
石市立市民病院はこの4月に地方独立行政法

人化されて1年半が過ぎました。この間に私

たち職員一同は、地域の先生方をはじめ多くの皆様

の「明石市民病院がんばれ、私たちが応援している

よ」という声に支えられていることを多くの場面で

感じています。

　この春に11名の医師が赴任しました。市田裕紀子

（内科医長、糖尿病学会専門医）、山内徳人（消化器内

科医長、肝臓専門医）、山口泰広（泌尿器科副医長）、

前田早織（眼科副医長）、森本久美子（放射線科副医

長）、石井加珠（循環器内科専修医）、八木沙織（循環

器内科専修医）、髙木一典（麻酔科専修医）、中嶋健

（麻酔科専修医）、竹本智明（初期研修医）、篠原繁宗

（初期研修医）です。とくに糖尿病専門医と肝臓専門

医の赴任により、地域の医療需要により適切に対応

できるようになりました、今後ともよろしくお願い

します。

　さて、当院では地方独立行政法人化に際し、医療

関係の国家資格のうち、医師と看護師以外の職種を

まとめて医療技術部を作りました。今回は医療技術

部を構成している課の紹介をさせていただきます。

　薬剤課は13名の薬剤師が勤務しています。薬局で

の調剤業務や注射調剤のほか病棟での注射調剤や

服薬指導、ICT、NST、糖尿病教室、緩和ケアなど多

くのチーム医療のメンバーとして患者さまの近く

でがんばっています。

　臨床検査課は16名の臨床検査技師が勤務してい

ます。一般の検体検査、細菌、病理、脳波、心電図、心

エコー、腹部エコー、頚部エコー、胎児エコーを行っ

ています。医師の診断に欠かせない精確な値を確実

に出せるようがんばっています。

　放射線技術課は13名の放射線技師が勤務してい

ます。一般の放射線撮影のほかCT2台、MRI2台、血

管造影室、RI検査室、透視室、手術室での透視及び術

中撮影、病棟でのポータブル撮影など大忙しです。

　リハビリテーション課は理学療法士10名、作業療

法士3名、言語聴覚士2名が勤務しています。運動器

疾患、脳血管疾患、心疾患のリハビリ以外にも嚥下

訓練などを行っており、患者さまが早く通常の生活

に復帰できるようがんばっています。

　視能矯正課は3名の視能訓練士が勤務していま

す。視力、眼圧、視野検査をはじめ眼科手術術前検査

全般など、医師の診断に欠かせない検査を行い外来

診療を支えています。また小児の斜視の検査、弱視

訓練にも力を入れています。

　栄養管理課は6名の管理栄養士が勤務しており、

給食業務、栄養指導、NST活動に関わっています。特

にNST活動には力を入れており毎月1回病院の全ス

タッフを対象にNST勉強会を開催し、患者さまの栄

養管理の充実に努めています。

　臨床工学課は4名の臨床工学技士が勤務していま

す。血液透析をはじめ血液浄化装置の稼動、心臓カ

テの補助、PCPS・IABPの稼動のほかに人工呼吸器・

心電図モニターなど共通利用器機の管理もしてい

ます。若い4人でがんばっています。

　平成25年度も職員一丸となってがんばります、

どうぞよろしくお願い申し上げます。
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上藤 哲郎

診療部内科 医長
日本糖尿病学会専門医

市田 裕紀子
はじめまして。京都府北部にある綾部市立
病院から赴任してきました市田裕紀子で
す。糖尿病内科常勤医としてできることか
ら積み重ねて行こうと思っていますのでよ
ろしくお願いしたします。

明

新任 紹 介
よろしく

お願いします

診療部消化器内科 医長
日本肝臓学会肝臓専門医
日本消化器病学会消化器病専門医

山内 徳人
はじめまして。このたび消化器内科へ赴任
した山内徳人と申します。主に肝臓疾患を
担当いたします。肝炎、肝硬変、肝癌など幅
広く対応し、地域医療に貢献できるようが
んばりますので、どうぞよろしくお願いい
たします。



　みなさま、こんにちは！
　救急総合診療科　小平 博と申します。
　おかげさまをもちまして、昨年度の当院
救急車搬入台数は1923台となりました。
　4月より専任スタッフ5名体制で救急総
合診療科を運用しております。（写真）
　当診療科では、地域医療機関の皆様か
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っておりま
た、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。
　新型ドクターカー（DMERC）も配備され

（写真）交通外
傷などの重症
外傷患者さん
に対し現場で
のA（気道）B（呼
吸）C（循環）の

安定化をより早く行うこともできるよう
になりました。
　時のスタッフのモチベーションも最高
潮であります。「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。
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安定化をより早く行うこともできるよう
になりました

小平 博

新任 紹 介
よろしく

お願いします

研修医

竹本 智明
はじめまして。このたび明石市立市民病院に研
修医として入職いたしました竹本智明と申し
ます。未熟ではありますが、日々精進し、精一杯
頑張りますので、よろしくお願いいたします。

診療部麻酔科 専修医

中嶋 健
平成25年4月より麻酔科専攻医として勤めるこ
とになりました。精一杯頑張りますので、よろ
しくお願いします。

研修医

篠原 繁宗
今年度より明石市立市民病院で研修させて頂
きます篠原繁宗と申します。ちょっとでも早く
先輩方に追いつけるよう頑張りたいと思って
います。初めは失敗することも多いかもしれま
せんが、よろしくお願い致します。

新型ドクターカー（DMER
（
傷
外
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診療部放射線科 副医長

森本 久美子
こんにちは。森本 久美子と申します。明石公園
や明石城跡を眺めながら清々しく通勤できて
嬉しく思います。微力ながらも病で苦しむ患者
さんの役に立てるよう頑張りますのでよろし
くお願いします。

診療部麻酔科 専修医

髙木 一典
麻酔科専修医の髙木一典と申します。初期研修
２年間に引き続き明石市民病院で後期研修させ
ていただくことになりました。一生懸命頑張り
ますので、どうぞよろしくお願いいたします。

診療部循環器内科 専修医

八木 沙織
済生会京都府病院で2年間の研修医生活を終え、
この病院の循環器内科で働くことになりまし
た。まだまだ未熟者ですが、早くこの地域の医療
に貢献できるように頑張りたいと思います。
よろしくお願い致します。

診療部泌尿器科 副医長
日本泌尿器科学会泌尿器科専門医
日本泌尿器科学会泌尿器科指導医

山口 泰広
姫路から今度明石へ赴任しました山口泰広で
す。信頼関係を大切に診療してまいります。
よろしくお願いします。

DMERC
（ディーマーク）

救急総合診療科スタッフ

救急総合診療科 部長

診療部循環器内科 専修医

石井 加珠
4月1日より明石市立市民病院循環器内科専修
医としてお世話になります石井加珠と申しま
す。少しでも地域の皆様のお役に立てますよう
頑張っていきたいと思います。よろしくお願い
致します。

診療部眼科 副医長

前田 早織
明石駅から明石公園を通り抜け病院へむかい
ます。初めての通勤路は、公園の池の周囲を咲
きほこる桜がかこみ、水面に映るピンクも一興
でした。こんな場所があったんだと新たな発見
です。よろしくお願いします。
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　登録医制度の円滑な運営を図るため、2月21日（木）に開催しま
した。登録医制度の高砂市地区の拡大を図り、現在10件の参加を
得、3月31日現在226件の医療機関に参加を頂いております。今回
より高砂市医師会から新委員にも加わって頂き開催致しました。
　当委員会では、本院ホームページで登録医の先生方の紹介サイ
トの開設について、診察日時予約率向上についての取り組み、今
秋に予定している電子カルテ導入に伴い、ネットでの診察予約機
能に関することなど議論致しました。

　登録医の先生方と顔の見えるお付き合いをして頂くために定期的に
行っています。今回より全ての登録医の皆さまへご案内をさせていた
だきました。
　2月21日（木）19時から内科医師により、地域医療機関からの紹介患者
さまの当院での治療経過を中心に「一般診療でしばしば遭遇する貧血症
とその対応」「腎臓病について」の講演会と意見交換会を行いました。
　今後は、カンファレンスの内容を早期にお知らせし、分野も偏らない
ように工夫を行ってまいりますのでご協力賜りますようよろしくお願
い申し上げます。

第 2 回 地 域 連 携 推 進 委 員 会

明石市立市民病院
地域医療連携フォーラム

第2回

　当院の最新の情報をお伝えするとともに、地域の医療機関の皆さまと直接
意見交換をすることで信頼を深め連携を推進する目的で3月7日（木）18時か
らホテルキャッスルプラザで開催しました。当院理事長が「地方独立行政法
人化後の市民病院の歩み」についてご報告後、特徴ある診療科の取り組みと
して、「MRI検査（3Tと1.5Tの対比を中心に）」本山放射線科部長、「頭頸部で
よく見かける小腫瘤の治療」野田皮膚科部長が紹介いたしました。特別講演
として、神戸大学大学院医学研究科教授藤澤正人先生の「ロボット支援手術
の現状と展望」の講演会では、“ダヴィンチ”の外科的治療法を映像でも詳しく
ご紹介頂き、参加者は最先端のロボットシステムを生で実感できました。
　また、懇親会も多数の皆さまにご参加を頂き盛況に進めることができました。
改めまして心よりお礼申し上げます。

合同カンファレンス開催第3回

野田皮膚科部長本山放射線科部長神戸大学大学院医学研究科教授
藤澤正人先生

理事長



ことのほか寒さ厳しい冬も過ぎ去り、暖かな春の日差しとともに、「地域医
療連携だより」も創刊から1年が経とうとしています。地域の先生方への情
報発信に努めてきましたが、どのように届いておりますでしょうか。これ
からもより一層、地域医療への貢献に力を注いでいきたいと思っておりま
すので、皆様からの貴重なご意見をお待ちしています。
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　当院では平成23年2月より地域医療貢献を目的に、生理検査のオープン検査を始め
ました。地域の先生方に活用して頂きましたおかげで、順調に検査数は伸びています。
オープン検査の検査項目は別表に示した13項目を行なっています。電気生理検査と
超音波検査の結果は検査後当日ないし翌日中に郵送いたします。SAS（睡眠時無呼吸
症候群）の検査である簡易PSG（終夜睡眠ポリグラフ）につきましては患者様に検査機
器を取りに来て頂き、自宅で検査を行って頂きます。機器を返却して頂いた後に臨床
検査技師が解析を行ないます。解析ソフトだけによる解析では不十分なため、全ての
SpO2の変化や呼吸状態の波形に目を通してから解析を行い、より精度の高いデータ
を返却いたします。オープン検査は平日だけでなく土曜日の午前中にも行っています
ので、平日に休みを取り辛い患者様でも土曜日に検査を受けて頂くことが出来ます。
土曜日の検査予約は前日の金曜日17時までに、ご予約をお願いいたします。予約や検
査についてのご質問は、地域医療連携課までお問い合わせください。オープン検査を
行うことにより地域医療に少しでも貢献でき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。

生理検査部門オープン検査のご紹介

　4月より肝臓専門医が着任し、肝疾患に対する専門的な
診療を行っています。
　我が国の肝炎ウイルスの持続感染者は、B型が100～
130万人，C型が150～200万人存在すると推定されていま
すが、症状に乏しいため本人が気づかないうちに肝硬変
や肝癌へ移行することがあり問題となっています。当院
では、ガイドラインに準じたウイルス性慢性肝炎・肝硬変
の診療を行っており、インターフェロンや核酸アナログ
製剤・新しいプロテアーゼ阻害剤などを用いた抗ウイル
ス療法を行うことでウイルスの排除・肝炎の沈静化をめ
ざし、肝硬変や肝癌の発症を減らしたいと考えています。
　当院では、画像診断検査として、腹部超音波検査・ソナ
ゾイド造影超音波検査、64列マルチスライスCTを用いた
肝のダイナミック造影検査、1.5Tもしくは3T核磁気共鳴
画像診断装置（MRI）を用いたEOB・プリモビスト造影検査
などを駆使して、慢性肝炎・肝硬変の段階から積極的な
サーベイランスを行い、肝癌の早期発見に努めます．肝癌
に対する治療としては、肝動脈塞栓療法、経皮的局所療法
（ラジオ波焼灼・エタノール注入）、全身化学療法などを
行っています。
　その他、自己免疫性肝疾患や代謝性肝疾患などの診療
を行います。とくに最近は、脂肪肝のなかでも肝硬変や肝
癌に進展する可能性のあるNASH（非アルコール性脂肪
性肝炎）への注目が集まっています。脂肪肝の患者さんの
約1割はNASHと考えられており、その数は100万人以上
とも言われています。NASHが疑われる患者さんには、肝

生検などの精密検査を行って確実に診断し、長期的な
フォローアップを行ってまいります。
　6月からはもう一人の肝臓専門医が着任しますので、万
全の受け入れ態勢が組めると思います。肝臓に関するこ
とならなんでもご相談ください。

　本年5月より明石市の胃がん検診は、従来の上部消化管
造影からリスク検診「ABC検診」に移行します。胃がんの
原因となるH.pylori感染の有無（血清pylori抗体）と胃粘膜
委縮の有無（血清ペプシノゲン法）を組み合わせてリスク
分類（A-Dの4群）を行いますが、BCD群となった方は2次
検診として上部消化管内視鏡検査が必要となります。当
科ではABC検診で上部消化管内視鏡検査が必要となった
方の受け入れをさせていただきます。地域医療連携課を
通じて、通常の消化器内科地域予約枠（月～金）からご予
約ください。初診時には、先ずは検診結果と抗血栓薬など
の服薬状況などをチェックさせていただき、検査日を決
定させていただきます。（尚、ご依頼件数が増加いたしま
したら、直接内視鏡検査が可能な専用検査枠も考慮した
いと考えています。）
　基本的には内視鏡検査のみ施行して結果報告をさせて
いただきますが、特別な治療をすべき疾患がなければ、
H.pylori除菌はご紹介いただいた先生にお願いする方針
にしております。
　ご紹介をお待ち申し上げます。

● 肝臓専門医が着任しました

● 胃がん検診（ABC検診）二次精検の
　　　　　　　　　　　受入体制について

消化器内科からのお知らせ

を始め
います。
検査と
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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。
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佐々木 享（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
森本  久美子

上藤  哲郎 上藤  哲郎 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（1.3.5週のみ）
大石  佳央梨（2.4週のみ）

奥  成聡（血液）

橋本  哲也 阪本  健三 阪本  健三
八木  沙織

藤本  莊太郎

松本  次弘

浅田  聡

佐竹  渉（再診午前） 
徳岡  英紀（再診午後） 

本岡  里英子（午前） 
立花  久嗣（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（1.3.5週午後）
小林  実（2.4週午後）

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（1.3.5週のみ）

（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）

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） 山口  泰広

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 中西  頼子 中西  頼子

本山  新
森本  久美子

本山  新 本山  新 本山  新
森本  久美子 森本  久美子 森本  久美子

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） 秋山  英之 齋藤  実秋山  英之

柴田  敏章（紹介のみ） 四ノ宮  隆（紹介のみ）

上野  健史（2.4週のみ） 平嶋  良章
岸  勘太（心臓外来）

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

市田  裕紀子
（糖尿病）

宮川  浩太郎 宮川  浩太郎

大石  佳央梨
（腎臓透析）

真嶋  隆文
（糖尿病）

藤本  莊太郎 山内  徳人 早雲  孝信 山内  徳人

赤澤  貴子 赤澤  貴子 松本  次弘松本  次弘

石井  和珠 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

迫田  知佳子

中川  裕介
塚本  正樹

2診

3診（初診）

1診

4診

1診

2診

3診

1診

2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

山崎  哲司（1.3.5週のみ）

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

　村  まり 　村  まり 　村  まり

　本  三郎

山　  敦史（1.3.5週のみ）

平成25年4月1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。

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

平成25年4月1日現在

＊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。

脳波（土曜日は賦活なし）
NCS（ペースメーカーは禁忌） 16：00 16：00 16：00 16：00 16：00 9：00／10：30

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

心電図
ABI
呼吸機能

8：30～17：00 8：30～17：00 8：30～17：00 8：30～17：00 8：30～17：00

9：45／11：15

簡易PSG（一日1枠） 8：30～17：00 8：30～17：00 8：30～17：00 8：30～17：00 8：30～17：00 9：00～12：00

腹部エコー（朝食抜き） 8：30 － 8：30 8：30 8：30

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（昼食抜き）
頸動脈エコー 16：00／16：30 16：00／16：30 16：00／16：30 16：00／16：3016：00／16：30

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

日本医療機能評価機構認定病院
(代表) 078-912-2323
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