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地域医療連携室長・脳神経外科診療部長 関貫 聖二

高松市民病院脳神経外科の発足はかなり古く､ 高

松市内では県立中央病院に次いでの発足と聞いてお

ります｡ 当初は外科から分かれた形での発足で､ 初

代の部長が現在キナシ大林病院名誉院長をされてお

ります谷本邦彦先生で､ その後私の前任者である神

山悠男先生に引き継がれ､ 平成18年４月から私が引

き継いでおります｡ 私が高松市民病院に赴任したの

が平成10年12月でありますので､ 神山先生とは退職

されるまでの７年間共に勤務しておりました｡ 神山

先生が退職された平成18年はちょうど研修医制度発

足のため大学に入局者が２年間なかった時期であり､

２年間は２人で頑張ってきましたが実際上２人体制

では手術中の急患や学会出張中の手術などの時は相

当対応に苦労しておりました｡ 平成20年２月から､

それまで善通寺病院脳神経外科が人手不足から一時

閉鎖となり白川典仁先生が当院に赴任となり､ ３人

体制でかつ脳神経外科専門医が２人体制に帰ること

ができました｡ 脳神経外科手術中に急患が重なるこ

とも多いのですが､ 手術中でもできればなんとか救

急患者に対応を､ との方針で診療を行うことができ､

ご紹介いただく地域の先生方のご要望にそえる形が

現在まで維持できております｡

また､ 脳神経外科専門医は卒後７年目で受験する

のですが､ 研修医終了後は脳神経外科専攻医として

大学 (基幹病院) と当科などの研修病院でローテー

ションしながら研修するシステムとなっております｡

現在鹿草宏先生 (平成21年卒) が平成24年４月から

赴任しており､ 病棟､ ICUはもちろん救急外来でも非

常に活躍しております｡ また､ 鹿草先生の前に専攻

医として赴任していた石原学先生と四方英二先生は

本年７月の脳神経外科専門医試験に向けてがんばっ
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百舌坂からの眺望
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ています｡

脳神経外科外来の看護体制は､ 間島看護師が平成

23年７月から勤務しており､ 今回で２回目の脳神経

外科外来勤務で､ かつ以前脳神経外科病棟勤務の経

験もあり脳神経外科疾患はよく理解できております｡

また受付や外来患者案内等の事務業務担当として平

成25年４月から波多さんが勤務しており､ 時に救急

対応が必要なこともある脳神経外科外来ですが二人

とも臨機応変に対応してくれています｡ またクラー

クとして平成24年12月から西川さんが外来診療時の

補助をしています｡ また､ 脳神経外科病棟ですが､

平成25年４月から９病棟から７病棟に移動しました

が､ 塩山看護師長は以前脳神経外科病棟主任の経験

もあり､ スタッフ一同手際よく対応してくれていま

す｡

最後になりましたが､ 私どもが急性期治療を担当

しております脳卒中は､ ご承知のように後遺症が残

り介護度が悪化する可能性が高い疾患であり､ 救急

での対応､ 急性期治療から回復期リハビリテーショ

ン､ さらには介護・かかりつけ医の先生方との連携

を必要とする疾患であります｡ 円滑な連携を図るた

めに高松・東讃地域シームレスケア研究会として急

性期病院関係者､ 回復期リハビリテーション病院関

係者､ 介護・かかりつけ医等関係者の方々と定期的

に集まり脳卒中患者の連携に関して検討しておりま

すので､ ご協力よろしくお願いいたします｡

平成24年度脳神経外科手術実績 (代表的手術のみ)

脳腫瘍開頭摘出手術�６例

下垂体腺腫経蝶形骨洞手術�２例

脳動脈瘤開頭クリッピング術�８例

頸部頸動脈狭窄症に対する頸動脈血栓内膜剥離術�２例

高血圧性脳出血血腫除去術�８例 (定位２例､ 開頭６例)

急性硬膜下血腫開頭血腫除去術�５例

慢性硬膜下血腫穿頭洗浄術�28例

水頭症手術�15例(うちシャント１例､ 神経内視鏡手術１例)

脳血管内手術�５例(うち脳動脈瘤塞栓術１例､ 頸部頸動脈ステント留置術１例)
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患者さまをご紹介していただく際に､ 《事前にFAX予約をお願いいたします｡ FAX予約して頂きま

すと診察の待ち時間が短くなります｡ お配りしております ｢高松市民病院FAX診療申込｣ でお申し

込みください｡

 ��������������

��������������������

受付時間 平日(月～金) 8:30～17:00

当日のＦＡＸ予約は受付できませんのでご了承ください｡

地域医療連携室からのお知らせ

平成25年６月の紹介患者数 (再診患者を含む)

120医療機関から338名ご紹介いただきました｡

ありがとうございました｡



関 貫 聖 二

平成25年６月28日に第一回高松市民

病院地域連携カンファレンスをロイヤ

ルパークホテルで開催しました｡ 地域

連携の先生方47名､ 当院医師29名をは

じめ研修医など合計79名の先生方にご

参加いただき､ 盛況のうちに無事終了

いたしました｡

講師として昭和63年に徳島大学を卒

業､ 現在川崎医科大学脳神経外科准教

授として主に脳血管内治療の分野でご

活躍されております松原俊二先生をお

招きし､ ｢脳卒中における脳血管内手

術の進歩 －脳梗塞､ 動脈瘤治療に関する最近のトピックス－｣ の演題でご講演をしていただきました｡ 最先端

の脳血管内治療に関する内容をわかりやすくご講演いただき､ 講演後の質疑応答では活発な質問が続きました｡

さらに､ その後の意見交換会でも松原俊二先生をはじめご出席いただ

いた地域連携の先生方と当院の医師の間でも活発な意見交換が行われ

ました｡

来年度も地域連携カンファレンスを開催していきたいと考えており

ますのでよろしくお願いいたします｡
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日 時 平成25年9月18日(水)
消化器内科 友兼 毅医師
眼 科 谷 英紀医師
2名による症例検討会を予定しております｡
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区 分 月 火 水 木 金

内 科

午前

１診 友兼 毅
(消化器)

星島 康男
(内科・血液)

香川大学医学部
(糖尿病･内分泌)要問合せ

多田 早織
(消化器)

星島 康男
(内科・血液)

２診 荒木みどり
(循環器)

藤村 光則
(循環器)

藤村 光則
(循環器)

藤村 光則
(循環器)

３診 河野 洋二
(呼吸器)

岸本 伸人
(呼吸器)

河野 洋二
(呼吸器)

岸本 伸人
(呼吸器)

岸本 伸人
(呼吸器)

４診 吉野 すみ
(内科・消化器)

田中 育太
(消化器)

友兼 毅
(消化器)

吉野 すみ
(内科・消化器)

田中 育太
(消化器)

午後

１診 星島 康男
(内科・血液)

三枝 明子
(内科)

総回診

多田 早織
(消化器)

２診 大野 孔文
(循環器)

３診 岸本 伸人
(呼吸器) 女性外来(女性医師)

【毎月第２,４水曜日】
要予約４診 河野 洋二

(禁煙外来)

精 神 科 午 前 香川大学医学部
(再診のみ)

香川大学医学部
(再診のみ)

安平 洋
(再診のみ)

小 児 科

午 前 大橋 博美 大橋 博美 １･３週 大橋 博美
２･４週 渡邊 俊之 渡邊 俊之 大橋 博美

午 後 渡邊 俊之

渡邊 俊之
・乳児健康診断
(13時30分～14時30分)
・一般診療
(午後14時30分～)

予防接種

１･３週 渡邊 俊之

２･４週 大橋 博美

大橋 博美
・乳児健康診断
(13時30分～14時30分)
・一般診療(14時30分～)

渡邊 俊之
・アトピー外来
(新患のみ予約)

渡邊 俊之

小児神経内科(徳島大学)
月１回第２週 (要予約)

外 科

午前
１診 和田 大助

(消化器・肝胆膵外科)
井内 正裕

(消化器・乳腺・甲状腺)
福田 洋

(消化器・肝胆膵外科)
尾形 頼彦

(消化器・内視鏡外科)
小笠原 卓

(消化器・内視鏡外科)

２診 福田 洋
(消化器・肝胆膵外科)

三� 伯幸
(呼吸器外科)

四方 祐子
(休診中)

三� 伯幸
(呼吸器外科)

午後
１診 外来担当医 小笠原 邦夫

予約患者のみ(一般外科･血管外科)

２診 総回診

整 形 外 科
午前

１診 後藤 仁 三宅 亮次 三宅 亮次 三好 英昭 三好 英昭

２診 三好 英昭 後藤 仁 後藤 仁 三宅 亮次

午 後 手術 手術 手術 手術 検査

脳神経外科
神経内科※１
(月１回木曜午前

要問合せ)

午 前 白川 典仁 関貫 聖二 白川 典仁
神経内科(徳島大学)月１回

関貫 聖二
交替 (要問合せ)

午 後 交替(要問合せ)

皮 膚 科
午 前 古北 一泰 古北 一泰 古北 一泰 古北 一泰 古北 一泰

午 後 小手術・処置 小手術・処置 皮膚科手術

形 成 外 科
午 前 杉野 博崇

(予約患者のみ)皮膚科外来にて 杉野 博崇 杉野 博崇 杉野 博崇 杉野 博崇

午 後 手術

泌 尿 器 科
午 前 藤澤 尚人 大森 正志 藤澤 尚人 天野 慎二 大森 正志

午 後 手術 天野 慎二 手術 検査 手術

産 婦 人 科
午前

妊婦検診 笠井 可菜 山下 瑞穂 大野 義雄 笠井 可菜 笠井 可菜

婦人科 大野 義雄 山下 瑞穂 山下 瑞穂 笠井 可菜 大野 義雄

午 後 検査・手術 検査・手術 検査・手術 検査・手術 検査・手術

眼 科
午 前

谷 英紀 谷 英紀 谷 英紀 谷 英紀 谷 英紀

石丸 真弓 石丸 真弓 石丸 真弓 石丸 真弓 石丸 真弓

午 後 石丸 真弓
(新患のみ) 手術 手術 石丸 真弓 検査

耳鼻咽喉科
午 前

近藤 昭男 近藤 昭男 近藤 昭男
武市 充生

近藤 昭男

武市 充生 武市 充生 武市 充生 武市 充生

午 後 交替 検査 交替 手術 小手術

放 射 線 科 午前・午後 林 義典
谷脇 貴博

林 義典
谷脇 貴博

林 義典
谷脇 貴博

林 義典
谷脇 貴博

林 義典
谷脇 貴博

麻 酔 科
午 前 中井 隆博

午 後 手術
※１ 神経内科 (徳島大学医師) の診療は､ 不定期ですので脳神経外科へお問い合わせください｡ 【連絡先�087-834-2181 内線251】
【受付時間】 新患の方�午前８時30分～午前11時､ 午後１時～午後４時 (内科は午後３時まで)

再来の方�午前８時30分～午前11時30分､ 午後１時～午後４時 (内科は午後３時まで)
尚､ この表は変更することがありますので､ 詳しいことは各科にお問い合わせください｡ 【連絡先�087-834-2181】
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