

きたいと考えています。また、認定看護師を活用していただ

ける機会がありましたら、積極的に参加させて頂きます。地

域との連携を深め、患者様が安心して在宅医療を継続して

頂けるよう一層努力して参ります。

　今後ともご支援・ご協力を宜しくお願い申し上げます。

副院長兼看護部長

川人 眞由美
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がん化学療法看護認定看護師

藤原 正子
抗がん剤治療・がん治療を受けておられる患者様
の治療が安全であるよう、また、安楽に過ごせる
ようにお手伝いをしています。今後は、在宅訪問
も行っていきたいと思っています。

皮膚・排泄ケア認定看護師

生頼 順子
スキンケアや排泄ケアは看護の基本となるもの
で、この基本的なケアに対して専門的な知識と技
術を用い、院内だけでなく地域の方々に対しても
質の高い看護が提供できるよう活動していきた
いと思います。

がん化学療法看護認定看護師

寺井 知子
がん化学療法を受ける患者様が、「安全」「確実」
「安楽」に治療が受けられるよう支援するととも
に、患者様とその家族の苦痛が少しでも和らぐよ
う、看護を追求し続けていきたいと思います。

がん放射線療法看護認定看護師

鎌田 美穂
当院の放射線治療は休止状態となりましたが、治
療選択や放射線治療についての不安な事やご質
問などご相談を受け賜わります。

緩和ケア認定看護師

石川 央
現在は院内活動にとどまっていますが、自宅で安
心して過ごせるよう地域にも関わっていきたい
と考えていますので、よろしくお願いします。



　泌尿器科疾患全般を取り扱っていますが、特に

前立腺肥大症、尿路結石、尿路性器感染症などの良

性疾患の診断・治療を中心に行っています。前立腺

肥大症はαブロッカーの登場で薬物療法の有効性

が高くなったことに加え、5α還元酵素阻害剤

（デュタステリド）が発売されたことで手術療法が

必要な方は減少傾向にあります。ただ高齢化や糖

尿病をはじめとする生活習慣病の増加によって神

経因性膀胱を合併しておられたり最近の概念であ

る過活動膀胱の症状をお持ちの方も多く、前立腺

肥大症には慎重投与とされてきた抗コリン剤を併

用する例が増えてきていますのでそういった方々

には適宜泌尿器科検査が必要です。これらの検査

で尿路閉塞が排尿困難の主な原因と考えられ、か

つ薬物療法では症状のコントロールが難しい方に

ついては経尿道的切除術（TUR-P）を行い薬物療法

からの解放を目指します。上部尿路結石（腎・尿管

結石）に対しては体外衝撃波結石破砕術（ESWL）を

中心に治療を行っています。当科ではエダップ社

ソノリス・プラクティスを採用し、鎮痛剤のみでの

ESWLが可能です。初回治療の患者さまは原則とし

て3～7日の入院で治療を行い、残石に対しては外

来で治療を継続しています。ESWLで効果不十分な

もの、サイズが大きくかつCT値が高い（＝硬い）結

石、骨盤骨と重なる位置の結石に対しては内視鏡

下に破砕術を行うようにしています。主に経尿道

的手術を行っていますが、これまで硬性尿管鏡で

は到達できなかった腎結石や上部尿管の結石にも

軟性尿管鏡とレー

ザーを用いることで

破砕が可能になって

います。

　尿路性器悪性腫

瘍については主に
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査による病期診

断を行っていま

す。表在性膀胱

癌は当院で経尿

道的膀胱腫瘍

切除術が可能

です。また組織検査の結果、悪性度が高く易再発性

と予想される腫瘍にはできるだけ膀胱温存するこ

とを目的にBCG膀胱内注入療法を行います。PSA

(前立腺特異抗原)高値の患者さまには前立腺生検

で組織診断を行いますが当院では検査後の合併症

に速やかに対応できるよう原則1泊2日の入院とさ

せていただいています。前立腺癌の診断確定後は

患者さまの年齢、合併症、病期診断から総合的に治

療法を検討し、内分泌療法の適応のある患者さま

については当院で治療を行っています。開放手術、

腹腔鏡手術、放射線療法などの根治療法が可能な

浸潤性膀胱癌、前立腺癌、腎癌および腎盂尿管癌に

関しては近隣の基幹病院と連携しスムーズに治療

を受けていただけるよう努めます。

　なお小児泌尿器科、女性泌尿器科、男性不妊症の

手術療法には原則的に対応しておりませんのでご

容赦ください。

　さて2010年10月以降、常勤医が2名体制(山中、

木下)になったことで診療業務の縮小を余儀なくさ

れておりましたが、2012年7月から吉井貴彦医師が

当科に赴任し常勤医3名となりました。緊急手術に

はまだ対応できる体制にはなっておらず近隣の先

生方にはご迷惑をおかけしますが、今後徐々に診

療業務を充実させていきたいと考えております。

まずは本年10月からこれまで休診としていました

火曜日の外来診察を再開します。初診患者さまの

診察と通院中の患者さまの病状悪化に対応させて

いただきますので、火曜日も地域医療連携課経由

で初診患者さまをご紹介いただければ幸いです。

今後ともご支援を賜りますようよろしくお願い申し

上げます。
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●副医長

吉井 貴彦
◆ 日本泌尿器科学会（専門医）
◆ 日本がん治療認定医機構
　（がん治療認定医）
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泌尿器科

●部長

山中 邦人
◆ 日本泌尿器科学会
　（専門医・指導医）
◆ 日本泌尿器内視鏡学会
◆ 医学博士

やま  なか くに と

泌尿器科

●副部長

木下 佳久
◆ 日本泌尿器科学会（専門医）
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　地域医療支援病院の承認に向け、平成23年11
月より明石市、神戸市、加古川市へと登録医制度
を順次導入をしてきました。平成24年9月現在で
215医療機関の参加を得、皆様の期待の大きさ、
当院の責任の重さを実感しているところです。
今後は東播磨地区二次医療圏の中で、当院の登
録医制度が未導入の高砂市への制度拡大を予定
しています。
　当院では、登録医の先生方とお互いに顔の見
えるお付き合いをして頂くために、定期的に合
同カンファレンスなどの実施を予定しており、8
月には産婦人科及び泌尿器科の登録医様を対象
にした講演会と意見交換会を開催いたしました。
どれぐらいの先生方に関心を持って頂けるだろ
うかの不安を他所に、ご案内をしたところ予想
以上の先生方の参加を頂き、大変喜んでいます。
今後も科ごとに順次行う予定にしていますの
で、地域とともに歩む当院の取り組みをご自身
の目で是非確かめて頂きたいと考えています。

　 登録医制度の取り組み

　登録医制度の円滑な運用を図るため、当院、関
係各医師会推薦の先生を中心に委員会を設置い
たしました。制度の改良等も含め幅広く、実態に
即した議論をしていきたいと考えています。第1
回は9月6日に開催し、開放病床の利用方法につ
いて意見交換をいたしました。右図のとおり、先
生方にとって、当院の開放病床を分院感覚で利
用して頂けるよう、できるだけ地域のニーズに
沿った、使い勝手の良い利用方法を関係者と創
り上げた次第です。
　当委員会の議論結果は、登録医様には定例便
の中で、報告をさせて頂きます。

　 地域推進委員会を開催

開放病床
の

利用方法
について

　医師会の会員様には、募集当時に申請書を送付
をさせて頂きましたので、お手元にあればその用
紙をお使い頂くか、住所、医院名、代表者名、連絡
先とともに、登録医制度参加希望と記載したもの
を下記宛までFAXして頂くだけでも結構です。

明石市立市民病院  地域医療連携課宛
FAX 078-912-2362

1）2～3日前に、電話またはFAXで地域医療連
携課宛にお申込み下さい。

2）地域医療連携課が当院主治医と調整し、FAX
でご返事を差し上げます。

登録医からの来院申込み１

登録医申請方法

来院当日2

地域医療連携課にお越し下さい。1）

来院記録簿に必要事項を記載させて頂きます。2）

主治医に連絡するとともに、当日の流れを
再確認させて頂きます。

3）

白衣、名札をお渡しいたしますので、
着用をお願いいたします。

4）

地域医療連携課職員が病棟にご案内いたします。5）

カルテは病棟でご覧頂けるよう準備いたします。6）

訪床終了後、再度地域医療連携課にお戻り頂き、
白衣、名札を回収させて頂きます。

7）

地域医療支援病院の
取得に向けて



「地域医療連携だより」2号を無事に発行することが
できました。地域の医療機関と明石市立市民病院と
の懸け橋になっていますでしょうか。皆様のご意見
がありましたら、遠慮なく地域医療連携課までおっ
しゃってください。

　当院では、現在3T（テスラ）と1.5Tの2台のMRI装置があ

ります。

　3T装置は、強い磁場で強い信号が得られより詳細な検査

ができます。1.5T装置は、さまざまな検査に対応できる装置

です。2台の特長を生かし詳細な検査を提供させていただき

ます。

　頭部の撮影では、造影剤を使用せずに小さな動脈瘤や狭

窄血管を描出できます。前立腺や子宮の病変を高分解能に

描出でき、脊椎や四肢関節の描出も優れています。また、磁

気共鳴専門技師の認定を受けた技師がおり、質の高い検査

体制を維持する努力をしています。

　紹介患者様の画像検査に関して、放射線部
門ではCT、MRI、RIの検査を行っています。
　診断レポートも当日ないし翌日に郵送され
ます。お急ぎの場合FAXも可能です。CT、MRIに
関しては、現在1週間以内で検査することが出
来ますので、ぜひご活用ください。当日緊急検
査にも出来る限り対応いたします。
　また、平成23年より紹介患者様の単純CTと
単純MRIの検査を午後7時まで延長しました
（月、火、水、金）。また土曜日の午前中（9時から
12時まで）も検査可能となりました。

放射線科MRIの紹介

膝プロトン密度強調画像

頭部MRA（MIP）

骨盤部T2強調画像

　オープン検査の、生理検査部門についても、
土曜日の午前中（9時から11時30分まで）に、心
電図・ABI・呼吸機能・腹部エコー・心エコー・下
肢静脈エコー・頚動脈エコー・簡易PSG・脳派・
NCS・ENoG・ABPMの予約が出来ますのでご利
用下さい。
　今まで仕事や学校、その他の都合で検査を
受けにくかった患者様も受けていただけます
ので、ぜひご活用ください。詳しくは、地域医
療連携課までお問い合わせください。

オープン検査に
ついて

　当院では、紹介状をお持ちの患者さまの待ち時間を短縮し、円滑な診療・検査を受けていただけるよう、病
院・診療所の先生方から事前予約をお受けしております。
　6月下旬に実施した、来院から診察までの待ち時間調査では、紹介状をお持ちで予約がない患者さまは約
70分でしたが、紹介状をお持ちで事前予約ありの患者さまについては約10分という結果が出ました。
　紹介患者さまの待ち時間短縮のため、患者さまをご紹介いただく際には、是非、事前予約をご利用ください
ますようお願いいたします。

紹介患者さまの
　診察・検査事前予約ご利用のご案内

● 事前予約受付時間
平日／8：30～19：00　土曜日／8：30～12：00

● 予約受付先　地域医療連携課直通
TEL （078）912-2359　FAX （078）912-2362　

※FAXは24時間お受けしております。
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先　地域医療連携課直通
912-2359　FAX （078）912-2362






