
のたび副院長を拝命しました泌尿器科の山中
邦人と申します。

　3月下旬に副院長就任のお話をいただいた時は、思い
もよらぬことで私のような若輩者では力不足ではない
かと保留にさせていただきました。その後、藤本理事長
をはじめ多くの方々から励ましのお言葉をいただき、
お引き受けする決心を致しました。
　さて、今回の診療報酬改正の影響は市民病院におい
ても非常に大きく、特に7：1施設基準維持の要件のハー
ドルが随分上がってしまいました。地域包括ケアシス
テムの中で市民病院が急性期病院としての役割を果た
すため、これまで以上に「機能分化」と「地域連携」が重
要となってまいります。

　当院内科には、腎臓専門医または透析専門医の資格
を持つ医師が3名在籍しています。機能を中心に診療す
る彼らと外科治療を中心とする私たち泌尿器科とが連
携を密にして、総合病院だからこそできる新しい診療
体制を構築したいと思います。
　引き続き地域の先生方のご協力をいただき、地域医
療の発展に少しでもお役に立てるよう努力してまいり
たいと存じます。
　今後ともご指導、ご鞭撻の程よろしくお願い申し上
げます。

　いつもお世話になっております。
　明石市立市民病院の小児科は、平成22年4月に小児科常
勤医が2名に減少したために、時間外の診療などを制限せざ
るを得ず、医師会の先生方には大変ご迷惑をおかけして参
りました。その後、医師の新規採用もあり、常勤医5名体制
（産休入り予定1名を含む）で診療を行っています。
　時間外診療に関しましては、開業医の先生方の夜診時間
帯に合わせて、平日は20時30分まで、土曜日は午前中に当
番の小児科医が病院に待機して、地域の医療機関からの紹
介応需と救急車の受け入れを行っております。患者様の紹
介については、地域医療連携課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。
　外来は、午前の一般外来に加え、午後に乳児健診、予防接
種や特殊外来を行っておりますし、救急医療につきまして
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
診療所からの護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。
　以上のような診療体制で、地域医療支援病院として皆さ
まのお役にたてるよう頑張って参りますので、これからも
よろしくお願い申し上げます。
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地域医療連携だより

明石市立市民病院  理事・副院長

山中 邦人こ

明石市立市民病院小児科を
よろしくお願いします

診療部  小児科部長　貫名 貞之

　明石市立市民病院は、平成

26年5月2日付で、病院機能

評価の認定（「機能種別：

一般病院2」）を取得しました。

認定期間は5年間となります。

　認定病院は、組織的に医療を

提供するための基本的な活動

（機能）が、適切に実施されてい

ると評価された病院です。

　今後も地域の中核病院とし

て、安全で高度な医療を提供し、地域の医療機関の皆さまの

信頼と期待に応えられるよう、更なる努力を続けてまいり

ます。

成

能

：

。

を

動

い

し

し、地域の医療機関の皆さまの

新任医師あいさつ

趣味／おいしいものを食べること、テニス、歌うこと

井川  洋
い  かわ ひろし

7月から赴任いたしました。徳島で生まれ育った阿波男です。阿波
踊りの情熱を胸に、精一杯地域医療に貢献する所存です。優しい思
いやりのある医師であるよう努力して参りますので、よろしくお
願い申し上げます。

診療部産婦人科
副部長

透析専 資格

長

日本医療機能評価機構認定病院

● 地方独立行政法人明石市立市民病院  地域医療連携課
〒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/



地域医療従事者向けの
研修会を開催します。

形外科を
ご紹介します。整

　平素よりひとかたならぬご支援をいただき
誠にありがとうございます。皆様のご支援によ
り、平成24年以降当科の紹介患者数は大幅に増
加いたしました。それに伴い手術件数も増加
し、平成25年の手術件数は過去最高の631件と
なりました。大変忙しい日々を送らせていただ
き心より感謝しております。この場をお借りし
て厚く御礼申し上げます。

　さて、当科では、急性期病院の整形外科として多くの外傷性
疾患の治療を行うほか、脊椎、股関節、膝関節、肩関節疾患を重
点的に取り扱い、手術中心の診療を行っております。

■ 脊椎手術（主に景山が担当しております）
　平成7年から本年5月までの当科の脊椎手術件数は1,233件
になりました。主として顕微鏡を用いた鏡視下手術を行ってお
り、以下のさまざまな疾患に対応しております。

　腰部脊柱管狭窄症では、侵襲の少ない椎弓形成術として片側
進入両側除圧術を顕微鏡視下で行っております。約3cmの皮
切で手術を行い、術翌日より歩行訓練を開始しています。抜糸
後退院としていますので入院期間は約2週間です。また、腰椎
変性すべり症では隣接椎間の不安定性の問題が生じる脊椎固
定は可能な限り行わず、関節突起の処置などに工夫を凝らして
除圧手術のみで済むように努力しております。腰椎椎間板ヘル
ニアでは、内視鏡手術が日本で始められた頃、当科でもこれを
取り入れておりました。しかし、膝などの関節鏡手術とは異な
り脊椎の手術では安全のため立体視のできる顕微鏡がよいと
考え、内視鏡は用いておりません。皮切は3cmで入院期間は約
2週間です。

　頚椎症性脊髄症に対しては、セラミック人工椎弓を用いた椎
弓形成術を行っております。術翌日より歩行訓練を開始し2週
間入院を目指していますが、重度の痙性麻痺の方も多くなかな
かそういうわけにはまいりません。また、頚椎椎間板ヘルニア
（1椎間）では特殊なプラスチック製のPEAK CAGEを用いた前
方固定術を行っております。
　外傷や不安定性の強い脊椎疾患では、pedicle screw 
systemやcageなどの脊椎インストルメントを用いた脊椎固
定術を行います。脊椎可動性をあまり損なわないようするため
にshort fusionを心がけております。

■ 関節手術（主に國友が担当しております）
　股関節や膝関節の変形性関節症や骨壊死症に対する人工関
節置換術が多く、平成7年から本年5月までに両者で1,225件
になりました。人工関節ではできるだけ小さな皮切(10～
15cm)で行っていますが、特に最小侵襲手術(MIS)にこだわっ
ているわけではありません。入院期間はリハビリも含めて
3～4週です。

■ 骨折手術（主に松井・山田が担当しております）
　急性期病院の整形外科として、やはり骨折の症例が最も多
く、高齢者の大腿骨頚部骨折に対する人工骨頭置換術や骨接合
術をはじめとし、交通事故やスポーツによるものなど大小さま
ざまな骨折の手術的治療を行っております。

1.頚椎疾患／
　頚椎症(脊髄症、筋萎縮症)、椎間板ヘルニア、
　後縦靭帯骨化症
2.胸椎疾患／
　黄色靭帯骨化症、圧迫骨折後遅発性麻痺
3.腰椎疾患／
　腰部脊柱管狭窄症、椎間板ヘルニア、
　変性すべり症、分離症
4.外　　傷／破裂骨折、脱臼骨折
5.腫　　瘍／脊髄腫瘍、馬尾腫瘍 
（※髄内腫瘍、転移性脊椎腫瘍には対応しておりません）

※壮年期以後の肩関節痛の主な原因となる腱板損傷に対して、リハビリによ
る保存的治療の効果がない場合には積極的に手術加療を行っております。
手術（國友担当）は関節鏡視下に行っており、従来のopen手術に比べて術
後の筋力低下や疼痛が少ない手術です。腱板損傷以外にも、慢性の石灰沈
着性腱板炎、インピンジメント症候群、肩関節内骨折に対しても関節鏡視
下に手術を行っております。
※膝の前十字靭帯損傷に対する靭帯再建術（景山担当）や半月板損傷に対す
る部分切除術や縫合術を関節鏡視下に行っております。
※大腿骨頭壊死症では壊死範囲が少ない場合は骨頭回転術（景山担当）も
行っております。

地域医療機関の先生方へ
　当科では地域の医療機関との連携が最も大切と考え、紹介患者様中心の診療体制の構築に積極的に取り組んでおります。患者
さま紹介の際は地域医療連携課を通して予約をお取りすることができますので、ぜひご協力をお願い申し上げます。また、当科
での治療で症状が安定した患者さまはぜひ先生方での治療をお願いし、紹介させていただきたいと存じます。
　地域の先生方のご意見を尊重し、連携を強化して急性期病院としての役割を果たしていく所存です。今後とも何卒よろしくお
願い申し上げます。
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地域医療従事者向けの地域医療従事者向けの
研修会を開催します。研修会を開催します。
地域医療従事者向けの
研修会を開催します。

当院は、地域医療支援病院として、今年度も地域医療従事者のみなさまに対する研修を実施し
ていく予定です。詳細につきましては、明石市立市民病院のホームページにも随時掲載してい
きますのでご確認ください。地域医療従事者のみなさまのご参加をお待ちしています。

平成26年
7月25日 認定看護師会勉強会 認定看護師会 認定看護師「明日から実践できる抗がん剤曝露予防対策」 看護師

平成26年
7月30日 院内感染対策研修会 医療安全推進室 大阪労災病院肝胆膵外科部長手術部位感染対策 医療従事者

平成27年
1月17日 潜在看護師支援研修 看護部 看護部教育委員会講義「最近の医療と看護の動向」と演習 潜在看護師

開催日 研修名・内容 対　象 担　当 講　師

平成26年度　地域医療従事者に対する研修計画（予定）

　平成25年度の当院の活動状況がまとまりましたので、主な内容
をご紹介させていただきます。

　平成25年度中に新たに7名の医師を採用しました。本年4月にお
いても、内科が透析の専門医をはじめとした3名が加わり10名体制
に、麻酔科も1名増の4名体制となる等、診療体制の充実を着実に進
めています。

　平成25年8月より敷地内全面禁煙を実施しております。健康を守
ること、健康増進を図ることを社会的使命としている病院が率先
して行動しなければならないと考え、敷地内禁煙の実施に踏み切
りました。また、禁煙を試みてもたばこを止められない方のサポー
トをすべく、禁煙外来をスタートしました。

　平成25年9月に電子カルテシステムを導入しました。カルテが全
て電子化されたことで、治療に関わる全医療スタッフが同時に患
者さんの医療情報を共有し、チーム医療として効率的に治療を行
えるようになりました。
　また、電子カルテ導入を期に全科予約制へ移行しております（ただ
し、救急は除く）。患者さんには当院を受診される場合、あらかじめ
「かかりつけ医」から予約していただくことをお勧めしています。地
域医療連携課への紹介患者さんの診察予約は前日の17時までとなっ
ております。皆さまのご理解、ご協力をよろしくお願いいたします。

�
　平成24年12月に創設した救急総合診療科を窓口に積極的に救急
患者を受け入れるとともに、医師現場派遣用緊急自動車（DMERC）
を配備する等、救急医療の強化に取り組みました。また、循環器内
科では24時間365日の診療体制を継続して実施しました。その結
果、救急車搬送患者は過去最高の2,504名となりました。　

　

　地域の医療機関の皆さまのお力添えをいただき、平成25年11月
に地域医療支援病院の承認を受けることができました。また、平成
25年度中に受審しました病院機能評価についても、1面でお伝えし
ております通り認定を受けることができました。
　平成25年度の経常収支は、電子カルテの導入による入院患者数
の減少や費用の増加等があったものの、2年連続の黒字決算（純利
益88百万円）を維持しました。
　今後とも、支援病院としての役割を十分に果たすとともに、安定
した経営基盤を確立するため、皆さまとの連携のもとさらなる努
力を重ねてまいりますので、変わらぬご支援、ご協力を賜りますよ
う、よろしくお願いいたします。

● 診療体制の充実

● 電子カルテの導入

● 敷地内全面禁煙、禁煙外来の開設

● 救急医療の充実

● 終わりに

平成25年度の活動状況について／管理本部経営企画課

医師数の推移
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整形外科の
スタッフ紹介

●副院長 景山 直人
◆ 日本整形外科学会（整形外科専門医・脊椎脊髄病医）
◆ 日本脊椎脊髄病学会（指導医）
◆ 中部日本整形外科災害外科学会（評議員）
◆ 京都府立医科大学客員講師

●副医長 松井 隆明
◆ 日本整形外科学会（整形外科専門医・リハビリテーション医）
◆ 中部日本整形外科災害外科学会

●副部長 國友 泰輔
◆ 日本整形外科学会（整形外科専門医・スポーツ医）
◆ 日本肩関節学会
◆ 日本リハビリテーション学会
◆ 中部日本整形外科災害外科学会

●副医長 山田 充彦
◆ 日本整形外科学会（専門医）
◆ 中部日本整形外科災害外科学会
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DMERCです。交通事故等の現場に
医師を乗せて駆けつけます。
平成25年度中に22回出動しました。

さまのお力添えをいただき、平成25年11月
承認を受けることができました。また、平成
病院機能評価 も 面 伝え

す。
動しました。



この号が発行される頃は、W杯も終わっているでしょうか。原稿を書い
ているこの時点では、結果もまだ見えず…。サッカーも地域医療も大事
なのはチームワーク。日に日に暑くなる今日この頃ですが、みなさまも
体調には十分お気を付けください。

編 集
後 記

の
てい
なの
体調

　5月23日（金）に当院職員と地域の医療機関の方を

対象に、警察本部の方をお招きし、講演と実技を交

え、事例に対し、それぞれの対処法を教えていただき

ました。

　当研修には、参加者123名のうち、8病院12名の方に

ご参加いただきました！！ ありがとうございました。

　講演では、当院で実際に起こった事例を各職員に

事前にアンケート調査を行っており、『どう対応した

らよかったのか？』と職員の疑問に回答する時間も

設けていただきました。

　実技では二人一組になり、護身術や実際に刺股を

使用し、使い方の指導を受けました。

　この研修は昨年行った時、「定期的に研修をしてほ

しい！」との声が多く、今回2回目を開催しました。今

回、各部署からたくさんの事例が集まり、今までに当

院職員も大きな問題になることはなかったものの、

怖い思いをしたことのある職員が多かったのではな

いかと思います。トラブルが起こっても、毅然とした

対応ができるよう、今後も定期的に研修を行ってい

きたいと思います。

　今回参加できなかった医療機関の方も次回開催時

には、是非ご参加ください。

を書い
も大事
さまも

　平成26年7月1日より、入院病棟への生花・鉢植え植物等の持
ち込みはお断りさせていただいています。生花・花瓶の水や鉢
植え植物には緑膿菌やアスペルギルスなどの微生物が存在し、
患者さんへの感染源となることがあります。病院の療養環境を
良好に保つために、皆様のご理解とご協力をお願いします。

病院内への生花・
鉢植え植物等の持ち込み禁止

についてお知らせ
鉢植え

Inform
ation

　近代看護の基礎を築
いたフローレンス・ナイ
チンゲールの誕生日で
ある5月12日を「看護
の日」とし、5月12日を

含む週の日曜日から土曜日までを「看護週間」とすることが
定められています。
　市民一人ひとりが看護についての関心と理解を深め、健康
で安心して暮らせる社会づくりを目指して、毎年多くの場所
で事業が開催されています。2025年以降の少子超高齢化社
会を支えていくためには、看護の心、助け合いの心、ケアの心
を私たち一人ひとり分かち合うことが必要です。こうした心

が育つきっかけとなるよう、当院でも5月13日に「看護フェ
ア」を開催いたしました。
　当日は大盛況で109名の参加があり、看護体験を通して看
護に触れたり健康チェックを行ったりして2時間がアッと
いう間に過ぎました。参加さ
れた皆様からは、「体験でき
てよかった」「勉強になった」
「看護に触れた気がした」な
どの声をいただきました。
　この日の体験が看護の心、
助け合いを感じていただく
きっかけになれば幸いです。

い
チ
あ
の

「クレーム・不当要求対応研修」を行いました！！

看護フェアを
開催しました
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（再診）でも初診紹介は受け付けます

● 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「地域医療連携課」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） 7月は第1・3・4週の木曜日のみ、丹田医師（腎臓）診察枠あります

平成26年7月1日現在
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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。

生理検査 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

平成26年7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。

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

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。

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 日本医療機能評価機構認定病院

(代表) 078-912-2323


