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　地域の医療機関の皆様には、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。
　冬はこれからが本番、寒い日が続きますが、先生方におかれましても体調
管理には充分お気をつけください。
　本年もよろしくお願い申し上げます。

Me�age
年は、イギリスのEU離脱、アメリカでは
トランプ氏の大統領選勝利、お隣韓国では

朴槿恵大統領の弾劾、ロシアとの北方領土問題、
そして中国・北朝鮮は相変わらず不穏な行動を継
続しており、わが国を取り巻く国際環境は緊張の
連続でした。国内では、このような情勢に翻弄さ
れてアベノミクスも道半ばで、金融緩和から進む
べき財政健全化への道はなお遠く、社会保障費の
抑制は強まるばかりです。株式相場の十二支にま
つわる格言に「申酉さわぐ」というのがありま
す。この年回りは経済が不安定で株式相場も乱高
下を繰り返す傾向にあるようです。医療の世界で
も、地域医療構想実現に向けた４月の厳しい診療
報酬改定があり、医療界はその対応に振り回され
ました。まさに昨年の申年は騒ぎっぱなしであっ
たと言えるでしょう。
　今年の酉年も騒々しい一年となるのでしょう
か？
　政府の示す2017年度予算案では、医療費1,000億
円、介護費400億円の削減を前提とする話も聞か
れます。そして、薬価改定は毎年になるとか。オ
プジーボに代表される高額薬剤の50％減額改定も
実行され、私たち病院経営にとりましては先の読
みづらい不安な１年となりそうです。2018年には
医療法改正、医療・介護報酬同時改定のトリプル
改定を控えていますので、病院幹部に止まらず全
職員がそれぞれの専門領域において政府の示す改
革プランを読み解いてアイデアを出し、一致団結
してこの荒波を乗り越えることが望まれます。
　当院の診療体制ですが、昨年４月には消化器内
科の常勤医が８名となって検査・治療・救急診療
に十分に対応できるようになりました。また、秋
には整形外科も常勤医５名体制となり、より手術
対応力がアップしました。放射線科でも常勤医３
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名（１名は育休中の時短勤
務）となり画像診断管理加
算２の算定が可能となります。
　さて、長年の懸案でありました耳鼻咽喉科常勤
医師が１月より復活しました。当院は、以前より
耳鼻咽喉科の入院治療・手術治療をこなす医療機
関としての地域ニーズの高い病院でしたので、早
期に体制を充実させて皆様のご要望に応えてまい
ります。
　また、内科の診療体制を再編いたしました。内
科に包含されていました血液内科、腎臓内科、糖
尿病内科を独立させ、循環器内科、消化器内科と
もども専門診療科として内容を充実させます。そ
の一方で、診療所の先生から紹介される場合に、
当該専門科の選別が難しく紹介しづらい症例があ
るとのご意見に応えるべく、総合内科を新設いた
しました。内科系専門科が特定された紹介状持参
患者さん以外は、この総合内科が受け皿となり初
診・検査の後に適切なトリアージをさせていただ
きます。
　当院では、在宅医療を担われる訪問看護師、ケ
アマネージャーさん達との連携を重要視した地域
包括ケア推進部を設置し、「在宅から入院そして
在宅へ」をキーワードに入退院支援に力を入れて
おります。これから展開される新しい地域医療構
想、地域包括ケアシステムのなかで、当院は患者
様と医師会の先生方から信頼される総合病院を目
指してまいりますのでご支援のほどよろしくお願
い申し上げます。

　去る平成28年11月5日（土）、「第５回病院まつり」が開催されまし
た。秋晴れの暖かい日だったこともあり、たくさんの方にご来場いた
だきました。

　ロビーでは明石市立錦城中学校吹奏楽部の演奏や、ちびっこダンスや健康体
操など様々なステージプログラムが行われていました。お子さん向けの催し
である薬剤師体験や看護師体験は例年どおり大盛況でした。この体験を通じ
て医療に興味を持っていただけたのではないかと思います。また、大人の方
には例年好評をいただいている血管年齢・頸動脈エコー・骨密度などの健康
測定を、健康相談では普段聞けないことを医師へ相談されていました。
　たくさんの皆様にお越しいただき、ありがとうございました。これから
も地域の皆様の信頼を得られるよう職員一同頑張っていきますので、よろ
しくお願い致します。

病 院 ま つ り第５回

　当院では、平成23年10月の地方独立行政法人発足後より地域中核病院としての救急診療の充実を重要な目標に
掲げ、平成24年12月にDMERC（現場医師派遣型ドクターカー）システムを有する救急総合診療科（現：救急診療
科）を開設しました。その後の当院の救急車応需は下図のように年ごとに増加し、明石市に止まらず神戸市西域か
らの依頼も増加しています。地域医療構想下では二次医療圏での医療構築から圏域をまたがった診療体制構築が議
論されようとしていますので、明石市東部、神戸市西区・垂水区の医療機関との連携協議を深めたいと考えていま
す。ご支援ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

地方独立行政法人化後の当院救急診療の推移地方独立行政法人化後の当院救急診療の推移

　地域の医療機関の先生方と顔の見える連携・交流を図るため、眼科の合同カンファレンスを開催します。
　日程については次のとおりです。当日は明石市眼科医会総会との合同開催になりますので、詳細については、
明石市眼科医会より先生方にご案内させていただきます。
　　日時：平成 29年２月４日（土）15時～　　　　場所：グリーンヒルホテル明石

合同カンファレンスを開催します（予告）

H23年　　H24年　　H25年　　H26年　　H27年全救急患者数　　　救急車搬送数　　　救急外来入院数　　　救急車搬送入院患者数

地区別の救急車受入台数独法化後の救急診療統計
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　従来の内科系標榜診療科は、内科、循環器内
科、消化器内科の３診療科となっていました
が、平成29年１月より、内科に包含されていた
「血液内科」「糖尿病内科」「腎臓内科」の専門科
を独立させると同時に、総合内科を開設しまし
た。
　総合内科では、発熱、咳、痰、頭痛、腹痛、背部
痛などの一般的な症状のある方や、特定の専
門診療科を決めがたい初診の患者さんについ
て、最初の診察と検査を行います。そこで必要
な場合は院内の専門診療科に紹介します。（ア
レルギー疾患や膠原病、呼吸器科など院内に
相応しい診療科がない場合、院外に紹介するこ
ともあります。）

　このようなことは今までは内科初診で行って
いましたが、内科に負担が偏って余力がなくな
り、新患のスムーズな受け入れが困難になって
いました。そこで内科系の各診療科より人を集
めて内科初診外来を総合内科として再編成し、
広く内科系各科に患者さんを振り分け、特定の
科に負担が偏らず、持続的に新患受け入れを
可能にするために総合内科を立ち上げること
となりました。
　今までの内科は細分化されますので、内科
系各科の疾患にうまく合致しない症例や、当日
緊急で診察が必要な症例を総合内科で受け入
れます。（総合内科ホットラインを開設し、お急
ぎの時は直接担当医と連絡できる体制になり
ます。）
　現在、総合内科を専門に行っている医師は
院内には不在であり、これから院内スタッフと
一緒にレベルアップをして、外から人を呼べる
ような魅力的な科にしていきたいと思います。
当院での窓口になる総合内科を今後よろしく
お願い申し上げます。

耳鼻咽喉科　副部長　長谷川 達央

　当科では、約５年間 週３日の外来診療体制に縮小しておりましたが、平成29年１月より私が常勤
医として着任し、入院、手術を含めた従前の診療体制を再開させていただきます。

診療内容
　耳鼻咽喉科の外来診療は月曜日から金曜日の週５日体制になります。
　地域中核病院の診療効率を高めるために、開業医の先生方との病診連携の下で紹介患者様中心の診
療を行うと同時に、入院診療に力を注ぎたいと考えております。

診療科の特色
　耳科領域　
　　中耳真珠腫や慢性中耳炎に対する鼓室形成術、外リンパ瘻に対する内耳窓閉鎖術、点滴治療にて

軽快しない顔面神経麻痺に対する顔面神経管開放術などを積極的に行ってまいります。

　鼻科領域　
　　投薬治療にて改善のない慢性副鼻腔炎には鼻内内視鏡手術を、難治性アレルギー性鼻炎に対して

は粘膜下下鼻甲介骨切除術や、翼突管神経後鼻枝の切断術などを行います。

　咽頭・喉頭領域　
　　扁桃摘出手術や喉頭微細手術を行います。また、睡眠時無呼吸症候群に対してポリソムノグラ

フィーにより正確な診断を行い必要に応じ手術加療やCPAPの導入についての相談も随時行って
まいります。

　がんなどチーム医療や集学的治療が必要な疾患　
　　紹介元医療機関様と患者様との間で十分なICを図ったうえで高次医療機関へ紹介することで対応

いたします。

　暫時診療スタッフの増員を図りつつ、診療体制の充実に努めて参りますのでご支援のほどよろしく
お願い申し上げます。

耳鼻咽喉科診療を本格的に再開いたします！

新任医師 紹 介
よろしく

お願いします

赤 井  幹 夫
あ か い み き お

診療部放射線科　副部長

所属学会（資格）等
日本医学放射線学会（放射線診断専門医）

　平成４年に関西医大を卒業し、同放射線科へ
入局。縁あって12月から市民病院の放射線科
で勤務することとなりました。画像診断を通じ
て地域医療に貢献できればと思っております。
どうぞよろしくお願い致します。

趣味 スポーツ観戦

診療部耳鼻咽喉科　副部長

所属学会（資格）等
日本耳鼻咽喉科学会（耳鼻咽喉科専門医）、
日本宇宙航空環境医学会（宇宙航空医学認定医）

　１月よりお世話になります、長谷川達央と申
します。専門は耳ですが、これまでのキャリア
で耳鼻咽喉科全般を行ってきています。様々な
疾患を通して地域に貢献したいと思います。よ
ろしくお願い申し上げます。

趣味 山登り

長 谷 川  達 央
は 　 せ が わ た つ ひ さ

総合内科　副部長
阪本 健三

　登録医制度の円滑な運営を図るため、平成28年10月13日（木）に第９回地域連携推進委員会を開催しました。
　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９回地域連携推進委員会では、当院の紹介率・逆紹介率、救急搬入件数、オープン検査実績のほか、外来患
者様からの診察全般に関するアンケート結果、院内アメニティの充
実・改善への取り組みについても報告させていただきました。委員
の方々からは総合内科の需要が高まっている、特定健診受診の促進
が地域医療の活性化につながる等の貴重なご意見をいただきました。
委員のみなさまの意見を参考に当院においても平成29年１月より総
合内科の開設と特定健診を開始する運びとなりました。
　平成28年12月１日現在登録医・連携医数は236件、今後も地域医療
機関の先生方との連携を密にしていきたいと考えています。
　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。

第 ９ 回 地 域 連 携 推 進 委 員 会 を 開 催 し ま し た

※神経内科は従来通り週３回（月・水・木）の完全予約制の外来診療のみです。
※耳鼻咽喉科は常勤医着任のため、平成29年１月より週５日の外来診療となり、入院・手術を含めた従前の診療体制を
　再開いたします。詳しくは２面「耳鼻咽喉科診療を本格的に再開します！」をご覧ください。

内科系診療科
◉総合内科（新設） 
◉血液内科（分科） 
◉腎臓内科（分科） 
◉糖尿病内科（分科） 
◉循環器内科
◉消化器内科
◉神経内科

◉外科
◉整形外科
◉脳神経外科
◉泌尿器科
◉産婦人科（ウロギネセンター）
◉眼科
◉耳鼻咽喉科

◉心療内科・精神科
◉小児科
◉皮膚科
◉放射線科
◉麻酔科
◉リハビリテーション科
◉病理診断科

◉救急診療科
◉健診科（新設）

外科系診療科 内科・外科以外の診療科
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　鼻科領域　
　　投薬治療にて改善のない慢性副鼻腔炎には鼻内内視鏡手術を、難治性アレルギー性鼻炎に対して

は粘膜下下鼻甲介骨切除術や、翼突管神経後鼻枝の切断術などを行います。

　咽頭・喉頭領域　
　　扁桃摘出手術や喉頭微細手術を行います。また、睡眠時無呼吸症候群に対してポリソムノグラ

フィーにより正確な診断を行い必要に応じ手術加療やCPAPの導入についての相談も随時行って
まいります。

　がんなどチーム医療や集学的治療が必要な疾患　
　　紹介元医療機関様と患者様との間で十分なICを図ったうえで高次医療機関へ紹介することで対応

いたします。

　暫時診療スタッフの増員を図りつつ、診療体制の充実に努めて参りますのでご支援のほどよろしく
お願い申し上げます。

耳鼻咽喉科診療を本格的に再開いたします！

新任医師 紹 介
よろしく

お願いします

赤 井  幹 夫
あ か い み き お

診療部放射線科　副部長

所属学会（資格）等
日本医学放射線学会（放射線診断専門医）

　平成４年に関西医大を卒業し、同放射線科へ
入局。縁あって12月から市民病院の放射線科
で勤務することとなりました。画像診断を通じ
て地域医療に貢献できればと思っております。
どうぞよろしくお願い致します。

趣味 スポーツ観戦

診療部耳鼻咽喉科　副部長

所属学会（資格）等
日本耳鼻咽喉科学会（耳鼻咽喉科専門医）、
日本宇宙航空環境医学会（宇宙航空医学認定医）

　１月よりお世話になります、長谷川達央と申
します。専門は耳ですが、これまでのキャリア
で耳鼻咽喉科全般を行ってきています。様々な
疾患を通して地域に貢献したいと思います。よ
ろしくお願い申し上げます。

趣味 山登り

長 谷 川  達 央
は 　 せ が わ た つ ひ さ

総合内科　副部長
阪本 健三

　登録医制度の円滑な運営を図るため、平成28年10月13日（木）に第９回地域連携推進委員会を開催しました。
　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９回地域連携推進委員会では、当院の紹介率・逆紹介率、救急搬入件数、オープン検査実績のほか、外来患
者様からの診察全般に関するアンケート結果、院内アメニティの充
実・改善への取り組みについても報告させていただきました。委員
の方々からは総合内科の需要が高まっている、特定健診受診の促進
が地域医療の活性化につながる等の貴重なご意見をいただきました。
委員のみなさまの意見を参考に当院においても平成29年１月より総
合内科の開設と特定健診を開始する運びとなりました。
　平成28年12月１日現在登録医・連携医数は236件、今後も地域医療
機関の先生方との連携を密にしていきたいと考えています。
　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。

第 ９ 回 地 域 連 携 推 進 委 員 会 を 開 催 し ま し た

※神経内科は従来通り週３回（月・水・木）の完全予約制の外来診療のみです。
※耳鼻咽喉科は常勤医着任のため、平成29年１月より週５日の外来診療となり、入院・手術を含めた従前の診療体制を
　再開いたします。詳しくは２面「耳鼻咽喉科診療を本格的に再開します！」をご覧ください。

内科系診療科
◉総合内科（新設） 
◉血液内科（分科） 
◉腎臓内科（分科） 
◉糖尿病内科（分科） 
◉循環器内科
◉消化器内科
◉神経内科

◉外科
◉整形外科
◉脳神経外科
◉泌尿器科
◉産婦人科（ウロギネセンター）
◉眼科
◉耳鼻咽喉科

◉心療内科・精神科
◉小児科
◉皮膚科
◉放射線科
◉麻酔科
◉リハビリテーション科
◉病理診断科

◉救急診療科
◉健診科（新設）

外科系診療科 内科・外科以外の診療科
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　地域の医療機関の皆様には、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。
　冬はこれからが本番、寒い日が続きますが、先生方におかれましても体調
管理には充分お気をつけください。
　本年もよろしくお願い申し上げます。

Me�age
年は、イギリスのEU離脱、アメリカでは
トランプ氏の大統領選勝利、お隣韓国では

朴槿恵大統領の弾劾、ロシアとの北方領土問題、
そして中国・北朝鮮は相変わらず不穏な行動を継
続しており、わが国を取り巻く国際環境は緊張の
連続でした。国内では、このような情勢に翻弄さ
れてアベノミクスも道半ばで、金融緩和から進む
べき財政健全化への道はなお遠く、社会保障費の
抑制は強まるばかりです。株式相場の十二支にま
つわる格言に「申酉さわぐ」というのがありま
す。この年回りは経済が不安定で株式相場も乱高
下を繰り返す傾向にあるようです。医療の世界で
も、地域医療構想実現に向けた４月の厳しい診療
報酬改定があり、医療界はその対応に振り回され
ました。まさに昨年の申年は騒ぎっぱなしであっ
たと言えるでしょう。
　今年の酉年も騒々しい一年となるのでしょう
か？
　政府の示す2017年度予算案では、医療費1,000億
円、介護費400億円の削減を前提とする話も聞か
れます。そして、薬価改定は毎年になるとか。オ
プジーボに代表される高額薬剤の50％減額改定も
実行され、私たち病院経営にとりましては先の読
みづらい不安な１年となりそうです。2018年には
医療法改正、医療・介護報酬同時改定のトリプル
改定を控えていますので、病院幹部に止まらず全
職員がそれぞれの専門領域において政府の示す改
革プランを読み解いてアイデアを出し、一致団結
してこの荒波を乗り越えることが望まれます。
　当院の診療体制ですが、昨年４月には消化器内
科の常勤医が８名となって検査・治療・救急診療
に十分に対応できるようになりました。また、秋
には整形外科も常勤医５名体制となり、より手術
対応力がアップしました。放射線科でも常勤医３

理事長
ごあいさつ 新年明けましておめでとうございます

昨
理事長

藤本 莊太郎

名（１名は育休中の時短勤
務）となり画像診断管理加
算２の算定が可能となります。
　さて、長年の懸案でありました耳鼻咽喉科常勤
医師が１月より復活しました。当院は、以前より
耳鼻咽喉科の入院治療・手術治療をこなす医療機
関としての地域ニーズの高い病院でしたので、早
期に体制を充実させて皆様のご要望に応えてまい
ります。
　また、内科の診療体制を再編いたしました。内
科に包含されていました血液内科、腎臓内科、糖
尿病内科を独立させ、循環器内科、消化器内科と
もども専門診療科として内容を充実させます。そ
の一方で、診療所の先生から紹介される場合に、
当該専門科の選別が難しく紹介しづらい症例があ
るとのご意見に応えるべく、総合内科を新設いた
しました。内科系専門科が特定された紹介状持参
患者さん以外は、この総合内科が受け皿となり初
診・検査の後に適切なトリアージをさせていただ
きます。
　当院では、在宅医療を担われる訪問看護師、ケ
アマネージャーさん達との連携を重要視した地域
包括ケア推進部を設置し、「在宅から入院そして
在宅へ」をキーワードに入退院支援に力を入れて
おります。これから展開される新しい地域医療構
想、地域包括ケアシステムのなかで、当院は患者
様と医師会の先生方から信頼される総合病院を目
指してまいりますのでご支援のほどよろしくお願
い申し上げます。

　去る平成28年11月5日（土）、「第５回病院まつり」が開催されまし
た。秋晴れの暖かい日だったこともあり、たくさんの方にご来場いた
だきました。

　ロビーでは明石市立錦城中学校吹奏楽部の演奏や、ちびっこダンスや健康体
操など様々なステージプログラムが行われていました。お子さん向けの催し
である薬剤師体験や看護師体験は例年どおり大盛況でした。この体験を通じ
て医療に興味を持っていただけたのではないかと思います。また、大人の方
には例年好評をいただいている血管年齢・頸動脈エコー・骨密度などの健康
測定を、健康相談では普段聞けないことを医師へ相談されていました。
　たくさんの皆様にお越しいただき、ありがとうございました。これから
も地域の皆様の信頼を得られるよう職員一同頑張っていきますので、よろ
しくお願い致します。

病 院 ま つ り第５回

　当院では、平成23年10月の地方独立行政法人発足後より地域中核病院としての救急診療の充実を重要な目標に
掲げ、平成24年12月にDMERC（現場医師派遣型ドクターカー）システムを有する救急総合診療科（現：救急診療
科）を開設しました。その後の当院の救急車応需は下図のように年ごとに増加し、明石市に止まらず神戸市西域か
らの依頼も増加しています。地域医療構想下では二次医療圏での医療構築から圏域をまたがった診療体制構築が議
論されようとしていますので、明石市東部、神戸市西区・垂水区の医療機関との連携協議を深めたいと考えていま
す。ご支援ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

地方独立行政法人化後の当院救急診療の推移地方独立行政法人化後の当院救急診療の推移

　地域の医療機関の先生方と顔の見える連携・交流を図るため、眼科の合同カンファレンスを開催します。
　日程については次のとおりです。当日は明石市眼科医会総会との合同開催になりますので、詳細については、
明石市眼科医会より先生方にご案内させていただきます。
　　日時：平成 29年２月４日（土）15時～　　　　場所：グリーンヒルホテル明石

合同カンファレンスを開催します（予告）

H23年　　H24年　　H25年　　H26年　　H27年全救急患者数　　　救急車搬送数　　　救急外来入院数　　　救急車搬送入院患者数

地区別の救急車受入台数独法化後の救急診療統計
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