
新年あけましておめでとうございます｡

地域の医療機関の先生方には､ 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

らためて厚く御礼申し上げます｡

病院広報誌も昨年新たに 『地域医療連携だより』

として刊行し､ 今回で３号となりました｡ お陰さま

で､ 各医療機関の先生方から温かいお言葉や､ また

厳しいご意見なども頂戴して

おります｡ また地域医療連携

室に届くFAXも増え､ 今まで

よりは少しずつ､ 連携が出来

つつあるように思っています｡

さて､ 昨年は､ 当院でも大

きなイベントが３つありまし

た｡ １つ目は７対１看護基準

の取得であります｡ 新たな看

護体制をとることにより､ よ

り一層手厚い看護が出来るよ

うになりました｡ ２つ目は高松市立病院学会の開催

であります｡ ご承知のように､ 高松市立病院は塩江

分院､ 香川診療所と３病院ありますが､ なかなか互

いに交流がありませんでした｡ そこで今回高松市立

病院学会を立ち上げ､ 他院や他職種の発表を聞いて､

お互いの仕事の理解と協力関係を深めました｡ 今後

は地域の医療機関の皆様にも､ ぜひご参加頂ければ

と考えております｡ ３つ目は電子カルテの導入であ

ります｡ 念願でありました電子カルテのフル稼働が､

昨年12月から始まりました｡ これにより､ 情報の一

元化や仕事の効率化が図られるようになりました｡

まだまだ不慣れなため､ 患者さんや地域の医療機関

の皆様にはご迷惑をおかけすると思いますが､ 何卒

よろしくお願い致します｡

以上が高松市民病院の近況でありますが､ 本年も

地域の先生方とのご協力､ ご支援のもと全職員一丸

となって頑張る所存でございますので､ 尚一層のご

支援､ ご協力を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
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病院屋上からの眺望



呼吸器内科の診療は､ 現在､ 私と河野洋二先生､
そして､ 呼吸器外科の三崎伯幸先生､ 喜田裕介先生
の協力を得て行っています｡ 呼吸器外来は､ 月曜か
ら金曜まで毎日午前､ 午後は火曜日に行っています｡
急性疾患についても直接連絡いただければ学会など
で不在の時を除いて､ ほとんど対応可能です｡ 呼吸
器疾患は､ 肺癌などの悪性腫瘍､ COPD､喘息､呼吸不
全､ 呼吸器感染症､ びまん性肺疾患､ 睡眠時無呼吸
症候群など多岐に渡り､ 少ない医師で日々､ 忙しく
しております｡ 以下に診療の一部を紹介いたします｡
気管支鏡検査は､ 呼吸器内科・外科で協力して行

い､ ほぼ毎日実施可能で､ 年間300件以上の検査をし
ています｡ 超音波内視鏡を導入し､ 精度の高い診断
が可能となり､ さらに､ ステントなどの内視鏡的治
療も積極的に施行しています｡
呼吸生理検査は､ 体プレチスモグラフ､ IOSと言わ

れる呼吸抵抗測定器､ 気道過敏性を測定するアスト
グラフ､ 肺拡散能の測定器械など､ 呼吸生理を専門
とする大学と同等以上の器械がそろっており､ 精密
な測定が可能です｡ これらを利用して､ COPDや喘息
などの診療を行っています｡ また､ 治験にも積極的
に参加しております｡
睡眠時無呼吸症候群に対しては､ ポリソムノグラ

フィー検査を行い､ 適応のある患者さんにはCPAP療
法を導入しています｡ 原則､ 毎週水曜日に検査可能
ですので､ 疑いのある患者さんがいましたら､ ぜひ
御連絡下さい｡
ARDSなどの急性呼吸不全に対しては､ HCUを利

用して集中治療を行っています｡ 通常の人工呼吸器
に加え､ マスクによる非侵襲的人工呼吸用の呼吸器
も４台備えており､ 重症患者にも十分対応可能です｡
RST (レスピラトリー・サポート・チーム) もあり､

人工呼吸器を装着した患者さんの回診をチームで実
施しています｡ さらに､ NST､ ICTとも協力しながら､
総合的に診療を行っています｡
肺癌は､ 診断後､ 化学療法､ 放射線療法､ 手術な

ど通常の治療は可能で､ また､ 外来化学療法も行っ
ております｡
当院は､ 第二種の感染症指定病院であり､ 陰圧の

感染症病室を７床備えています｡ 通常､ 使用するこ
とはありませんが､ 今後､ 発症が予想される新型イ
ンフルエンザ対策などに対する危機管理の一つとし
て､ 行政と連携しながら､ すぐに稼動できるよう準
備をしています｡
少ない医師とメデイカルスタッフで､ 忙しくして

いますが､ 学会､ 研究会への発表も積極的に行い､
また､ 日本呼吸器学会､ 日本呼吸器内視鏡学会､ 日
本アレルギー学会の認定施設にもなっています｡
呼吸器内科の診療は､ メデイカルスタッフととも

に､ チーム医療を実践していますので､ 困った時に
はいつでも御連絡下さい｡
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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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呼吸器内科部長 岸本 伸人

日本呼吸ケアリハビリテーション学会にて
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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 藤村 光則
(循環器)

横山 倫子
(膠原病)

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

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 １･３週 大橋 博美
２･４週 渡邉 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･アトピー外来
(午後14時30分～)

予防接種
１･３週 渡邉 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

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
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

妊婦健診 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 内線250】
※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】
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