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　暑い夏が終わり、過ごしやすい季節を迎えました。８月には関東で水害が
起こり、たくさんの方が被災されています。
　今年の漢字の「節」という字で表現されているように、阪神淡路大震災か
ら20年という節目の年を迎えましたが、近年、震災や水害も多く、「もし
もの時・・・」は稀なことではなくなってきつつあります。
　ニュースなどで映像を見ると、20年前を思い出すと同時に、医療の現場
にいながら改めて、命の尊さ、自分の生き方を考えさせられます。

Me�age
民病院が地方独立行政法人として再出発をし
て、早や第１期計画期間（４年半の計画）の最

終年度を迎えました。
　平成26年度の総括ですが、４月の診療報酬改定、
消費税の増税の影響もあり、非常に厳しい経営状況
となりました。上半期の入院患者数の減少の影響に
より（対前年度比－3,765人、4.5ポイントの減少）、収
支状況は３年ぶりの赤字決算となりました。
　救急車搬送患者数は、月平均200件超のペースを
継続し過去最高を更新しました。また、平成26年10月
には、他の自治体病院に先駆けていち早く「地域包
括ケア病棟」を開設するとともに、地域医療機関と連
携し在宅医療を支援するため「在宅療養後方支援病
院」の届け出を行い（平成27年１月）、さらには、従来
の人工透析室を移転増床して「腎・透析センター」を
開設（平成27年２月）しました。
　外部委員による評価では、医療の質向上など３項
目で、中期目標・中期計画の達成に向けて計画をやや
上回って進んでいる、市民のための病院としての役割
の明確化など４項目で計画どおりに進んでいる、また、
医療職が集まり成長する人材マネジメント及び業績
管理の徹底では、計画の達成にはやや遅れている、
さらに、安定した経営基盤の確立については、大幅
に遅れているとの評価でした。
　また、今度の評価では、第１期中期目標期間の業
務実績に関する平成26年度までの暫定評価も行わ
れ、「中期目標・中期計画の達成にはやや遅れてい
る」との意見が取りまとめられました。財務の健全化
及び自立化に向けて、人事給与制度や購買制度等の
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構造改革を進めるとともに、業績管理体制を強化す
ることを前提に、次期中期目標期間に進むべきとの
意見書が市長に提出されました。
　具体的な数値目標の達成状況を見ますと、救急車
による搬送患者数＝2,510人／年（目標：2,400人／
年）、紹介率76.4％（同65％）、逆紹介率75.9％（同
60％）当期純利益－80,000千円（同24,000千円）、医
師数54人（同61人）看護師数244人（同257人）となっ
ています。　
　今後は、地方独立行政法人としての権能を活かし
た構造改革（組織風土の改革、人事給与制度の整備、
購買・契約制度の改変）に積極的に取り組みます。
　また、国の医療制度改革の動向を的確に捉え、明
石地域における地域包括ケアシステムの確立に向け
て、医療・介護・福祉の関係者との連携をさらに強化
し、役割の一端を担ってまいります。

　平成27年９月３日（木）に第７回地域連携推進委員会を開催しました。この委員会は、登録医制度の円滑な運営
を図ること、地域医療連携を推進することを目的とするものです。
　地域連携推進委員会では、明石市、神戸市、加古川、高砂市の各医師会からご推薦をいただいた先生方を委員と
し、登録医制度に関するご意見だけでなく当院へのご要望も含め幅広い意見交換に努めています。
　第７回地域連携推進委員会では、当院の紹介率・逆紹介率等の報告のほか、当院が承認を受けた在宅療養後方支
援病院としての取り組み状況や、明石市や明石市医師会と共同で検討を進めている在宅医療連携システムについて、
委員のみなさまよりご意見をいただきました。システムの運用に関しては、実際の在宅医療の側面に対応した利便
性の追求もさることながら、多職種連携を前提としたセキュリティへの配慮も重視すべきとの声も多く、今後検討
を進めていく中での課題として提起してまいりたいと考えています。
　平成27年９月１日現在登録医・連携医数は234件、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。
地域医療機関におかれまして、当院の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。

　当院は、平成25年11月12日付けで兵庫県知事より「地域医療支援病院」に承認されています。地域医療支援病
院とは、地域の診療所や病院を支援する機能を有する病院のことで、次のような役割を担っています。
　①紹介患者に対する医療の提供（かかりつけ医等への患者の逆紹介を含む） 
　②医療機器の共同利用の実施 
　③救急医療の提供 
　④地域の医療従事者に対する研修の実施 
　この課せられた役割に対し、当院が地域における医療の確保のた
め必要な支援が十分に行えているか、審議していただくために委員
会を設置し、近隣医師会や健康福祉事務所、行政の代表者に委員を
お願いしています。
　平成27年７月16日（木）に行われた地域医療支援病院委員会は、
当院としては２回目で、明石市で先に地域医療支援病院の承認を受
けた明石医療センターと合同での開催でした。
　明石医療センターと当院それぞれがこれまでの活動状況について
報告を行い、外部委員の先生方に審議していただきました。病診連
携、退院時のかかりつけ医との在宅調整に関するご要望、救急診療
体制の現状と課題等について、多くのご意見をいただき活発に議論も進みました。
　当院としても、明石医療センターの活動状況と比較することで、こちらが取り組んでいかなければならない課題
が明確になりました。今後も明石医療センターともども、同じ地域医療支援病院として地域医療の支えとなり、地
域医療機関の先生方や在宅医療・介護との連携を推進できるよう努めてまいりたいと考えています。

第 ７ 回 地 域 連 携 推 進 委 員 会

平成27年度地域医療支援病院委員会を開催しました

中 村  尚 子
放射線科 副医長

　明石近隣の地域医療機関のみなさま、こんにちは。このたび放射線科副医長に就任しま
した中村です。画像診断を通して、患者のみなさまの苦痛の原因を早期に診断し、治療に
つなげる助けとなるよう力を尽くしたいと思っています。よろしくお願いいたします。
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看 　看護部は「愛・心・絆」をモットーに看護部の
理念のもと日々頑張っています。
　愛は地域と病院をつなぐ、心は患者さんと医
療をつなぐ、絆は看護師同志はもちろん、医師、
コメディカルをつなぐチーム医療を大切にして
います。
　そこで、看護部の活動のなかで「地域と病院
をつなぐ」活動をご紹介したいと思います。
　みなさん、「ナースの訪問授業」はご存知でし
ょうか？
　平成24年度より、当院の看護師が地域の小
学校・中学校・高等学校に訪問して授業を行っ
ています。今年度も中学生には、「命の大切さ」
の授業を行いました。生徒たちの授業後の感
想では、「両親にありがとうを言いたい」や「自
分の命を大切にしたい」などの意見が聞かれま
した。「命」を意識させることの大切さを実感し
た授業となりました。
　また、高校生には、「看護の仕事・看護への
道」をテーマに授業を行いました。
　授業の中では、胸骨圧迫の仕方や手洗いの
大切さ、介護技術などを指導しました。また、看
護師になるためにはどうしたらよいかなどの体
験談を語りました。生徒たちからは、「楽しかっ
た」「看護師になるには、体力が必要なんだ」と
いう意見が聞かれました。また、「看護師のやり
がいとは何か」などの質問がありました。地域

　栄養管理課は、栄養管理担当の管理栄養士が６名、給
食管理担当（委託給食会社）の管理栄養士３名、栄養士
５名、調理師５名、調理員13名の計32名で構成されてお
り、患者さんへの食事提供および栄養管理を行っていま
す。
　栄養管理担当の管理栄養士にはNST（栄養サポートチ
ーム）専門療法士や糖尿病療養指導士の有資格者が複数
名おり、病棟での栄養管理の他、NST活動や栄養指導、
糖尿病教室などの業務にあたっています。
　平成25年５月より病棟担当制をとっており、各病棟に
管理栄養士を配置しています。そのことで、患者さんに
とってはいつも同じ管理栄養士が訪問するという安心感
があり、また、スタッフにとっても情報共有がしやすく
なるというメリットがあります。何より、患者さんの栄
養管理が経時的にタイムリーに行えるため、より治療・
療養の質を高めることが可能になりました。一例を挙げ
ますと、特別食の指示がある患者さんにはもれなく食事
についての説明に伺うことにしています。このことで治
療食への理解を深めていただくのと同時に、食事療法に
ついての栄養指導も行う事ができます。糖尿病やCKD、
心疾患や脳卒中など、その予防や治療に食事療法が重要
な役割を果たす疾患は数多く、栄養管理課では栄養の面
から少しでも治療のサポートができるよう、今後も様々
な取り組みを進めてまいります。

の高校生が将来看護職になるためのお手伝い
が少しでも出来たのではないでしょうか。看護
の楽しさや、やりがいをこれからも伝えていき
たいと思います。
　当院には、247人の看護師が在籍していま
す。その中で認定看護師の８人が専門的知識
を持って院内外活動しています。専門分野とし
ては、感染管理・緩和ケア・皮膚・排泄ケア・が
ん化学療法・がん放射線療法・慢性心不全・救
急看護です。地域の皆さんに向けての学習会・
講座などを積極的に行っていきたいと思いま
すので、どしどしご依頼ください。また、地域で
お困りの症例などについてもご相談に応じま
す。地域の皆さんとのネットワークづくりに力を
入れていきたいと思っています。
　看護師の担う役割は患者さんのそばで患者
さんの力を最大限に引き出すとともに、患者さ
んの意思を尊重し意思決定を支援し、また、
365日24時間、患者さんに寄り添い、鋭い観察
の目と温かな手で護っています。患者さんから
の「ありがとう」の一言は、「看護師になってよか
った」と思える魔法の言葉です。「ありがとう」の
言葉に値する看護を実践させるため、明石市
立市民病院看護部は努力してまいりますので、
今後ともよろしくお願いします。

がいとは何か」などの質問がありました。地域

栄 養 管 理 課 の 紹 介

　「Ｓ子さん、家に帰ったら僕が往診に行くから
ね」－主治医や家族、ケアマネジャーが病室のベッ
ドを取り囲む中で、往診を引き受けてくださった先
生が、Ｓ子さんに顔を近づけておっしゃった。Ｓ子
さんは、辛くて目も開けられない状態であったが先
生の方を向いて「お願いします」と言われた。この
ような光景に出会うとき、私は病院から在宅へかか
る橋を見るような気がする。
　病院では、自宅退院を選択された患者の退院準備
を行う。看護師は介護や医療、処置の指導を行い、
セラピストは在宅生活に則したリハビリを行う。ソ
ーシャルワーカーは、本人が望む生活を送ることが
できるように、医療や介護の情報を在宅医やケアマ
ネジャーへ伝える。しかし、それらの動きは病院か

ら押す力である。どんなに心を砕いても、退院は患
者にとって不安なことである。
　それが「帰っておいで」と引き寄せてくれる在宅
の先生の一言で、気持ちが固まる。在宅への橋を渡
るために２つの力が必要だ。そして、橋を渡る患者
だけでなく家族や在宅医、ケアマネジャー、訪問看
護師、在宅準備物品・指導管理等、人、物、情報と
いった患者にまつわる全てのものが橋を渡らなけれ
ばならない。退院してしまうと病院と縁が切れると
いう患者の話をよく聞くが、本来橋は行き来できる
ものである。地域と在宅をスムーズに行き来できる
架け橋になることが医療ソーシャルワーカーの役割
であると思う。

在宅への架け橋として

医療介護連携課　山本 美佳
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ては、感染管理・緩和ケア・皮膚・排泄ケア・が
ん化学療法・がん放射線療法・慢性心不全・救
急看護です。地域の皆さんに向けての学習会・
講座などを積極的に行っていきたいと思いま
すので、どしどしご依頼ください。また、地域で
お困りの症例などについてもご相談に応じま
す。地域の皆さんとのネットワークづくりに力を
入れていきたいと思っています。
　看護師の担う役割は患者さんのそばで患者
さんの力を最大限に引き出すとともに、患者さ
んの意思を尊重し意思決定を支援し、また、
365日24時間、患者さんに寄り添い、鋭い観察
の目と温かな手で護っています。患者さんから
の「ありがとう」の一言は、「看護師になってよか
った」と思える魔法の言葉です。「ありがとう」の
言葉に値する看護を実践させるため、明石市
立市民病院看護部は努力してまいりますので、
今後ともよろしくお願いします。

栄 養 管 理 課 の 紹 介

　「Ｓ子さん、家に帰ったら僕が往診に行くから
ね」－主治医や家族、ケアマネジャーが病室のベッ
ドを取り囲む中で、往診を引き受けてくださった先
生が、Ｓ子さんに顔を近づけておっしゃった。Ｓ子
さんは、辛くて目も開けられない状態であったが先
生の方を向いて「お願いします」と言われた。この
ような光景に出会うとき、私は病院から在宅へかか
る橋を見るような気がする。
　病院では、自宅退院を選択された患者の退院準備
を行う。看護師は介護や医療、処置の指導を行い、
セラピストは在宅生活に則したリハビリを行う。ソ
ーシャルワーカーは、本人が望む生活を送ることが
できるように、医療や介護の情報を在宅医やケアマ
ネジャーへ伝える。しかし、それらの動きは病院か

ら押す力である。どんなに心を砕いても、退院は患
者にとって不安なことである。
　それが「帰っておいで」と引き寄せてくれる在宅
の先生の一言で、気持ちが固まる。在宅への橋を渡
るために２つの力が必要だ。そして、橋を渡る患者
だけでなく家族や在宅医、ケアマネジャー、訪問看
護師、在宅準備物品・指導管理等、人、物、情報と
いった患者にまつわる全てのものが橋を渡らなけれ
ばならない。退院してしまうと病院と縁が切れると
いう患者の話をよく聞くが、本来橋は行き来できる
ものである。地域と在宅をスムーズに行き来できる
架け橋になることが医療ソーシャルワーカーの役割
であると思う。

在宅への架け橋として

医療介護連携課　山本 美佳
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　暑い夏が終わり、過ごしやすい季節を迎えました。８月には関東で水害が
起こり、たくさんの方が被災されています。
　今年の漢字の「節」という字で表現されているように、阪神淡路大震災か
ら20年という節目の年を迎えましたが、近年、震災や水害も多く、「もし
もの時・・・」は稀なことではなくなってきつつあります。
　ニュースなどで映像を見ると、20年前を思い出すと同時に、医療の現場
にいながら改めて、命の尊さ、自分の生き方を考えさせられます。

Me�age
民病院が地方独立行政法人として再出発をし
て、早や第１期計画期間（４年半の計画）の最

終年度を迎えました。
　平成26年度の総括ですが、４月の診療報酬改定、
消費税の増税の影響もあり、非常に厳しい経営状況
となりました。上半期の入院患者数の減少の影響に
より（対前年度比－3,765人、4.5ポイントの減少）、収
支状況は３年ぶりの赤字決算となりました。
　救急車搬送患者数は、月平均200件超のペースを
継続し過去最高を更新しました。また、平成26年10月
には、他の自治体病院に先駆けていち早く「地域包
括ケア病棟」を開設するとともに、地域医療機関と連
携し在宅医療を支援するため「在宅療養後方支援病
院」の届け出を行い（平成27年１月）、さらには、従来
の人工透析室を移転増床して「腎・透析センター」を
開設（平成27年２月）しました。
　外部委員による評価では、医療の質向上など３項
目で、中期目標・中期計画の達成に向けて計画をやや
上回って進んでいる、市民のための病院としての役割
の明確化など４項目で計画どおりに進んでいる、また、
医療職が集まり成長する人材マネジメント及び業績
管理の徹底では、計画の達成にはやや遅れている、
さらに、安定した経営基盤の確立については、大幅
に遅れているとの評価でした。
　また、今度の評価では、第１期中期目標期間の業
務実績に関する平成26年度までの暫定評価も行わ
れ、「中期目標・中期計画の達成にはやや遅れてい
る」との意見が取りまとめられました。財務の健全化
及び自立化に向けて、人事給与制度や購買制度等の

理事
あいさつ

平成26年度 病院事業の実績と評価

市
医療支援部長 兼 地域包括ケア推進本部長

藤川 忠史

構造改革を進めるとともに、業績管理体制を強化す
ることを前提に、次期中期目標期間に進むべきとの
意見書が市長に提出されました。
　具体的な数値目標の達成状況を見ますと、救急車
による搬送患者数＝2,510人／年（目標：2,400人／
年）、紹介率76.4％（同65％）、逆紹介率75.9％（同
60％）当期純利益－80,000千円（同24,000千円）、医
師数54人（同61人）看護師数244人（同257人）となっ
ています。　
　今後は、地方独立行政法人としての権能を活かし
た構造改革（組織風土の改革、人事給与制度の整備、
購買・契約制度の改変）に積極的に取り組みます。
　また、国の医療制度改革の動向を的確に捉え、明
石地域における地域包括ケアシステムの確立に向け
て、医療・介護・福祉の関係者との連携をさらに強化
し、役割の一端を担ってまいります。

　暑い夏が終わり、過ごしやすい季節を迎えました。８月には関東で水害が

　平成27年９月３日（木）に第７回地域連携推進委員会を開催しました。この委員会は、登録医制度の円滑な運営
を図ること、地域医療連携を推進することを目的とするものです。
　地域連携推進委員会では、明石市、神戸市、加古川、高砂市の各医師会からご推薦をいただいた先生方を委員と
し、登録医制度に関するご意見だけでなく当院へのご要望も含め幅広い意見交換に努めています。
　第７回地域連携推進委員会では、当院の紹介率・逆紹介率等の報告のほか、当院が承認を受けた在宅療養後方支
援病院としての取り組み状況や、明石市や明石市医師会と共同で検討を進めている在宅医療連携システムについて、
委員のみなさまよりご意見をいただきました。システムの運用に関しては、実際の在宅医療の側面に対応した利便
性の追求もさることながら、多職種連携を前提としたセキュリティへの配慮も重視すべきとの声も多く、今後検討
を進めていく中での課題として提起してまいりたいと考えています。
　平成27年９月１日現在登録医・連携医数は234件、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。
地域医療機関におかれまして、当院の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。

　当院は、平成25年11月12日付けで兵庫県知事より「地域医療支援病院」に承認されています。地域医療支援病
院とは、地域の診療所や病院を支援する機能を有する病院のことで、次のような役割を担っています。
　①紹介患者に対する医療の提供（かかりつけ医等への患者の逆紹介を含む） 
　②医療機器の共同利用の実施 
　③救急医療の提供 
　④地域の医療従事者に対する研修の実施 
　この課せられた役割に対し、当院が地域における医療の確保のた
め必要な支援が十分に行えているか、審議していただくために委員
会を設置し、近隣医師会や健康福祉事務所、行政の代表者に委員を
お願いしています。
　平成27年７月16日（木）に行われた地域医療支援病院委員会は、
当院としては２回目で、明石市で先に地域医療支援病院の承認を受
けた明石医療センターと合同での開催でした。
　明石医療センターと当院それぞれがこれまでの活動状況について
報告を行い、外部委員の先生方に審議していただきました。病診連
携、退院時のかかりつけ医との在宅調整に関するご要望、救急診療
体制の現状と課題等について、多くのご意見をいただき活発に議論も進みました。
　当院としても、明石医療センターの活動状況と比較することで、こちらが取り組んでいかなければならない課題
が明確になりました。今後も明石医療センターともども、同じ地域医療支援病院として地域医療の支えとなり、地
域医療機関の先生方や在宅医療・介護との連携を推進できるよう努めてまいりたいと考えています。

第 ７ 回 地 域 連 携 推 進 委 員 会

平成27年度地域医療支援病院委員会を開催しました

中 村  尚 子
放射線科 副医長

　明石近隣の地域医療機関のみなさま、こんにちは。このたび放射線科副医長に就任しま
した中村です。画像診断を通して、患者のみなさまの苦痛の原因を早期に診断し、治療に
つなげる助けとなるよう力を尽くしたいと思っています。よろしくお願いいたします。
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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27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

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 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）

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）

平嶋 良章 柴田 真弓 交代制

藤本 莊太郎
村松 哲

忠井 俊明

瀧上 絵里香

高橋 弘継
（2.4W）

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

井川 洋
草西 洋

松井 律夫
上藤 哲郎

松井 律夫
中島  健

松井 律夫
上藤 哲郎

松井 律夫
上藤 哲郎

松井 律夫
中島 健

井川 洋
草西 洋

辻村 まり
古賀 祐子

草西 洋草西 洋
古賀 祐子
辻村 まり
西村 殊寛 西村 殊寛

前田 早織

辻村 まり
西村 殊寛

前田 早織 前田 早織

井川 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 在田 貴裕

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）

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

赤澤 貴子
山内 徳人
松本 次弘

松本 次弘
村松 哲

森川 輝久

奥 成聡
（再診 血液）

中島 寿樹
（再診 糖尿病）

福井 崇之

初診担当医

阪本 健三（ペースメーカーチェックのみ）

井上 貴文

阪本 健三

大塚 喜久

八木 沙織（1枠のみ）

濱岡 建城（心臓外来）

中村 英夫
橋本 哲也 石井 加珠 塚本 正樹 阪本 健三 塚本 正樹

村前 直和 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）

藤田 陽子
（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）

濱田 伸哉
（精神疾患）

丹田 修司
（再診 腎臓透析）

奥 成聡
（血液）

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）

福井 崇之
（再診） 西原 孝明

立花 久嗣（午後）

大石 佳央梨

佐竹 渉（午前）

大塚 喜久（午後）

安岡 利恵（午前）

森田 修司（午後）

迫田 知佳子（午前）

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

ペースメーカー外来

4診

5診

3診（初診）
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平成27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

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。


