
この度､ 病院広報誌を新たに発刊するにあたり､
ご挨拶申し上げます｡
ご承知のように､ 私たちは､ 今まで 『峰山だより』

という広報誌を１年に１回発行して参りました｡ し
かし１年に１回の発行では､ とても地域の先生方と
の情報交換や情報提供などが十分ではないと感じて
おりました｡ そこで､ より地域の先生方との連携を
蜜にする目的で､ 新たに ｢地域医療連携だより｣ を
定期的に発行することと致しました｡
もとより地域の先生方には､ 昭和27年の開院以来

約50年有余の長きに渡り､ ご協力を賜り支えて頂き
ました｡ この場を借りて､ 厚く御礼申し上げます｡
お陰さまで､ 文字通り高松市民の病院として､ ま

た地域の中核病院として発展して参りました｡ しか
しながら､ 最近は､ 医師不足など､ 医療を取り巻く
環境が大きく変化し､ 当院も時代の大きな波におし
つぶされそうになりつつあります｡ また施設も老朽
化し､ 度重なる増改築で病院内も迷路のようになり､
さらに立地条件や交通手段など､ 地域の皆様にはご
迷惑をかけております｡
そこで､ 平成26年度中をめどに､ 病院を仏生山に

新築移転することとし､ 現在計画を進めているとこ
ろであります｡ 新病院の敷地面積は約53000平米で
(現在地の約２倍半) で､ 病床数は306床の予定です｡
病院の基本方針として､ 高松市の中心部に位置する
こともあり､ 高松市全体の医療の最適化を目指すこ
ととしました｡ 病院の機能は､ 現在と同様に急性期
病院としての役目を果たしていくことに変わりはあ
りませんが､ さらに救急やがん医療に特化し､ PET-
CTなどの最新鋭の機器の導入も検討しており､ 高松
市のリーディングホスピタルになるべく頑張る所存
であります｡
また私たちは､ この１年をかけて､ 病院の基本理

念を 『生きる力を応援します』 と新たに作成致しま
した｡ 私たちは､ この基本理念に沿って､ また新た
な気持ちで､ 新病院をめざして､ 職員一同一丸となっ
て頑張る覚悟でございます｡
この新しい ｢地域医療連携だより｣ が地域の先生

方と私たち高松市民病院との架け橋となって､ より
一層強い絆で結ばれ､ 地域医療にさらに貢献できる
ことを期待して､ 発刊のご挨拶と致します｡
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高松市民病院院長 和田 大助
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病院屋上からの眺望



地域の医療機関及び福祉介護施設の皆様には､ 平
素から地域医療連携室へのご支援・ご指導をいただ
きまして､ 心から感謝申し上げます｡ さて､ 平成17
年８月に当院に地域医療連携室が創設され７年経過
しましたが､ このほど平成24年４月１日より小生が
地域医療連携室担当を拝命しました｡ これまでも当
地域医療連携室は患者様が最適な医療を受けること
ができるように地域連携強化に力を尽くしてまいり
ました｡ すなわち､ 前方連携としてはかかりつけ医
の先生方からご紹介いただく患者のFAX予約､ 紹介
医への返書業務などであり､ 後方連携としては活用
可能な社会資源の患者・家族への紹介や介護施設と
の連絡調整､ 患者・家族､ 院内外関係者からの相談・
対応､ 院内外関係者との退院調整､ 退院前カンファ
レンスの運営､ であります｡ さらに､ かかりつけ医
の先生方との連携を強化するために病診連携症例検
討会の開催､ 地域連携パスの発信などを行ってまい
りました｡ 今後はさらにこれらをいっそう発展させ､
従来は放射線科を窓口に行ってまいりましたMRI､

CTなどの高額医療機器の共同利用なども含め円滑な
地域医療連携をはかっていく所存でありますので､
ご指導ご協力よろしくお願いいたします｡
それに加えまして､ 院長がご挨拶で報告しており

ますように､ 地域の先生方との情報交換を目的とし
て､ 従来は年１回発行しておりました ｢峰山だより｣
を ｢地域医療連携だより｣ として年数回発行するこ
ととしました｡ ご承知のように私の専門領域である
脳卒中をはじめがん治療､ 呼吸器疾患､ 心臓病など
多くの疾患の治療に際しましては急性期病院とかか
りつけ医である地域の先生方や介護との密接な連携
が必要であり､ 連携をはかる目的で地域でシームレ
ス研究会が整備され､ さらには介護報酬改定でもい
ろいろな加算が新設されてましたことは皆様方周知
のことと思います｡ 当地域医療携室としましても､
患者様が当院とかかりつけ医の先生方との間で円滑
な治療の継続が受けられることを目標に連携をはかっ
ていく所存でありますので､ 今後ともご協力よろし
くお願いいたします｡
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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

看護主任 宇津 ＭＳＷ 長谷川 事務 宮井 事務 野須
看護師 高崎 看護師長 内海 地域連携室室長 関貫 ＭＳＷ 川野前列左より

後列左より
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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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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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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) 要問合せ

星島 康男
(内科・血液)

２診 荒木みどり
(循環器)

横山 倫子
(膠原病)

荒木みどり
(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

高岡 慶史
(消化器)

２診 藤村 光則
(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 安平 洋
(再診のみ)

安平 洋
(再診のみ)

安平 洋
(再診のみ)

小 児 科

午 前 大橋 博美 大橋 博美 交替 渡邊 俊之 渡邊 俊之

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
・アトピー外来
(午後14時30分～)

予防接種

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

大橋 博美

外 科

午前
１診 和田 大助 小笠原 卓 福田 洋 尾形 頼彦 井内 正裕

２診 四方 祐子 三� 伯幸
(呼吸器外科) 四方 祐子 三� 伯幸

(呼吸器外科)

午後
１診 福田 洋

(肝・胆道・膵臓) 尾形 頼彦 井内 正裕
(乳腺・甲状腺)

小笠原 卓
(消化器一般外科) 小笠原邦夫

２診 総回診

整 形 外 科
午前

１診 笠井 時雄 三宅 亮次 三宅 亮次 笠井 時雄 乾 亜美

２診 乾 亜美 笠井 時雄 乾 亜美 乾 亜美 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
(24.4月開設)

午 前 杉野 博崇
(予約患者のみ) 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 山下 瑞穂 森 英俊 大野 義雄 山下 瑞穂 森 英俊

婦人科 大野 義雄 森 英俊 森 英俊 山下 瑞穂 大野 義雄

午後 (紹介のみ※２) 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】
※２ ご紹介の方は､ 地域医療連携室までご連絡ください｡ 【連絡先�087�834�2181 内線188】

【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




