
年はひとかたならぬご支援をいただき

まして誠にありがとうございました。

皆様のおかげを持ちまして平成24年度4月以

降、当院の紹介率・逆紹介率はともに60%以上

を維持しており、長らく目指しておりました

「地域医療支援病院」の承認が遅ればせながら

平成25年度には現実のものとなると考えてい

ます。今後とも引き続きご支援・ご協力のほど

何卒よろしくお願い申し上げます。

　さて、平成23年10月1日の当院の地方独立行

政法人化から早くも1年3ヵ月が経過しまし

た。医師不足にあえいでいた当院も、藤本理事

長の多大な御努力によりまして平成24年度か

ら新たに8名の常勤医師を迎え、着実に医療体

制が充実してまいりました。

　内科では4月に迫田知佳子副医長と大石佳

央梨医師を迎え7名体制に、消化器内科は11月

に寄木浩行副医長を迎え4名体制、小児科は12

月に中本裕介副医長を迎え4名体制、泌尿器科は

7月に吉井貴彦副医長を迎え3名体制となりま

した。産婦人科では4月に草西 洋副院長と10

月に古賀祐子医長を迎え骨盤脱臓器・尿失禁

(ウロギネコロジー)に対する手術的治療が積

極的に行われています。11月には救急専門医

である小平 博部長を迎え救急総合診療科が

発足し、当院の救急体制も徐々に本格化する

と思われます。現在当院の正規常勤医師はま

だ50名でありますが、今後も、麻酔科医、整形

外科医、糖尿病専門医、消化器内科医などの増

員が予定されています。

　これら医師数の増加に伴い、平成24年度下

半期の10月以降は入院患者数が増加して占床

率も90％に近づき、手術件数も20％以上の増

加で、上半期には伸び悩んでいた医業収益も

大幅にアップして年度計画に沿うものとなっ

てまいりました、そして何よりも、病院全体が

活気づいております。

　病院のエンジンとも言える常勤医師。かつ

ては著しいダウンサイジングで「どうなる? 

明石市立市民病院」と心配をおかけ致しまし

たが、徐々に排気量も増え、少々ハイオクガソ

リンが必要で燃費は少し悪いですが馬力は

アップしております。今年もターボをフル回

転し地域医療のために奮闘努力いたします。

引き続きご支援・ご協力のほど何卒よろしく

お願い申し上げます。

（最後の記述はモノのたとえでありまして、環

境問題とは全く無関係であることを付け加え

させて頂きます。）
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あけましておめでとうございます。
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　独法化前は常勤医師1名であった消化器内科
ですが、11月より寄木浩行先生（平成16年卒）
が京都府立医大消化器内科より着任し、私を入
れて総勢4名となりました。診療体制も、毎日2
診の外来診療を行い、上部内視鏡検査・下部内
視鏡検査ともに毎日対応可能となっています。
また、病状から判断して早期診断が望ましい外
来患者さんに対しても、即日内視鏡検査を積極
的に行えるようになりました。一方、内視鏡設
備の充実も図っており、上部・下部消化管とも
にNBI・拡大内視鏡を常用して診断精度の向上
に努めていますし、EUS（内視鏡超音波）やアル
ゴンプラズマレーザー付の最新高周波電流装
置（ERBE  VIO）も活躍しています。
　特殊検査・治療では、胆膵内視鏡検査が増加
して週平均5件程度を行い、EST（内視鏡的乳頭
括約筋切開術、胆管結石治療）やERBD（内視鏡
的逆行性胆管ドレナージ術）、さらには膵管ス
テントなどの治療手技も日常的に行っており
ます。消化管内視鏡治療では、EMR（ポリペクト
ミー）はもとより、京都府立医大ESDチームと
連携して食道・胃・大腸の早期癌に対するESD
（内視鏡的粘膜下層剥離術）も積極的に行って
おり、診療報酬上の大腸ESDの施設認定も近々
に申請できる見込みとなっています。内視鏡的
消化管止血術は静脈瘤治療も含めて対応可能
です。
　入院診療では、現在のところ肝臓専門医が欠

員のため特殊な肝疾患に対応す
ることはできませんが、消化管・
肝胆膵ほぼ全領域の疾患を対象
として1日平均20名程度の入院
患者数となっています。進行癌
患者さんや高齢の患者さんが
増加しており、在院日数が伸
びる傾向にはありますが、病
棟看護師と地域医療連携室
の職員による退院調整努力

により平均在院日数は10～12日に抑えられて
おります。
　4月には専任部長を迎えてさらに医師の増員
を図り、消化器内科診療をさらに充実させたい
と考えておりますし、救急対応体制も新たに設
置された「救急総合診療科」や外科との連携の
もとに改革していきたいと考えていますので、
ご支援のほどよろしくお願い申し上げます。
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みなさま、こんにちは！小平 博と申します。このたび、救急総合診
療科を開設ということで11月20日より明石市立市民病院に着任い
たしました。救急医の主な仕事は、地域において医療機関の皆様か
ら紹介された患者さんや救急搬送された患者さんの初療を担当し
関係各科との連携をとり円滑な診療体制をとることや、重症疾患
（多発外傷や、心肺停止患者・中毒・敗血症など）の治療、などを担当
いたします。専門領域は、外傷学・中毒学・内分泌救急・消化器救急です。
前任の明石大久保病院で運用しておりましたドクターカー
（DMERC）も新型車両とともに再開します。「救える命は救う」をモットーに、また「困ったときの市民病院！」となれ
るよう、日々精進してまいります。関係各先生方のご支援およびご指導をなにとぞよろしくお願い申し上げます。

救急総合診療科

◆ 日本外科学会（認定医・専門医）
◆ 日本救急医学会（認定医）
◆ 日本消化器内視鏡学会（専門医）

部 長 小平　博
こ  だいら ひろし

◆ 日本内科学会（認定医）
◆ 日本消化器病学会（専門医）
◆ 日本消化器内視鏡学会（専門医）

副医長 赤澤　貴子
あか ざわ たか   こ

◆ 日本内科学会（認定医）
◆ 日本消化器病学会（専門医）
◆ 日本消化器内視鏡学会（専門医）
◆ 日本癌学会　◆ 日本肝臓病学会

医　長 松本　次弘
まつ もと つぐ ひろ

◆ 日本内科学会（認定医）
◆ 日本消化器病学会（専門医・指導医）
◆ 日本消化器内視鏡学会（専門医・指導医）

理事長兼
院長　 藤本 莊太郎

ふじ もと そう    た    ろう

◆ 日本内科学会（認定医）

副医長 寄木  浩行
より    き ひろ ゆき

11月に京都府立医科大学より赴任して参りました。
明石海峡大橋を眺め、明石公園の木々の中を通り、
明るい環境の中で清々しく元気をもらいながら通勤
しています。明石の消化器症状に悩む患者様のため頑
張りますので宜しくお願い申し上げます。

藤本 莊太郎

消化器内科スタッフ

藤本院長（前列中央）
寄木副医長（後列左）
松本医長（後列中央）
赤澤副医長（後列右）
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小児科スタッフ

　明石市立市民病院の小児科は、明石にある病
院小児科として開業医の先生方と連携をとり
ながら、一般的な小児の急性疾患患者の入院医
療を担わせていただいております。
　臨床研修制度の変更から全国的に問題と
なっていた医師不足の影響を受け、当院でも
医師の数が減り診療体制の縮小を余儀なくさ
れたのですが、小児科の医師数も5人から2人
まで減りました。その後の紆余曲折を経て、こ
の12月から新しく中本裕介医師が赴任され、
これで小児科常勤医が4名になりました。医師
の数が減ってから、開業の先生方からの患者
の受け入れについて多々ご不便をおかけして
おりますが、また少しずつ機能の充実を図っ
ていきたいと思います。患者様の紹介につい
ては、地域医療連携室を通していただいても
結構ですが、入院依頼などでしたら直接外来担
当医までお電話いただければ幸いです。
　救急医療についても、今まで通り東播磨の
二次輪番病院として、夜間休日応急診療所か
らの後送患者や救急車による搬送患者の診療
にあたっています。
　外来は、午前の一般外来に加え、午後には乳
児健診、予防接種とともに慢性疾患のための
特殊外来を行っております。今まで通り、京都
府立医科大学と大阪医科大学から非常勤で循
環器、血液などを専門とする先生方に来てい

ただき、循環器疾患や血液疾患
の診療を受け持っていただいて
います。その他、神経、アレル
ギー、糖尿病や内分泌疾患など
の疾患なども、午後の外来で
診察していますが、高度の治
療を必要とする場合には県
立こども病院をはじめとす
る高次医療機関に紹介させ

ていただいています。
　その他、小児科ではないのですが、心療内科
に臨床心理士が1名配置され、今までできな
かった知能テストができるようになり、行政
や療育施設との連携も進めていく予定です。
　以上のような状況ですが、地域の皆さまのお
役にたてるよう頑張っていきますので、これか
らもよろしくお願い申し上げます。
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この度10月1日に着任しました古賀と申します。いつも貴重な
症例をご紹介いただき、ありがとうございます。手術の勉強のた
め、青梅市(東京)からやってまいりました。婦人科良性疾患や
NICU管理の不要な周産期症例がありましたらぜひご紹介くだ
さい。なお、婦人科良性手術は現在2か月待ちの状態ですが、今後
はさらに短縮して患者様をお待たせすることのないようにした
いと考えております。皆様、どうぞよろしくお願いいたします。

産婦人科

◆ 日本産婦人科学会（産婦人科専門医）
◆ 日本産婦人科医会　◆ 日本女性医学学会
◆ 日本産科婦人科内視鏡学会
◆ 日本女性骨盤底医学会

医 長 古賀  祐子
こ　  が ゆう   こ

◆ 日本小児科学会

副医長 中本  裕介
なか もと ゆう すけ

こんにちは。小児科医師の中本裕介と申します。出身は
明石市で、但馬でも勤務しました。このたび、故郷の医
療にも触れる機会をつくっていただき、医療の点で何
かに貢献できれば、と思い明石市立市民病院でお世話
になることとなりました。よろしくお願いいたします。

◆ 日本小児科学会（専門医）
◆ 日本小児栄養消化器肝臓学会
◆ 日本小児血液学会　等
◆ 専門分野（アレルギー）

副医長 柴田　真弓
しば    た ま    ゆみ

◆ 日本小児科学会（専門医）
◆ 日本小児内分泌学会
◆ 日本小児神経学会　等
◆ 専門分野（代謝・内分泌）

部　長 貫名　貞之
ぬき    な さだ ゆき

◆ 日本小児科学会（専門医）
◆ 日本血液学会（認定血液専門医）
◆ 日本小児血液学会　◆ 日本小児神経学会　等
◆ 専門分野（血液・腫瘍）

副医長 平嶋　良章
ひら しま よし ふみ

貫名  貞之

前列左から、
柴田副医長、中本副医長、
貫名部長、平嶋副医長



日頃より、地域の医療機関の皆様には、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。
地域医療連携課一同、新しい年を迎え、今年も地域の先生とより一層連携
を強めてまいりたいと考えております。冬はこれからが本番、寒い日が続
きます。先生方におかれましても体調管理には充分お気をつけ下さい。本
年もよろしくお願い申しあげます。

　終末期を在宅で過ごしたいと、患者さまのご希望で検討にはいりました。奥様
は在宅生活のイメージがつかず不安をおもちでした。介護保険は要支援の認定で
したので、ケアマネジャーに変更申請の依頼から始めました。訪問看護師ステー
ションと連携を取りながら在宅医を選定依頼しました。在宅医の配慮で早期に、
退院前合同カンファレンスを行うことが実現出来ました。訪問看護ステーション
看護師、ケアマネジャー、ヘルパーステーションの皆さんにも来院いただけまし
た。主治医からの、「入院が必要な時はいつでもお引き受けします」の言葉にも安
心され、「皆さんに支えてもらいながらできるところまで頑張ってみます」と言わ
れ早期に退院することができました。
　当院では、病院から在宅への引き継ぎを行うことで、より安心して在宅療養への移行が図れる事を目的に退院前合同カ
ンファレンスを行っています。在宅医の先生方、お忙しい中ご参加ありがとうございます。

退院時共同指導

編 集
後 記
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病 院 ま つ り第1回

　第1回病院まつりは、約1200人の方にお越し頂きました。市
民病院が地域の皆様に信頼され愛される病院でなくてはなり
ません。そのため地域の皆様とより交流を深めたいという思
いで開催致しました。秋晴れの中、錦城中学校吹奏楽部の演奏
から始まり、健康ブースでは医師による健康相談や頸動脈エ
コー検査、体験ブースではハンドマッサージ・腰痛体操、食品
ブースでは、焼き肉バーガー・明石焼き、救急車の前での写真
撮影などとても賑わいました。ご協力くださいました地域の
方々、ご来場くださいました皆様に心より感謝致します。
　病院の全職種が、目的を一つに一丸となり取り組みました。
地域の皆様との絆を確認し、多くの勇気を頂いた病院まつり
でした。この団結力を医療の現場で活かし、地域の皆様から
「市民病院を選んで良かった」と言って頂けるよう、一層努力
して参ります。今後とも市民病院を宜しくお願い致します。

退院前合同カンファレンスの様子　
在宅支援診療所の「かなさと内科医院」の

院長先生はじめ10人の参加者

地域医療連携課長　岩　 伸子

病 院第1回

退院時共同退院時共同
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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

● 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。

但し、翌日分予約は当日17：00までとなります。 日本医療機能評価機構認定病院
(代表) 078-912-2323
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佐々木 享（初診）

岸本  智数（初診）

國友  泰輔（初診）

野田  洋介
山中  邦人 山中  邦人 吉井  貴彦

古賀  祐子 草西  洋
草西  洋

谷川  明美

草西  洋

本山  新
中林  美日

上藤  哲郎 上藤  哲郎

山田  充彦（再診）
山田  充彦（初診）

門谷  洋一（乳腺）
藤木  博(午前新患）
森田  修司（午後）

貫名  貞之

森田  修司

安岡  利恵

丹田  修司（再診 腎臓透析） 金川  修身（再診）

松本  剛（初診）

奥  成聡（血液）

橋本  哲也 阪本  健三
阪本  健三 

藤本  莊太郎

松本  次弘

浅田  聡

佐竹  渉（再診午前） 
井元  万紀子（再診午後） 

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）

忠井  俊明（1.3週新患）

濱田  伸哉（午後精神疾患）

堀内  瞳
 （心理検査・カウンセリング）

真嶋  隆文（再診 糖尿病） 中川  久子（午前）
丹田  修司（再診 午後）

岸本  智数（午前）
岸本  智数 岸本  智数

（午後は「パニック障害」外来）小林  実（2.4週午後）
忠井  俊明

景山  直人（初診）
景山  直人（再診）

野田  洋介 野田  洋介 野田  洋介 森野  幸子
交代制（11時まで） 木下  佳久

交代制（初診）

渡邉  大樹（紹介のみ）

草西  洋 古賀  祐子
古賀  祐子古賀  祐子 草西  洋

古賀  祐子

中西  頼子
西村  殊寛

中西  頼子 中西  頼子
西村  殊寛 西村  殊寛

本山  新
中林  美日

本山  新 本山  新 本山  新
中林  美日 中林  美日 中林  美日

松井  隆明（再診）
松井  隆明（初診）

國友  泰輔（再診）

齋藤  実（11時まで） 齋藤  実 齋藤  実秋山  英之

柴田  敏章（紹介のみ） 四ノ宮  隆（紹介のみ）

畑中  マリ 平嶋  良章
岸  勘太（心臓外来）

茂原  聖史

柴田  真弓 交代制

藤木  博(血管外来） 安岡  利恵

満尾  学（紹介のみ） 満尾  学（乳腺）

満尾  学（紹介のみ）

満尾  学

神田  圭一（2週血管）

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（初診） 宮川  浩太郎（初診） 宮川  浩太郎（初診）
大石  佳央梨（腎臓透析）
真嶋  隆文（糖尿病）

藤本  莊太郎 松本  次弘 早雲  孝信 松本  次弘

寄木  裕行 寄木  裕行 赤澤  貴子赤澤  貴子

今井  幹昌 塚本  正樹

大塚  喜久

阪本  健三

奥  成聡（再診 血液） 中島  寿樹（再診 糖尿病）

松本  剛（再診）

桝井  孝之（初診）

迫田  知佳子

中川  裕介
塚本  正樹

立花  久嗣

2診

3診

1診

4診

1診

2診

3診

1診

2診

3診

1診

2診

助産師外来

1診

2診

1診

1診

2診

2診

3診

1診

2診

5診

内　科

循環器内科

神経内科

消化器内科

心療内科
精神科

小児科

外　科

整形外科

脳神経外科
皮膚科
泌尿器科

産婦人科

眼　科

耳鼻咽喉科

放射線科

麻酔科

ペースメーカー外来

山　  敦史 山　  敦史（上記以外）

　村  まり 　村  まり 　村  まり

　本  三郎 　本  三郎

山　  敦史（認知症）

平成25年1月4日現在

（再診）でも初診紹介は受け付けます

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日
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画像オープン検査

● 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。

放射線科 様式2-1・2-2にご記入ください。

＊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。

生理検査室 様式2-3・2-4にご記入ください。

乳腺

骨シンチ

心筋シンチ

心筋シンチMIBG

脳血流シンチ

午前

午後

時間外（単純のみ）

午前

午後

時間外（単純のみ）

午前

午後

C T

MRI
1.5T

MRI
3.0T

R I

○

○

－

○

－

○

17：00～19：00

○

○

18：00～19：00

○

○

16：20

○

○

○

－

－

－

17：00～19：00

○

○

18：00～19：00

○

○

○

○

－

○

11：30

○

17：00～19：00

○

○

18：00～19：00

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

検査項目 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

脳波（賦活あり）
NCS（ペースメーカーは禁忌） 16：00 16：00 16：00 16：00 16：00 16：00／10：30

ホルター心電図
ABPM
ENoG（ペースメーカーは禁忌）

16：00 16：00 16：00 16：00 16：00 9：45／11：15

心電図
ABI
呼吸機能

随 時 随 時 随 時 随 時 随 時 9：45／11：15

心電図 随 時 随 時 随 時 随 時 随 時 9：00／11：15

心エコー
下肢静脈エコー 15：00 － 15：00 15：00 15：00

9：00／9：45
10：30／11：15

－腹部エコー
頸動脈エコー 16：00／16：30

腹部のみAMあり

16：00／16：30
腹部のみAMあり

16：00／16：30
腹部のみAMあり

16：00／16：30
腹部のみAMあり

16：00／16：30
9：00／9：45
10：30／11：15

検査項目 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

平成25年1月4日現在

明石市立市民病院　地域医療連携課
直通TEL 直通FAX　078-912-2359 078-912-2362


