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は平成13年４月に赴任し、14年が経ちましたが、
この間、様々な医療行政の変化や、この病院自

体の医師不足に代表される病院運営の困難さに直面い
たしました。以前ですと、医師はほぼ医業に専念して
おればよく、それで収支もそこそことれ、医師は大学
人事で補って頂いている状況でした。しかし、最近は
急性期病院として健全な収支を維持しようとすると、
厚労省の推し進める病院機能の差別化に従い、厚労省
の打ち出した要件をいかに達成するかが重要になって
きており、医師の確保も相当な努力を要するようにな
りました。
　私は今まで主に診療現場の実働要員として働いてま
いりましたが、この度、病院運営に関わる一員として
副院長に就任いたしました。しかるに、私の専門分野
は血液腫瘍であり、この分野を扱える医療機関は周辺

地域には兵庫県立がんセンターのみであるため、私自
身、この病院でまだまだ現場の診療に携わる必要があ
ります。今後とも血液疾患に対して地域の要求に応え
るべく現場に立ち、併せて副院長の立場として、医師
も含めた病院職員全体の研修教育を担当するとともに、
病院機能の充実に努力したいと存じます。
　周辺地域の先生方には今後とも色々とご指導を頂き、
地域連携を通じてより充実した医療の提供に努力した
いと存じます。以上、副院長就任の御挨拶とさせて頂
きます。今後ともよろしくお願い申し上げます。

Me�age

４月より副院長に就任しましたので、
ご挨拶申し上げます。
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４月より院長補佐に就任しましたので、
　　　　　　　　　　　ご挨拶申し上げます。
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月１日より院長補佐を拝命いたしました脳神経
外科の齋藤です。

　脳神経外科では主に脳血管障害、頭部外傷、脳腫瘍
などのほか、片頭痛や緊張型頭痛をはじめとする慢性
頭痛、てんかん、認知症をきたす水頭症や慢性硬膜下
血腫など脳の疾患に対しての診断と治療に対応してお
ります。
　ここ数年は高齢化が進行したことや医療技術の進歩
によるあらたな検査や治療法の導入などにより国の予
算に占める医療費の割合は年々高くなっています。超

急性期の脳卒中の治療から慢性期の介護まで国民の医
療対するニーズも多様化しております。このような時
代の変化に合わせた病院独自の対策も必須であり、こ
れらに積極的に改革に取り組んでまいりました。
　当院では救急医療を積極的に推進する一方、包括ケ
ア病棟の導入、地域医療機関との連携を保ち患者様の
満足いく医療サービスを提供できるように努力してお
ります。
　このような中で本年４月から阪倉院長赴任によりあ
らたな院内体制がスタートしております。院長補佐と
して年々厳しくなる医療情勢に対応した診療報酬請求
対策を担当するとともに、これまで以上に市民病院と
しての責任を果たし満足していただける医療を提供で
きるように努めてまいりますのでよろしくお願いいた
します。
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　地域医療機関の皆様、地域連携フォーラムに御出席頂きありがとうござい
ました。
　日々の業務では、Face to Faceのお付き合いなので、この度のイベント
で顔を見てご挨拶ができ、何気無い会話を通して親近感をもてたことは、と
ても有意義な時間となりました。この場で得た繋がりを大切に、今後も業務
に努めたいと思います。

　平成27年２月に腎・透析センターが開設されまし
た。もともとは６床であった透析室から17床に増床
しています。血液透析、その他の種々の血液浄化療
法に対応できる体制を整え、より幅広い診療を行え
ることを目指しています。当科では透析以外にも、
様々な段階の腎臓病の精査加療を行っています。近
年、慢性腎臓病（CKD; chronic kidney disease）、
急性腎障害（AKI; acute kidney injury）という概念が
提唱され注目されています。腎臓病は機能が低下す
ると透析に至ることがあるということに加え、心血
管病といった動脈硬化に関連した疾患の合併率が高
く注意が喚起されています。尿所見異常のみの早期

の段階から透析に至るまでの各段階の腎臓病に対し
て適切な診療が行えることをこころがけています。
腎臓病の進行抑制、透析導入を少しでも先延ばしに
することを目標としていますが、腎臓の性質上、透
析療法が必要な方が出てきます。腎機能が低下して
きた場合、透析療法を検討します。血液透析、腹膜
透析は各々、事前に内シャント造設、腹膜透析チュ
ーブ留置術を行った上で、安全に透析導入を行う方
針としています。下記メンバーで腎臓病を中心とし
た内科疾患の診療にあたっておりますので今後とも
よろしくお願い申し上げます。

内科副部長 兼 腎・透析センター長　丹田 修司

腎・透析センターオープン

　平成26年10月より、急性期から脱した患者様が在
宅復帰へ向けて十分な退院調整を行い、かかりつけ
医との連携のもとで安心して退院していただけるよ
う「地域包括ケア病棟」の運用を開始しました。当
初はなかなか軌道に乗れず、病床稼働率も50％前後
と低く先行きに不安を抱えていました。最近ようや
く病棟稼働率も75％前後となり、在宅復帰率も90％
越えで推移しています。
　様々な診療科や病気の種類があるため、技術はも
ちろん知識向上のために学習会やカンファレンスを
頻回に行いスキルアップを図り、スタッフも活気が
戻ってきました。
　医師や看護師、病棟専従のリハビリテーション科
のセラピスト等により、患者様の心身が回復するよ
う一人ひとりの人間性と意思を尊重したケアで「生
きる力」を高められるように努めております。また
病棟専任の医療ソーシャルワーカーが患者様の退院

支援、退院後のケア等について地域へ戻れるよう準
備、相談に応じております。
　入院中に、受け持ち看護師・担当リハビリスタッ
フ・ソーシャルワーカーによる退院前自宅訪問を行
い、スムーズな退院支援が行えるよう努めています。
また、医師・看護師・ケアマネジャー・訪問看護師
等と退院前合同カンファレンスを開催することで、
在宅ケアを行う方々のご協力のもと、患者様が慣れ
親しんだ地域で自分らしい暮らしができるよう復帰
支援が行えることに感謝していま
す。これからも積極
的に復帰支援を行っ
てまいりたいと思っ
ておりますので、今
後ともご協力のほどよ
ろしくお願いいたしま
す。

地域包括ケア病棟について

丹田修司　（日本腎臓学会指導医・専門医　日本透析学会指導医・専門医）
迫田知佳子（日本腎臓学会専門医　日本透析学会専門医）
福井崇之　（日本腎臓学会専門医　日本透析学会専門医）
大石佳央梨（日本腎臓学会専門医　日本透析学会会員）
井上貴文　（日本腎臓学会会員　日本透析学会会員）
西原孝明　（日本腎臓学会会員　日本透析学会会員）

腎・透析センターの様子

地域包括ケア病棟（５階西病棟）スタッフ

腎臓内科メンバー
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外 これからの当院消化器外科診療
について

病院長　阪倉 長平

　近年の外科系診療では、医療の高度化とさ
らなる低侵襲手術が求められており、当院でも
外科系各診療科で内視鏡による手術を導入し、
高度で患者さまに優しい手術に積極的に取り
組んでいるところですが、私の専門分野である
消化器外科でも胃癌や大腸癌や肝臓癌に対す
る最新の質の高い腹腔鏡手術を積極的にすす
めております。
　具体的には、胃癌や大腸癌に対する腹腔鏡
手術(needel scopic surgeryやreduced port 
surgeryを含む)や下部直腸癌に対する肛門温
存手術、胆石や虫垂炎に対する単孔式腹腔鏡
手術、消化器内科と外科との共同手術である
LECS(laparoscope endoscope cooperative 
surgery)を４月早々より実施してまいります。さ
らに肝臓癌や鼠径ヘルニアに対する腹腔鏡手
術も本年度中に段階的に導入してゆきたいと
考えています。

　また外科診療においては腹腔鏡手術だけで
はなく、高度進行癌に対する拡大手術や併存
疾患を有する高リスク症例に対する手術も重
要ですので、術前化学療法を併用した高度進
行癌に対する拡大手術や併存疾患を有する超
高齢者に対する手術療法も、安全性に配慮し
ながら、積極的に行ってまいりたいと思います。
　さらに栄養管理やリハビリテーション、在宅
支援などコメディカルや事務系のスタッフとも
協力しながら患者さまのQOLを改善し、一人ひ
とりの患者さまが心の安らぎを感じていただけ
るような優しい医療を目指して、多職種協働に
よる安全で安心なチーム医療に力を入れてい
きたいと思いますのでよろしくお願いいたしま
す。

外科スタッフ

腹腔鏡手術風景

細径鉗子を用いた手術
Reduced�port�surgery, needle�scopic�surgery

腹部所見（術後７日目）

手術メンバー（医師・看護師）の教育の模式図

単孔式腹腔鏡手術

フレキシブル
ファイバー

細径鉗子

超音波凝固切開装置

（2004年京大消化管外科 坂井教授ら）

術者、スコピスト、助手のすべての経験を積みながら
腹腔鏡手術におけるそれぞれの役割を十分に理解する

スコピストは術者の目

適切な術野の展開

術者 助手

スコピスト

cycling

　平成27年６月11日（木）午後６時より、ホテル
キャッスルプラザにて第４回地域医療連携フォーラ
ムを開催しました。
　当日はあいにくの雨でしたが、地域医療機関の先
生方をはじめ170名を超える多数のご参加をいただ
きました。
　平成27年４月より内視鏡外科学会技術認定医であ
る阪倉院長が就任し、新たな消化器外科診療体制を
スタートさせたこともあり、今回の講演の内容は消
化器疾患に対する内科的・外科的両側面からの治療
がテーマとなっています。
　藤本莊太郎理事長による挨拶の後、まずは当院消化器内科の松本次弘医長より「当院における早期消化管
癌に対する内視鏡治療の現状」について講演を行いました。当院では最新の内視鏡ビデオスコープシステム
を採用して詳細な診断に努めており、内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）も積極的に取り入れ、早期消化管癌
に対しても患者さまへの負担が少ない検査・治療を心がけています。講演では、症例を中心として内視鏡治
療の実際の動画も交えながらご紹介させていただきました。
　特別講演では、京都府立医科大学大学院消化器外科教室教授の大　英吾先生を座長としてお迎えし、当院
の阪倉長平院長より「最新の腹腔鏡下胃・大腸手術と化学療法の現状と問題点」～低侵襲、機能温存と根治
性の両立を目指して～についてお話しさせていただきました。
　近年の外科治療では、医療の高度化と更なる低侵襲手術が求められており、当院でも高度で患者さまに優
しい手術に取り組んでいるところですが、特に胃癌や大腸癌に対する最新の質の高い腹腔鏡手術を実施して
います。今回の講演では、症例を紹介しながら腹腔鏡手術の様子を動画で見ていただきました。腹腔鏡手術
の利点としましては、①低侵襲で在院日数の短縮が図れること、②疼痛が少なく回復が早いこと、③美容上
好ましいこと、③拡大視効果による精緻な手術が可能であること、等が挙げられます。反面、術中誤認によ
る出血や臓器損傷の可能性があること、開腹手術と比べて技術的に困難であること等の欠点も持ち合わせて
いますが、術前3D-CTAの活用や内視鏡外科学会技術認定医である阪倉院長による質の高い腹腔鏡手術の実
施、手術手技の定型化と若手外科スタッフへの教育の実施により、安全で質の高い腹腔鏡手術を行ってまい
りたいと考えています。
　その他、通常の腹腔鏡手術と比較しても極めて優れた整容性が得られる単孔式腹腔鏡手術、消化器内科と
外科との共同手術であるLECS(Laparoscope endoscope cooperative surgery）の実施や、術前化学療法
を併用した高度進行癌に対する拡大手術や併存疾患を有する超高齢者に対する手術療法についても、安全性
に配慮しながら積極的に行ってまいります。
　当院は「市民病院」として、最新の腹腔鏡下胃・大腸手術など安全で質の高い手術や治療を行い、患者さ
まに優しい医療を提供することで、地域の医療を支え「市民の信頼に応える病院」を目指す所存です。その
ためにも、今回のフォーラムのように地域医療機関の先生方に当院で行う医療の内容を紹介し、密に情報交
換を行うことで病診連携を強化できるよう努めさせていただければと考えています。

第4回 明石市立市民病院
地域医療連携フォーラムを
開催しました
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療の実際の動画も交えながらご紹介させていただきました。
　特別講演では、京都府立医科大学大学院消化器外科教室教授の大　英吾先生を座長としてお迎えし、当院
の阪倉長平院長より「最新の腹腔鏡下胃・大腸手術と化学療法の現状と問題点」～低侵襲、機能温存と根治
性の両立を目指して～についてお話しさせていただきました。
　近年の外科治療では、医療の高度化と更なる低侵襲手術が求められており、当院でも高度で患者さまに優
しい手術に取り組んでいるところですが、特に胃癌や大腸癌に対する最新の質の高い腹腔鏡手術を実施して
います。今回の講演では、症例を紹介しながら腹腔鏡手術の様子を動画で見ていただきました。腹腔鏡手術
の利点としましては、①低侵襲で在院日数の短縮が図れること、②疼痛が少なく回復が早いこと、③美容上
好ましいこと、③拡大視効果による精緻な手術が可能であること、等が挙げられます。反面、術中誤認によ
る出血や臓器損傷の可能性があること、開腹手術と比べて技術的に困難であること等の欠点も持ち合わせて
いますが、術前3D-CTAの活用や内視鏡外科学会技術認定医である阪倉院長による質の高い腹腔鏡手術の実
施、手術手技の定型化と若手外科スタッフへの教育の実施により、安全で質の高い腹腔鏡手術を行ってまい
りたいと考えています。
　その他、通常の腹腔鏡手術と比較しても極めて優れた整容性が得られる単孔式腹腔鏡手術、消化器内科と
外科との共同手術であるLECS(Laparoscope endoscope cooperative surgery）の実施や、術前化学療法
を併用した高度進行癌に対する拡大手術や併存疾患を有する超高齢者に対する手術療法についても、安全性
に配慮しながら積極的に行ってまいります。
　当院は「市民病院」として、最新の腹腔鏡下胃・大腸手術など安全で質の高い手術や治療を行い、患者さ
まに優しい医療を提供することで、地域の医療を支え「市民の信頼に応える病院」を目指す所存です。その
ためにも、今回のフォーラムのように地域医療機関の先生方に当院で行う医療の内容を紹介し、密に情報交
換を行うことで病診連携を強化できるよう努めさせていただければと考えています。

第4回 明石市立市民病院
地域医療連携フォーラムを
開催しました
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〒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/

Me�age
は平成13年４月に赴任し、14年が経ちましたが、
この間、様々な医療行政の変化や、この病院自

体の医師不足に代表される病院運営の困難さに直面い
たしました。以前ですと、医師はほぼ医業に専念して
おればよく、それで収支もそこそことれ、医師は大学
人事で補って頂いている状況でした。しかし、最近は
急性期病院として健全な収支を維持しようとすると、
厚労省の推し進める病院機能の差別化に従い、厚労省
の打ち出した要件をいかに達成するかが重要になって
きており、医師の確保も相当な努力を要するようにな
りました。
　私は今まで主に診療現場の実働要員として働いてま
いりましたが、この度、病院運営に関わる一員として
副院長に就任いたしました。しかるに、私の専門分野
は血液腫瘍であり、この分野を扱える医療機関は周辺

地域には兵庫県立がんセンターのみであるため、私自
身、この病院でまだまだ現場の診療に携わる必要があ
ります。今後とも血液疾患に対して地域の要求に応え
るべく現場に立ち、併せて副院長の立場として、医師
も含めた病院職員全体の研修教育を担当するとともに、
病院機能の充実に努力したいと存じます。
　周辺地域の先生方には今後とも色々とご指導を頂き、
地域連携を通じてより充実した医療の提供に努力した
いと存じます。以上、副院長就任の御挨拶とさせて頂
きます。今後ともよろしくお願い申し上げます。

Me�age

４月より副院長に就任しましたので、
ご挨拶申し上げます。

私 明石市立市民病院  副院長

奥 成聡

平成27年7月
201513vol.

新・副院長
あいさつ

４月より院長補佐に就任しましたので、
　　　　　　　　　　　ご挨拶申し上げます。

新・院長補佐
あいさつ

月１日より院長補佐を拝命いたしました脳神経
外科の齋藤です。

　脳神経外科では主に脳血管障害、頭部外傷、脳腫瘍
などのほか、片頭痛や緊張型頭痛をはじめとする慢性
頭痛、てんかん、認知症をきたす水頭症や慢性硬膜下
血腫など脳の疾患に対しての診断と治療に対応してお
ります。
　ここ数年は高齢化が進行したことや医療技術の進歩
によるあらたな検査や治療法の導入などにより国の予
算に占める医療費の割合は年々高くなっています。超

急性期の脳卒中の治療から慢性期の介護まで国民の医
療対するニーズも多様化しております。このような時
代の変化に合わせた病院独自の対策も必須であり、こ
れらに積極的に改革に取り組んでまいりました。
　当院では救急医療を積極的に推進する一方、包括ケ
ア病棟の導入、地域医療機関との連携を保ち患者様の
満足いく医療サービスを提供できるように努力してお
ります。
　このような中で本年４月から阪倉院長赴任によりあ
らたな院内体制がスタートしております。院長補佐と
して年々厳しくなる医療情勢に対応した診療報酬請求
対策を担当するとともに、これまで以上に市民病院と
しての責任を果たし満足していただける医療を提供で
きるように努めてまいりますのでよろしくお願いいた
します。

４

明石市立市民病院  院長補佐

齋藤 実

集編
記後

　地域医療機関の皆様、地域連携フォーラムに御出席頂きありがとうござい
ました。
　日々の業務では、Face to Faceのお付き合いなので、この度のイベント
で顔を見てご挨拶ができ、何気無い会話を通して親近感をもてたことは、と
ても有意義な時間となりました。この場で得た繋がりを大切に、今後も業務
に努めたいと思います。

　平成27年２月に腎・透析センターが開設されまし
た。もともとは６床であった透析室から17床に増床
しています。血液透析、その他の種々の血液浄化療
法に対応できる体制を整え、より幅広い診療を行え
ることを目指しています。当科では透析以外にも、
様々な段階の腎臓病の精査加療を行っています。近
年、慢性腎臓病（CKD; chronic kidney disease）、
急性腎障害（AKI; acute kidney injury）という概念が
提唱され注目されています。腎臓病は機能が低下す
ると透析に至ることがあるということに加え、心血
管病といった動脈硬化に関連した疾患の合併率が高
く注意が喚起されています。尿所見異常のみの早期

の段階から透析に至るまでの各段階の腎臓病に対し
て適切な診療が行えることをこころがけています。
腎臓病の進行抑制、透析導入を少しでも先延ばしに
することを目標としていますが、腎臓の性質上、透
析療法が必要な方が出てきます。腎機能が低下して
きた場合、透析療法を検討します。血液透析、腹膜
透析は各々、事前に内シャント造設、腹膜透析チュ
ーブ留置術を行った上で、安全に透析導入を行う方
針としています。下記メンバーで腎臓病を中心とし
た内科疾患の診療にあたっておりますので今後とも
よろしくお願い申し上げます。

内科副部長 兼 腎・透析センター長　丹田 修司

腎・透析センターオープン

　平成26年10月より、急性期から脱した患者様が在
宅復帰へ向けて十分な退院調整を行い、かかりつけ
医との連携のもとで安心して退院していただけるよ
う「地域包括ケア病棟」の運用を開始しました。当
初はなかなか軌道に乗れず、病床稼働率も50％前後
と低く先行きに不安を抱えていました。最近ようや
く病棟稼働率も75％前後となり、在宅復帰率も90％
越えで推移しています。
　様々な診療科や病気の種類があるため、技術はも
ちろん知識向上のために学習会やカンファレンスを
頻回に行いスキルアップを図り、スタッフも活気が
戻ってきました。
　医師や看護師、病棟専従のリハビリテーション科
のセラピスト等により、患者様の心身が回復するよ
う一人ひとりの人間性と意思を尊重したケアで「生
きる力」を高められるように努めております。また
病棟専任の医療ソーシャルワーカーが患者様の退院

支援、退院後のケア等について地域へ戻れるよう準
備、相談に応じております。
　入院中に、受け持ち看護師・担当リハビリスタッ
フ・ソーシャルワーカーによる退院前自宅訪問を行
い、スムーズな退院支援が行えるよう努めています。
また、医師・看護師・ケアマネジャー・訪問看護師
等と退院前合同カンファレンスを開催することで、
在宅ケアを行う方々のご協力のもと、患者様が慣れ
親しんだ地域で自分らしい暮らしができるよう復帰
支援が行えることに感謝していま
す。これからも積極
的に復帰支援を行っ
てまいりたいと思っ
ておりますので、今
後ともご協力のほどよ
ろしくお願いいたしま
す。

地域包括ケア病棟について

丹田修司　（日本腎臓学会指導医・専門医　日本透析学会指導医・専門医）
迫田知佳子（日本腎臓学会専門医　日本透析学会専門医）
福井崇之　（日本腎臓学会専門医　日本透析学会専門医）
大石佳央梨（日本腎臓学会専門医　日本透析学会会員）
井上貴文　（日本腎臓学会会員　日本透析学会会員）
西原孝明　（日本腎臓学会会員　日本透析学会会員）

腎・透析センターの様子

地域包括ケア病棟（５階西病棟）スタッフ

腎臓内科メンバー
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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7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）

西原 孝明

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）



（代表） 078-912-2323
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平成27年7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。


