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登録医に登録されました！

『新年明けましておめでとうございます』
　旧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。これまで明石市医師会の先生
方や明石市行政の皆様など、各方面からのご支援によ
り、当院の診療体制の拡充は順調に推移しております。
直近の３年間は中堅・若手医師の増員や診療科の新設
（耳鼻咽喉科や総合内科など）などが続いており、平
成29年度診療実績・収益は病院開設以来で最高レベ
ルを見込んでおります。これまでご支援いただいた皆
様に改めてお礼申し上げるとともに、明石市医師会の
先生方や市民の皆様よりご意見をいただきながら病
院改革をさらに進めて参りますのでよろしくお願いい
たします。
　さて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、秋篠宮家の眞子さまの婚約発表や
早稲田実業清宮幸太郎選手のプロ野球入団や将棋の
藤井聡太４段の活躍など、これからの日本を担う青少
年が確実に育っていることを内外に印象付けたので
はないでしょうか。これに対して米国トランプ大統領
の選出、北朝鮮のミサイル実験、東京都知事選とその
後の国政選挙など、国内外の政治・経済の激変混乱
が気になる１年でした。さらには国内有力企業の「偽
装」の問題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ます。そし
て職員全員が『アカウンタビリティ（責任を持って主
体的に動くこと）』を持って患者さまの満足度の向上
に努めてまいります。
　また医療界において2018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。診
療報酬改定、介護報酬改定のダブル改定に加えて第
７次医療計画、第３期医療適正化計画、第７期介護保
険事業計画のトリプル計画が同時にスタートします。

トリプル計画ではまず2025
年に向けた地域医療構想を実
現するために病床区分の適正化・再編による在宅医
療へのシフトがいよいよ始まります。新しい介護保険
事業計画では医療サイドだけではなく介護予防の推
進や自立支援サービス、重度化する在宅医療への対
応ができる医療介護連携の確立が重点項目として推
進されます。このような激しい改革が予想される中で、
我々市民病院がいかに望ましい方向に発展してゆく
かをしっかり考えてゆきたいと思います。いずれにせ
よ、これからの地域包括ケアシステムにおいては医療
機能の分化・連携の推進がより重要となりますので、
近隣の施設と十分に情報交換しながら、より良い連携
をすすめてゆきたいとおもいます。
　今年の干支（えと）は戊戌（つちのえいぬ）です。十
二支の10番目が「戌（いぬ）」ですが、どのような意味
がこめられているかをご存知でしょうか。戌はもとも
と「滅（めつ）」（「ほろぶ」の意味）で、草木が枯れる
状態を示しています。しかし、戊戌の十干「戊（つちの
え）」は植物の成長が絶頂期にあるという意味がある
そうですので、合わせて今年は燃え尽きた豊かさや幸
せの灰の中から、新たな価値がきっと芽生えてくる良
い年回りになるものと期待したいと思います。
　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、地域の皆さまとともに
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。

明石市立市民病院  病院長
阪倉 長平

 

〔診療ガイド〕

　平成29年12月、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した！
　皆さまにより快適に使っていただけるよう、スマートフォンやタブレットにも対応デザインとなっています。
「登録医検索システム」については、患者さまが登録医療機関をより検索しやすいよう、新たに「キーワード検
索」機能を設けています。また、各診療科のご案内では「診療内容」「主な対象疾患」「地域の医療機関の皆様
へ」「外来担当・スタッフ紹介」のページを作成するなど、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/

当院のホームページが新しくなりました！

新任医師 紹 介
よろしく

お願いします

山 下  加 奈 子
や ま し た か な こ

小児科　副医長

所属学会（資格）等
日本小児科学会（専門医）

　第２子出産を機に、地元明石市に戻って参り
ました。自ら育児をする中で、地域の子どもの
増加に伴う小児科の需要の高さを感じておりま
す。地域の皆さまに気持ちよく医療をお受けい
ただけるように、精一杯頑張りたいと思います！

趣味 プランニング

小児科紹介患者数推移

0

20

40

60

80

100

10

30

50

70

90

２
月

１
月

H29

（人）

３
月

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

10
月

11
月

38

50

65

55

79 81 81
78

85
90

66

集編
記後

　地域の医療機関の皆さまには、日頃より当院との連携にご理解、ご協力を
賜り誠にありがとうございます。また、旧年中は大変お世話になりました。
　昨年末は例年よりも厳しい寒さで体調を崩された方も多かったのではない
でしょうか。まだまだ寒い日が続きますが、先生方におかれましても体調管
理には充分おきをつけください。

岡田医院（淡路市岩屋） 曽山医院（淡路市志筑）
しおかぜ診療所（淡路市岩屋） かわぐち腎泌尿器科・内科クリニック（加古郡稲美町国岡）
平崎内科循環器科クリニック（明石市魚住町錦が丘） やす整形外科クリニック（明石市和坂）
やすずみ眼科（明石市大久保町江井島） 竹森レディースクリニック（神戸市垂水区舞子台）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（H29.10以降登録　11月30日時点）※掲載は登録順

　　　　　　　　　　※平成29年11月30日現在、登録医数は275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。



明石市立市民病院 地域医療連携だより　vol.23

骨折のCTによる画像診断について
　画像診断は部位や症状によって検査機器を使いわけしていますが、四肢や関節の画像診断は現在でも単純Ｘ線写
真が基本です。しかし、微小な骨折は単純Ｘ線写真では分かりにくい場合があります。CT検査により診断に有用な
ことがあります。今回は骨折時のCT検査についてご紹介します。
　CT検査では0.5㎜の薄いスライス厚で撮影することにより、多断面再構成（MPR）像を作成して目的に応じた角
度で断面像を作成することが出来ます。また、ワークステーションによる３次元画像（VR法）は骨折の立体的把握
に適しています。単純X線撮影では分かりにくい微小な骨折の診断や関節面の評価、複雑な骨折の骨片の数、位置、
転位の方向の診断、骨折の治癒状況を評価することが出来ます。

　当院では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利用下さい。

放 射 線 科 の 検 査 紹 介

形
外
科
を

ご
紹
介
し
ま
す
。

整 　平素より大変お世話になり誠にありがとうございま
す。当科では、急性期病院の整形外科として一般的な骨
折や腱・靭帯損傷など多くの外傷性疾患の治療を行うほ
か、脊椎、股関節節、膝関節、肩関節疾患を重点的に取
り扱い、年間600件以上の手術を行っております。ま
た、整形外科は365日24時間のオンコール体制で救急を
応需しています。平日夜間でも先生方から骨折などのご
紹介を受けることができますので何卒よろしくお願い申
し上げます。

◯骨折手術(当科の全医師が担当しております。)
　急性期病院の整形外科としてやはり骨折の症例が最も多く、特に最近5年間の増加は著
しく骨折の手術件数は平成24年と比較して現在100件以上増加しております。特に高齢者
の骨粗鬆症に伴う大腿骨頚部骨折・転子部骨折に対する人工骨頭置換術・骨接合術が著
しく増加しております。

◯脊椎手術(当科では主に景山・村田が担当しております。景山は日本脊椎脊髄病学会
認定指導医です。)
　平成7年以降当科では1,200件以上の脊椎手術を行ってまいりました。現在、主として
高解像度の顕微鏡を用いた鏡視下手術を行っております。
　腰部脊柱管狭窄症や一部の腰椎椎間板ヘルニアでは、棘突起を縦割することにより脊
柱支持に重要な傍脊柱筋を両側で温存しながら(A) 片側進入あるいは(B)正中進入で脊柱管
を両側除圧する手術を行っております。両者とも縦割した棘突起は元の位置に戻し縫合
します。皮切は1椎間の場合で約3cmです。翌日より歩行訓練を開始し、術後10日目に抜
糸し翌日退院としています。重度麻痺の方は包括ケア病棟でリハビリを受けることもで
きます。

副院長 兼 整形外科部長

景山 直人

単純X線写真

単純X線写真 単純X線写真

CT　MPR冠状断 単純X線写真 CT　３D

手関節骨折

膝高原骨折

CT　MPR冠状断 CT　３D

尺骨骨折

単純X線写真 単純X線写真CT　MPR CT　３D

足根骨微小骨折 肋骨骨折

(A) 棘突起縦割・片側侵入両側除圧　(Chatani K：J Neurosurg Spine 24:694-699,2016)

１　皮膚切開 ２　棘突起縦割 ３　縦割棘突起の半分を側方へ

４  椎弓  黄色靭帯  関節内側の除圧 ５　縦割棘突起の縫合 術後CT
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　隣接椎間の不安定性の問題が生じる脊椎固定は可能な限り行わず、上記 (B) の方法を用いて傍脊柱筋を温
存し関節突起の削除を少なくすることにより脊柱管拡大のみで済むように工夫しております。
　しかし、不安定性の強い場合や外傷性脊椎疾患では、pedicle screw system や cage などの脊椎インストル
メントを用いた脊椎固定術を行います。脊椎可動性をあまり損なわないようにできるだけ短い範囲の固定（左
下図）を心がけておりますが、骨粗鬆症の強い場合は長い範囲の固定（右下図）が必要となります。

　頚椎症性脊髄症に対しては、セラミック人工椎弓を用いた椎弓形成術を行っております。また、頚椎椎間
板ヘルニア（１椎間）では特殊なプラスチック製の PEAK CAGE を用いた前方固定術を行っております。ど
ちらも術翌日より歩行訓練を開始し２週間入院を目指していますが、重度の麻痺の症例も多く長期のリハビ
リが必要な場合もあります。

(B)棘突起縦割・正中侵入両側除圧  （図提供：みどりが丘病院 脊椎脊椎外科センター長　長谷　斉先生）

１  棘突起の縦割 ３  棘突起の縫合 術後CT２ 椎弓、黄色靭帯および
 関節内側の除圧

腰椎変性すべり症

術前　Ｘ線写真

術前　Ｘ線写真

術後　Ｘ線写真

術後　Ｘ線写真

第４腰椎破裂骨折
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◯関節手術（主に國友・景山・松井・村田が担当しております）
　股関節や膝関節の変形性関節症や骨壊死症に対する人工関節置換術（下図）が多く、平成７年以降1400件以
上の手術を行っております。人工関節ではできるだけ小さな皮切（10～15cm）で行っていますが、安全第一
としていますので特に最小侵襲手術（MIS）にこだわっているわけではありません。当科では包括ケア病棟で
十分なリハビリを行ったのち退院していただいており入院期間は３～４週です。

　壮年期以後の肩関節痛の主な原因となる腱板損傷に対して、リハビリによる保存的治療の効果がない場合に
は積極的に手術加療を行っております。手術（國友担当）は関節鏡視下に行っており、従来のopen手術に比
べて術後の筋力低下や疼痛が少ない手術です。腱板損傷以外にも、慢性の石灰沈着性腱板炎、インピンジメン
ト症候群、肩関節内骨折に対しても関節鏡視下に手術を行っております。
　膝の前十字靭帯損傷に対する靭帯再建術（景山担当）や半月板損傷に対する部分切除術や縫合術を関節鏡視
下に行っております。
　大腿骨頭壊死症では壊死範囲が少ない場合は骨頭回転骨きり術も行っております。

術前　Ｘ線写真術前　Ｘ線写真 術前　Ｘ線写真術後　Ｘ線写真術後　Ｘ線写真 術後　Ｘ線写真

単価型人工膝関節置換術（UKA）人工膝関節全置換術（TKA） 人工股関節全置換術（THA）

医師紹介 （役職、所属学会・資格等）

部　長
副院長 景山　直人
日本整形外科学会
（整形外科専門医・脊椎脊髄病医）
日本脊椎脊髄病学会（指導医）
中部日本整形外科災害外科学会（評議員）
京都府立医科大学客員講師

副部長 國友　泰輔
日本整形外科学会
（整形外科専門医・スポーツ医）
日本肩関節学会
日本リハビリテーション学会
中部日本整形外科災害外科学会

副部長 松井　隆明
日本整形外科学会
（整形外科専門医・リハビリテーション医）
中部日本整形外科災害外科学会

医　長 山田　充彦
日本整形外科学会（整形外科専門医）
中部日本整形外科災害外科学会
日本外科学会

医　長 村田　巨樹
日本整形外科学会（整形外科専門医）
日本外科学会

専修医 渡部　太輔
日本整形外科学会
中部日本整形外科災害外科学会
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しく骨折の手術件数は平成24年と比較して現在100件以上増加しております。特に高齢者
の骨粗鬆症に伴う大腿骨頚部骨折・転子部骨折に対する人工骨頭置換術・骨接合術が著
しく増加しております。

◯脊椎手術(当科では主に景山・村田が担当しております。景山は日本脊椎脊髄病学会
認定指導医です。)
　平成7年以降当科では1,200件以上の脊椎手術を行ってまいりました。現在、主として
高解像度の顕微鏡を用いた鏡視下手術を行っております。
　腰部脊柱管狭窄症や一部の腰椎椎間板ヘルニアでは、棘突起を縦割することにより脊
柱支持に重要な傍脊柱筋を両側で温存しながら(A) 片側進入あるいは(B)正中進入で脊柱管
を両側除圧する手術を行っております。両者とも縦割した棘突起は元の位置に戻し縫合
します。皮切は1椎間の場合で約3cmです。翌日より歩行訓練を開始し、術後10日目に抜
糸し翌日退院としています。重度麻痺の方は包括ケア病棟でリハビリを受けることもで
きます。

副院長 兼 整形外科部長

景山 直人

単純X線写真

単純X線写真 単純X線写真

CT　MPR冠状断 単純X線写真 CT　３D

手関節骨折

膝高原骨折

CT　MPR冠状断 CT　３D

尺骨骨折

単純X線写真 単純X線写真CT　MPR CT　３D

足根骨微小骨折 肋骨骨折

(A) 棘突起縦割・片側侵入両側除圧　(Chatani K：J Neurosurg Spine 24:694-699,2016)

１　皮膚切開 ２　棘突起縦割 ３　縦割棘突起の半分を側方へ

４  椎弓  黄色靭帯  関節内側の除圧 ５　縦割棘突起の縫合 術後CT



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  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/

平成30年1月
201823vol.

登録医に登録されました！

『新年明けましておめでとうございます』
　旧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。これまで明石市医師会の先生
方や明石市行政の皆様など、各方面からのご支援によ
り、当院の診療体制の拡充は順調に推移しております。
直近の３年間は中堅・若手医師の増員や診療科の新設
（耳鼻咽喉科や総合内科など）などが続いており、平
成29年度診療実績・収益は病院開設以来で最高レベ
ルを見込んでおります。これまでご支援いただいた皆
様に改めてお礼申し上げるとともに、明石市医師会の
先生方や市民の皆様よりご意見をいただきながら病
院改革をさらに進めて参りますのでよろしくお願いい
たします。
　さて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、秋篠宮家の眞子さまの婚約発表や
早稲田実業清宮幸太郎選手のプロ野球入団や将棋の
藤井聡太４段の活躍など、これからの日本を担う青少
年が確実に育っていることを内外に印象付けたので
はないでしょうか。これに対して米国トランプ大統領
の選出、北朝鮮のミサイル実験、東京都知事選とその
後の国政選挙など、国内外の政治・経済の激変混乱
が気になる１年でした。さらには国内有力企業の「偽
装」の問題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ます。そし
て職員全員が『アカウンタビリティ（責任を持って主
体的に動くこと）』を持って患者さまの満足度の向上
に努めてまいります。
　また医療界において2018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。診
療報酬改定、介護報酬改定のダブル改定に加えて第
７次医療計画、第３期医療適正化計画、第７期介護保
険事業計画のトリプル計画が同時にスタートします。

トリプル計画ではまず2025
年に向けた地域医療構想を実
現するために病床区分の適正化・再編による在宅医
療へのシフトがいよいよ始まります。新しい介護保険
事業計画では医療サイドだけではなく介護予防の推
進や自立支援サービス、重度化する在宅医療への対
応ができる医療介護連携の確立が重点項目として推
進されます。このような激しい改革が予想される中で、
我々市民病院がいかに望ましい方向に発展してゆく
かをしっかり考えてゆきたいと思います。いずれにせ
よ、これからの地域包括ケアシステムにおいては医療
機能の分化・連携の推進がより重要となりますので、
近隣の施設と十分に情報交換しながら、より良い連携
をすすめてゆきたいとおもいます。
　今年の干支（えと）は戊戌（つちのえいぬ）です。十
二支の10番目が「戌（いぬ）」ですが、どのような意味
がこめられているかをご存知でしょうか。戌はもとも
と「滅（めつ）」（「ほろぶ」の意味）で、草木が枯れる
状態を示しています。しかし、戊戌の十干「戊（つちの
え）」は植物の成長が絶頂期にあるという意味がある
そうですので、合わせて今年は燃え尽きた豊かさや幸
せの灰の中から、新たな価値がきっと芽生えてくる良
い年回りになるものと期待したいと思います。
　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、地域の皆さまとともに
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。

明石市立市民病院  病院長
阪倉 長平

 

〔診療ガイド〕

　平成29年12月、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した！
　皆さまにより快適に使っていただけるよう、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っていま
す。「登録医検索システム」については、患者さまが登録医療機関をより検索しやすいよう、新たに「キーワード
検索」機能を設けています。また、各診療科のご案内では「診療内容」「主な対象疾患」「地域の医療機関の皆様
へ」「外来担当・スタッフ紹介」のページを作成するなど、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/

当院のホームページが新しくなりました！

新任医師 紹 介
よろしく

お願いします

山 下  加 奈 子
や ま し た か な こ

小児科　副医長

所属学会（資格）等
日本小児科学会（専門医）

　第２子出産を機に、地元明石市に戻って参り
ました。自ら育児をする中で、地域の子どもの
増加に伴う小児科の需要の高さを感じておりま
す。地域の皆さまに気持ちよく医療をお受けい
ただけるように、精一杯頑張りたいと思います！

趣味 プランニング

小児科紹介患者数推移

0

20

40

60

80

100

10

30

50

70

90

２
月

１
月

H29

（人）

３
月

４
月

５
月

６
月

７
月

８
月

９
月

10
月

11
月

38

50

65

55

79 81 81
78

85
90

66

集編
記後

　地域の医療機関の皆さまには、日頃より当院との連携にご理解、ご協力を
賜り誠にありがとうございます。また、旧年中は大変お世話になりました。
　昨年末は例年よりも厳しい寒さで体調を崩された方も多かったのではない
でしょうか。まだまだ寒い日が続きますが、先生方におかれましても体調管
理には充分おきをつけください。

岡田医院（淡路市岩屋） 曽山医院（淡路市志筑）
しおかぜ診療所（淡路市岩屋） かわぐち腎泌尿器科・内科クリニック（加古郡稲美町国岡）
平崎内科循環器科クリニック（明石市魚住町錦が丘） やす整形外科クリニック（明石市和坂）
やすずみ眼科（明石市大久保町江井島） 竹森レディースクリニック（神戸市垂水区舞子台）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（H29.10以降登録　11月30日時点）※掲載は登録順

　　　　　　　　　　※平成29年11月30日現在、登録医数は275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。


