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[ 目的・コンセプト]
	 　神戸アイセンターはiPS細胞を活用した世界初の臨床研究をはじめとして、
基礎研究から臨床応用、治療、リハビリ・生活復帰支援まで眼の問題について
全般的に対応できるワンストップセンターとしての役割を担います。
　　

[ 神戸アイセンター病院の役割 ]
	 　当院は、中央市民病院眼科が担ってきた地域医療の中核病院としての役割
を引き継ぎ、神戸市および近隣地域の眼科診療施設と連携して患者さん本位
で質の高い標準医療を提供していきます。また、最先端の高度医療をいち早
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神戸市立神戸アイセンター病院が開院しました
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～眼に関するワンストップセンターを目指します～

外　観

神戸アイセンター病院は、神戸市立医療センター中央市民病院眼科と先端医療センター病院眼科を統
合して眼科診療機能を強化した眼科専門病院として平成 29 年 12 月に開院しました。
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く取り入れ、神戸市民と当院を受診される患者さんに提供します。さらに、理
化学研究所神戸事業所と連携してiPS細胞治療をはじめとする新しい眼科治
療や診断法の開発を推進し、神戸医療産業都市と日本の眼科医療に貢献しま
す。また、神戸アイセンタービルに入居する公益社団法人NEXTVISIONと協
力して、治療したにもかかわらず視覚に障害が残ってしまった患者さんのリハ
ビリテーションや社会復帰を支援していきます。

[ 病院フロア概要 ]
　〈２階〉病院の総合受付及び会計を配置し、外来で来られた方はここで受付
を行い、エスカレーター及びエレベーターに乗って３階外来診察室・検査室
に向かいます。

　〈３階〉診察室10室、処置室2室、様々な検査室を配置し、主に外来患者さん
への診療や検査を行います。

　〈４階〉4床室6室、個室6室（うち感染症対応2室）の計30床となっています。
また同フロアに手術室2室があり、日帰り手術をはじめ様々な手術を行いま
す。手術室には兵庫県下の病院として初めて※フェムトセカンドレーザーを導
入する等、最新の医療機器を新たに導入し、安全かつ精度の高い手術を行っ
ていきます。

　　
　　神戸アイセンター病院は、全職員が一丸となり、また当院に関わる全ての皆
様と協力して、神戸市民そして当院を受診する全ての患者さんの眼の健康を
守るために全力を尽くしてまいります。どうぞよろしくお願い申し上げます。
※従来は人に頼らざるを得なかった白内障手術における難易度の高い過程（角膜切開、前嚢切開、
水晶体核分割）を正確かつ最適に行えるようにし、手術のさらなる効率化と精度の向上をもた
らす手術装置

＜アクセス＞
	 ポートライナー「医療センター駅」下車、徒歩北へ約2分

＜連絡先＞
	 〒650-0047
	 神戸市中央区港島南町2-1-8
	 TEL.（078）381-9876

エントランス

ビジョンパーク

待合・診察室

検査室 手術室 病　室
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病院ではたらくロボットたち
病院の中には、実はいろんなロボットが活躍しています。最近の中央市民病院への
主なロボット導入事例では、より質の高い手術をするための手術支援ロボット「ダ・ヴィ
ンチ」、薬剤師の安全等のために働く抗がん剤調製ロボット「ケモロ」があります。そ
して、平成29年11月より、自律搬送ロボット「HOSPI（ホスピー）」を導入し、夜間
早朝の搬送業務において活用しています。

病院における搬送業務と自律搬送ロボット導入への流れ
従前の病院建物内の搬送には、天井裏等にレールを這わせた搬送台車が多く利用され、カルテ、薬剤、検体が
搬送されてきました。中央市民病院本館でも、搬送システム「トレイライナー」を各階天井裏に張り巡らしており、
検体・薬剤などの搬送に使用しています。
南館（旧先端医療センター病院）の統合にあたり、本館と南館をつないで本館同様の搬送システムを延長する
には、大がかりな費用がかかり、また人手搬送とするには夜間の人手確保が問題となりました。そこで導入費用
や維持費用が合理的な「搬送ロボット」を導入することとなりました。

その他
HOSPIの搬送コースはほとんど職員専用エリア内となっており、また現在稼働時間帯は夜間～早朝のため、
HOSPIを見かける機会はほとんどないと思いますが、もしお見かけした時には、お仕事中ですので、そっと見守っ
ていただけますよう、お願いいたします。HOSPIが業務をおこなっている様子は院内防災センターで監視をして
います。
これからもお仕事ロボットのHOSPIをどうぞよろしくお願いいたします。

自律搬送ロボットの運用について（HOSPI）

私たちが「ＨＯＳＰＩ」に託したのは高い安全性能です。
威圧感を与えない　親しみやすい大きさ、万にひとつヒトと接触しても
ケガを負わせない丸みを帯びたデザインなど、院内の皆さまと共存できる
ことを目指して開発されました。
中央市民病院本館薬剤部から神戸アイセンターを経由して中央市民病院
南館病棟とおよそ360ｍの行程を片道約15分で搬送。自動で位置情報を確
認しながら２基のエレベーターを乗り継ぎ、最大７か所の認証自動扉の開
閉を行って目的地にたどり着きます。（このほか南館病棟から本館検査室
への検体搬送にも活用しています。）
そう遠くない未来、私たちの身近にロボットがあふれる時代がやってき
た時に、病院で活躍するHOSPIもそのひとつであってほしいと思います。
これからも私たちは医療・看護業務の効率化に「HOSPI」を通じて貢献
してまいります。

開発者パナソニックシステムソリューションズジャパン㈱よりメッセージ　
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外来採血室からのご案内

臨床検査技術部  外来採血室

採血合併症について

・アレルギー
	 アルコール消毒やラテックス（ゴ
ム手袋）により、かゆみや発疹な
どのアレルギー症状が出現する場
合があります。過去にアレルギー
症状をご経験されたことがある方
は、採血前にお申し出下さい。非
アルコール性消毒液や非ラテック
ス製手袋で対応致します。

・血管迷走神経反射
	 採血に対する不安や緊張、針を刺
したことによる痛みなどにより、
急激に血圧が下がり、めまい（立
ちくらみ）、意識消失などを起こ
すことがあります。不安や緊張が
強い方、これまでにこうした症状
をご経験されたことがある方は、
採血前にお申し出下さい。不安
や緊張を和らげたりベッドに横に
なっていただいた状態で採血致し
ます。

採血について不明な点、不安な点がございましたらご遠慮なくスタッフにお申し出下さい。

採血は患者さんの病気を診断するために必要な医療行為です。一般的に腕の表在静脈に針を刺し、それぞれの
検査に必要な最低量の血液を採取します。病院で行われる医療行為の中では比較的安全な手技ですが、稀に以下
に示す採血合併症が起きることがありますのでご承知おき下さい。

【採血合併症】
・皮下出血、皮下血腫
	 針を刺した血管から血液が漏れて
皮下に出血	(内出血)や血の塊	(血
腫)ができてしまう症状です。ほ
とんどが止血が不十分な場合に起
こります。抜針直後より十分な圧
迫止血が必要です。内出血や皮下
血腫は、通常数日間で体内に吸収
されます。強い痛みがある場合は
冷湿布などで冷やすと効果的で
す。
※圧迫止血：穿刺部を押さえる	(通
常5分間)。絆創膏を貼っている
だけでは不十分です。この時、揉
んではいけません。
　穿刺とは針を体に刺して内部の液
体を吸い取ること

・神経損傷
	 採血時に刺した針が神経に触れる
ことで、手や指に拡がるしびれや
いつもとは違う強い痛みが生じ、
一定時間が経過した後も持続する
ことがあります。皮膚表層近くの
神経走行には個人差があり、皮膚
面から触れて確認ができませんの
で神経損傷を完全に防ぐことがで
きません。通常の採血では、太い
神経の断裂などの可能性は低く、
損傷は軽度で症状は軽く一時的で
す。もし、このような症状が現れ
ましたら、直ちに採血を中止致し
ます。お申し出下さい。
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患者サポートセンター　かかりつけ医相談窓口

地域医療推進課

かかりつけ医相談窓口で「なぜ地
域の病院や診療所に紹介されるのか
わからない」とおっしゃる方が時々
おられます。「遠いけど、この病院
に来る方がついでもあるしかえって
便利なのになぜ紹介するのか」と
おっしゃる方もおられます。そんな
質問に現在の医療を取り巻く情勢を
含めお伝えしたいと思いつつ、充分
に時間が取れずにいますので、今日
は誤解を恐れずにお伝えしたいと思
います。
昨今、『地域包括ケアシステム』
という言葉をよく耳にします。厚生
労働省によると、『地域の実情に応
じて、高齢者が、可能な限り、住み
慣れた地域でその有する能力に応じ
自立した日常生活を営むことができ

るよう、医療、介護、介護予防、住
まい及び自立した日常生活の支援が
包括的に確保される体制』とされて
います。市民一人ひとりの心構えと
住まいの整備をベースに行政・地域・
医療・介護が協力し、高齢化社会に
おいても、できるだけ自宅等で過ご
せるような社会にしていこうという
ものです。
これを実現するため、医療におい
ては『医療機関の役割分担の見直し』
を推進する必要があります。大規模
総合病院に集中するのではなく、か
かりつけ医による診療をベースに、
急性期・リハビリ期・維持期それぞ
れの役割の医療機関と連携しなが
ら、自宅等で安定して過ごすことを
目指します。当院は地域医療支援病

院として、地域の診療所・病院等医
療機関と協力し、慢性期の病状が安
定した患者さんを紹介し、また逆に、
病状の悪化時等には急性期治療のた
めに受け入れています。
かかりつけ医相談窓口では病状が

安定し、地域の医療機関に通院でき
る状況になっているが、かかりつけ
医や在宅医をお持ちでない方を支援
しています。長く当院に通院してい
た方の中には、「ここには通いなれ
ているし、今更医療機関を変えたく
ない」とおっしゃる方もおられま
す。当院の主治医と信頼関係もでき
ており、新しい信頼関係を築くのは
しんどいと思われるようです。「い
い先生、合う先生を紹介して」とよ
く言われます。地域の先生と信頼関
係ができるまではたいへんなことも
あるかもしれませんが、かかりつけ
医との関係を築いていただきたいと
思います。そのために当院の主治医
は診療情報提供書や返書の作成をは
じめ、連携のための業務も頑張って
います。
急性期には地域医療機関から紹介
いただき、安定すれば地域での診療
を受け、地域包括ケアシステムを患
者家族の皆さんの参加で作っていき
ましょう。
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院内ボランティア募集

ボランティア室　ボランティアコーディネーター
　崔
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ポートライナー・医療センター駅を降り連絡通路を通って病院玄関に足
を踏み入れると、みなさんが最初に目にするのは、「ステップbyステップ」
と染め抜いたエプロンを着て、「案内ボランティア」のプレートが置かれ
たデスクに座っているボランティアの優しい笑顔のはずです。
ステップbyステップは平成16（2004）年に発足した中央市民病院の院
内ボランティアグループです。院内ボランティアは、「市民の目線」で、
病院職員と協力して患者さんやご家族が安心して療養生活を送れるように
支援し、市民の方々をあたたかい雰囲気で迎えられるように努めます。ボ
ランティアは、職員と協働し患者さんを支援する＜チームの一員＞です。
又、ボランティア活動には素晴らしい「効能（？）」があります。「やっ
てみよう！」で始めるのがボランティアです。自分から進んでやるから楽
しめるし、仲間もふえます。楽しいから誰でも参加できるし、長く続けら
れる―新しい出会いと新しい世界、それがボランティアです。
みなさん、是非ご一緒しませんか！
※ボランティアには「外来案内」「図書室運営」等いくつもの活動があり
ます。募集に関する詳しい内容は、中央市民病院ホームページ（「中央
市民　ボランティア」で検索）を参照して下さい。

～あなたの優しさを求めています～

当院は「地域がん診療連携拠点病院」であり、「がん
センター」が整備されてからは、関連診療科が連携して、
緩和ケアを含めて、効率的ながん治療を行っています。
昨今の急激な高齢化社会において、がん患者は増加傾

向にあり、がんに対する関心が全国的に高まっています。
市民の皆さんに対して、当院をはじめとした最新の治

療情報をわかりやすく提供し、がんの正しい理解を深め
て少しでも不安軽減につながるよう一般市民・患者向け
の講演会を開催しています。今回はシリーズ第16弾と
して、前立腺がんをテーマに「がん市民フォーラム in 
KOBE」を開催いたします。

第 16 回がん市民フォーラムのご案内
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　年末年始はいかがお過ごしだったでしょうか。年末は
宴会が続いたり、お正月は肉料理などのごちそう、甘味
のあるおせち料理、さらにアルコールも加わった結果、体
重が増加したり、また糖尿病の食事療法をされている方
は血糖値が高くなりがちな時期となります。そこで今回
は給食で提供しているエネルギー低めでヘルシーな１品を
ご紹介します。豆腐と鶏肉ひき肉を使用したハンバーグ
ですが、牛肉のひき肉70gだけで作った場合と比べると、
エネルギー約1/3、脂質約1/4となります。

しおかぜ食堂 レシピ紹介

《材料４人分》

・玉ねぎ	 160ｇ(小さめ１個)
・油	 	 小さじ1杯
・木綿豆腐
	 	 	 160ｇ(長方形の1/2丁程度)
・鶏肉ひき肉(皮なしもも)	 120ｇ
・卵	 	 20ｇ(小1/2個)
・パン粉	 大さじ５杯
・塩	 	 小さじ1/3杯(1.6g)
・こしょう	 少々
・油(焼き用)	 大さじ1杯

《野菜あん》
・玉ねぎ	 120ｇ(中1/2)
・人参		 40g(4cm程度)
・干し椎茸	 2g(中2枚程度)
・だし汁	 150ｇ(ｶｯﾌﾟ 3/4杯)
・濃口しょうゆ	 小さじ1杯
・薄口しょうゆ	 小さじ1杯
・みりん	 大さじ1杯
・片栗粉	 小さじ1.5杯

1人分栄養価　エネルギー 161kcal
たんぱく質　10.8g、食塩相当量　1.0g

《 作 り 方》

【豆腐ハンバーグを作る】
　①玉ねぎはみじん切りにして油で炒める。(薄めの茶色程度)
　②豆腐は沸騰した湯で２~３分程度茹でてざるに上げてしっかり水切
りしておく。

　③ボールに水切りした豆腐、鶏ひき肉、卵パン粉、塩、こしょうをよく
混ぜてなじませる。

　④	③の1/4を両手で交互に手のひらに軽くたたきつけて空気抜きし
ながら、小判型に成形する。

　⑤フライパンに油を熱してよくなじませて、中火で焼く。片面にしっか
り焼き色が付いたらひっくり返し、蓋をして弱火で中まで火を通す。

　※給食ではスチームコンベクションオーブンを使用

【野菜あんを作る】
　⑥玉ねぎは、横に1/2にしてスライスする。
　⑦人参は千切りにする。
　⑧干し椎茸は、水に戻して、スライスする。
　⑨鍋に片栗粉以外の調味料と⑥⑦⑧を加えて煮る。
　⑩野菜などが軟らかくなったら、同量の水で溶いた片栗粉を加えてと
ろみを確認し火を止める。	

【盛り付ける】
　ハンバーグの上から野菜あんをかける。野菜あんは、だしの代
わりに固形スープを使ってケチャップ味にしてもおいしいと思
います。

※写真と献立内容については日清医療食品より提供いただきました。

栄養管理部

豆腐ハンバーグ
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当機構にご寄付を賜りました方々を、感謝の気持ちとともにここに掲載
させていただきます（順不同掲載）。
いただいたご寄付につきましては、できるだけご寄付いただいた方のご
意見に沿って活用させていただきます。改めて感謝申し上げます。

お問合せ先：	神戸市立医療センター中央市民病院　事務局総務課経理調達係
	 〒650-0047	神戸市中央区港島南町2丁目1番地の1　

　　	 078-302-4321（代表）　E-mail：kifu@kcho.jp

ご寄付をいただいた皆様　（平成29年10月～平成29年12月）

平成30年1月発行　地方独立行政法人神戸市民病院機構	神戸市立医療センター中央市民病院

当院は、これからも地域の皆様へより良質で安全な医療を提供して
いきたいと考えております。企業、個人の皆様に寄付という形で当院
の運営に共に携わっていただきたいと思っておりますので金額の多寡
にかかわらず御支援を賜りますようお願い申し上げます。

神戸市立医療センター中央市民病院からのお知らせ

他の医療機関からの『 紹介状・ＦＡＸ ( ファックス ) 予約 』があれば…

かかりつけ医からの紹介状・FAX予約について

①診察までの待ち時間が短くなります。
②「紹介状」をお持ち頂くと、初診時選定療養費（5,000円）の負担がなくなります。
③「かかりつけ医」からの情報を参考にすることで、スムーズな診療が可能になります。

※かかりつけ医とは、「日頃、診察や健康管理を行ってくださる医師」のことです。
※かかりつけ医をお持ちでない場合は、お近くの診療所等を受診して紹介状をご持参いただきますようお願
いいたします。

お問い合わせ：地域医療連携センター

尾上邦和　様
山本勝己　様
中谷庄一　様

松岡健次　様
本岡　真　様
菱谷清子　様

髙尾晴男　様
中島清和　様

ハッピーライフ㈱様
㈱エースプラン　様

ご寄付窓口

PET-CT（平成 24 年 7月より稼働中）

いただいたご寄付の用途
いただいたご寄付の用途として
は、病院環境の整備、患者サービス
の向上、最新医療機器の整備、臨床
研究などがあり、できるだけご寄付
された方のご意見を反映して使用さ
せていただきます

ご寄付のお願い

一般財団法人	神戸万国医療財団　様


