
地域の先生方には､ 日頃より病病連携､ 病診連携

にご協力を賜りありがとうございます｡

あらためて厚くお礼申しあげます｡

この ｢地域連携だより｣ も一昨年新たに刊行し､

今回ではや９号となりました｡ お陰さまで､ 各医療

機関の先生方から御意見を頂戴しながら､ 少しづつ

連携が進むようになり大変喜んでおります｡

平成24年度､ 高松市民病院は13年ぶりに黒字とな

りました｡ 特に平成25年１月から３月にかけて飛躍

的に患者数が伸びたおかげで､ 久しぶりに明るい話

題となりました｡ これもひとえに各医療機関の先生

方のご支援の賜物であり､ 今年も昨年同様になれば

と願っております｡ ただ４月からは､ 診療報酬改定､

消費税のアップ等が控えており､ 厳しい年になるの

ではと懸念しています｡

さて､ 今年は､ かねてから当院の大きな目標であっ

た地域医療支援病院の承認がすぐそこまで見えてき

ました｡ 一昨年､ 昨年と着実に紹介率､ 逆紹介率も

増加し､ 最近の数カ月は目標をクリアしており､ 何

とか達成できるのではと期待しています｡

また､ 新年早々には､ 病院機能評価の受審も控え

ています｡ 当院は一度､ 平成17年に認定を受けてい

ましたが､ 新病院の移転も控えていたため､ 更新し

ていませんでした｡ しかし病院が適切に活動出来て

いるか､ また地域に根ざし安心､ 安全な医療サービ

スを提供できているかについて､ 現病院で審判を受

けようと思い受審することと致しました｡ 病院機能

評価を受けることにより､ 職員の意識が目覚め､ 病

院全体の意気が昂揚すれば､ さらにいい結果になる

のではないかと考えています｡

地域の先生方に支えられ､ 地域の先生方と共に､

地域の皆様にいい医療を提供しようと職員一同頑張

る所存ですので､ 本年も何卒よろしくお願い致しま

す｡
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高松市民病院院長

和 田 大 助

病院屋上からの眺望



高松市民病院眼科です｡ いつも患者さんをご紹介

頂きありがとうございます｡ 私がこちらへ赴任した

のが平成９年４月ですが､ それ以降２人体制で診療

を行っています｡ 私のパートナーは徳島大学からロー

テーションの若い先生が定期的に来てくれていて､

現在は平成25年９月１日からの樋端透史先生です｡

新臨床研修制度の初期研修後半から眼科診療に携わっ

ていて若いながら優秀な先生です｡

【外来】

通常､ 月曜日から金曜日までの午前中は２人体制

で診察しています｡ 午後からの診察は月曜日 (新患

のみ) と木曜日に樋端先生が行っています｡ 通常の

診察は予約を行っていません｡ 受付された順に診察

を行います｡ その理由は前眼部疾患の方は短時間で

診察が終わることが多く､ 逆に散瞳して眼底検査が

必要な方は散瞳する時間があるので待ってもらうこ

とになり､ せっかく予約しても順番が前後するので

患者さんに不公平感を与えてしまいます｡ また電子

カルテで予約をとったり､ 予約券を発行する時間を

省くことで全体的な待ち時間を短縮できます｡ 月曜

日､ 木曜日､ 金曜日の午後は検査・処置・小手術も

行っていますが､ その場合は予約を行っています｡

白内障手術後の後発白内障に対するレーザー切開術､

網膜裂孔に対する網膜光凝固術､ 霰粒腫に対する切

開摘出術は可能な限り受診当時に行っていますが､

混み合っている場合には後日に予約させてもらうこ

ともあります｡

新患の受付は午前８時30分から午前11時までとなっ

ていますが､ ご紹介の方は種々の検査が必要な場合

がありますので､ できれば午前10時30分までに受診

するようにすすめて下さい｡ また緊急で手術が必要

な場合は受け入れが可能かどうか事前に電話を頂け

れば幸いです｡

【手術】

通常､ 火曜日と水曜日の午後に手術を行っていま

す｡ 全手術症例の７割以上は白内障手術です｡ その

ほとんどがいわゆる超音波手術で､ 同時に眼内レン

ズを挿入しています｡ 昔と違って小切開創 (約３㎜)

から眼内レンズの挿入が可能となったので眼に対す

る侵襲はかなり小さくなっています｡ 白内障手術の

場合､ 現在ではどこの病院も日帰り手術が多くなっ

ていますが､ 当科では日帰り手術だけでなく､ 入院

手術にも積極的に対応しています｡ 白内障の原因の

大部分が加齢によるものなので､ 手術を受ける方の

ほとんどが高齢者です｡ 当然全身にもいろいろな疾

患を伴っている方も多いのですが､ 入院しているこ

とにより各科の診療を容易に受けることができます｡

また､ 遠方からの通院の不便さからも解放されます｡

次に多いのが網膜硝子体疾患に対する手術です｡

食生活の欧米化に伴って糖尿病患者は格段に増加し

ています｡ 糖尿病の３大合併症の一つに糖尿病網膜

症があります｡ 糖尿病のコントロール不良の状態が

続けば､ 糖尿病網膜症が発症し､ 目の中に出血して

見えなくなることがあります｡ こういう患者さんに

行うのが硝子体手術です｡ 手術器具を直接目の中に

入れて出血などを取り除くのです｡ また網膜剥離と

言えば徐々に見えなくなってくる恐ろしい疾患です｡

しかし手術 (網膜復位術または硝子体手術) を行な

うことにより､ ほとんどの網膜剥離は治ります｡ な

お硝子体手術は糖尿病網膜症､ 網膜剥離の他に黄斑

円孔､ 網膜上膜などでも行っています｡ さらに平成

25年からは従来の20Ｇの器具を使うシステムととも

に､ より小さな創口から手術を行う25Ｇシステムも

開始し､ 手術時間の短縮､ 術後の早期回復など侵襲

が少なくなるように取り組んでいます｡

その他には再発しにくい方法で行う翼状片手術､

逆まつげに対する手術､ 眼瞼下垂手術､ 加齢による
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眼科診療部長 谷 英紀



上眼瞼皮膚のたるみの除去などを行っています｡

平成24年の手術数 (１～12月) �総数335例

白内障手術�270例

網膜硝子体手術�35例

翼状片手術�10例

その他�20例

今後ともよろしくお願い致します｡

ご紹介ありがとうございます
平成25年の紹介患者数(再診含む)475医療機関から
4,352名ご紹介いただきました｡
ありがとうございました｡
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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｡
申込書が不足の場合は､ ご連絡いただければお送りいたします｡ また､ 当院
ホームページからも印刷可能です｡
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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
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産婦人科医長 山下 瑞穂医師
循環器内科副医長 大野 孔文医師

による症例検討会を予定しております

12／9 (月) ｢恐怖と不安の季節を楽しく乗り越え､ 春を迎えよう！｣ ｢脳
卒中の急性期治療と介護への連携について｣ の演題で介護関連施設職員の多
職種の方を27名迎え担当職員と一緒に実技あり 笑いありで楽しく学習出来
ました｡

平成25年12月からシャント外来を開設しました｡
診療時間 毎週月曜日 午後2時～4時

予約制となっておりますが､ 緊急時には対応が可能な場合もありますので､
泌尿器科外来へ御一報下さい｡
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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)

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)

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
(消化器・一般外科)

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

妊婦健診 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

樋端 透史 樋端 透史 樋端 透史 樋端 透史 樋端 透史

午 後 樋端 透史
(新患のみ) 手術 手術 樋端 透史 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】

発行元：高松市民病院地域医療連携室 〒760-0005 高松市宮脇町２丁目36－1 TEL 087-834-2181 FAX 087-834-2223


