
しおかぜ通信 43 号 TOPIX

「ロボット手術センター」

ロボット手術センター長兼泌尿器科部長　 川喜田　睦司

操作ができます。人間には不可能な
角度に機器を曲げることができ、狭
い、深い場所でも手術可能です。ロ
ボットのカメラと３本の腕（図１）
を、術者は遠隔操作により手足を
使って自由自在に動かすことができ
ます（図２）。自由度が人間よりひ
とつ多い手首を持っておりあらゆる
方向の切開や縫合が可能となり、あ
たかも自分の手がヒトの体の中にあ
るようなイメージで手術ができます
（図３）。通常の指の動きで顕微鏡下

欧米ではすでに日常診療のひとつ
であるロボット手術は、日本では
2012年に泌尿器科領域で前立腺が
んに対し保険診療がはじまりまし
た。ここでのロボット手術は、従来
の腹腔鏡・胸腔鏡にロボットを装着
して行う手術のことです。創が小さ
くて、さらに腹腔鏡では炭酸ガスに
よる気腹の圧力によって出血が少な
いという利点に加えて、拡大された
ハイビジョンの画面で立体視がで
き、自由に動く鉗子によって細かい

手術のような繊細な手術が可能で
す。また手ぶれを吸収する装置もつ
いており、術者の能力を最大限に引
き出します。
ロボット手術では、手術時間が短
く、術後の回復が早いので入院期間
が短くてすみます。欠点としては、
術者が直接執刀するわけではないの
で、感触がないこと、機器の価格、
維持費用が非常に高いことがあげら
れます。入院費用は、術式によって
異なりますが、胸腔鏡・腹腔鏡手術
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とほぼ同等かやや高い場合がありま
す。現在のところ、使用できるロボッ
トは米国製のダヴィンチしかありま
せんが、来年以降には日本製も含め
複数の新たなロボットが登場してき
ますので、価格競争により安くなる
ことが期待されています。
2016年には腎がんの部分切除
術、2018年には心臓弁形成術、縦
隔腫瘍、肺がん、食道がん、胃が
ん、直腸がん、膀胱がん、子宮体が
ん、子宮筋腫などの良性子宮腫瘍に
適用拡大され、急速に広がりつつ
あります。当院では2017年５月に
ロボット手術センターを新設し、今
後のさらなる広がりを見据えて、耳
鼻咽喉科、心臓血管外科、呼吸器外
科、消化器外科、泌尿器科、産婦人
科において、ロボット手術の拡充を
図るとともに、看護部、臨床工学技
士、事務なども含め関係部署の連携・
調整体制を強化しております。手術
を受ける患者さんに重大な危険が及
ぶことのないよう、関係部署が緊密
に連携をとり、新規術式導入前にシ
ミュレーションを繰り返し行い、手
術前後で疑問点、不備なところを洗
い出し解決しながら、円滑な導入が
できるように手助けすることがこの
センターの使命であります。当院
では2019年１月時点で、前立腺が
ん503件、腎がん159件、膀胱がん
26件、胃がん27件、食道がん12件、
直腸がん６件、子宮がん17件に施
行しております。
ロボット支援手術は、低侵襲の治
療を提供するとともに、手術の質の
向上をもたらすものであり、今後
適用術式が拡大されていくと思わ
れます。当院ホームページ	http://
chuo .kcho . jp/depar tment/

special_index/robotic_surgery_
center	にロボット手術センターの
詳細がありますのでご覧ください。

図１　	ダヴィンチの三つの腕とカメラを装着したところ

図２　	術者がコンソールに座って操作しているところ

図３　	操作ハンドルと縫合の様子
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謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

当院は神戸市の基幹病院として、市民の生命と健康を守ることを目的に、患者さん中心の質の高い医療を引き

続き提供しております。大切な医療機能としましては、「救急医療体制の充実と高度医療の提供」の２本柱にあり

ます。救急医療に関しましては、昨年は救急車搬送数１万件超、救急搬送応需率（救急隊からの搬送依頼にこた

えた率）が99％超を達成し、まさに「断らない救急医療」を実践できております。また脳卒中に対しては、発症

早期であれば血管内治療を行い梗塞の原因となる血栓を取り除く治療法、すなわち急性期血栓回収療法が普及し

はじめ、当院での治療効果が劇的に向上しております。一方、出血性脳卒中に対してもハイブリッド手術室を増

設しましたので、24時間体制で血管内治療に対応可能な総合脳卒中センターとして活用しております。この結果、

厚生労働省による救命救急センター総合評価で４年連続全国第１位の栄誉に輝きました。大変誇らしく思ってお

ります。

高度医療に関しましても、最新の医療の進歩に対応できるように、がんゲノム診療外来を開設いたしました。

一昨年に先端医療センター病院の統合という大事業がありましたが、病院統合によりまして、がんに対する放射

線治療、外来化学療法、白血病に対する造血幹細胞移植の３領域におきまして大幅な機能拡充が図れました。ま

た外科系ロボット支援手術に関しましても、泌尿器科の前立腺癌・腎癌手術に加えて、胃癌・直腸癌・食道癌・

膀胱癌・子宮体癌におきましても当院では保険適応（直腸だけは予定）で手術を行っており、新時代の到来とい

えようと思います。

このような高度医療をご希望の場合には、是非とも紹介医の先生からのＦＡＸ外来予約をご利用いただきたく、

ＦＡＸ予約率は80％に達しておりますし、ＦＡＸ予約をもった患者さんの外来待ち時間も18分に短縮できており

ます。一層のサービス向上を目指し、簡単ＦＡＸ予約や仮予約機能（暫定予約制で患者さんのご都合で後日変更

も可能）なども実施しております。紹介の先生からのＦＡＸ外来予約がありますと、担当医がより丁寧に診察で

きますので、何卒よろしくお願いいたします。

今後、取り組んでいくべき課題は多々ありますが、職員一丸となって夢のある・元気の出る・やりがいのある

仕事を考えていきたいと思っております。本年も引き続きご理解、ご支援のほどよろしくお願いいたします。

院長　 細谷　亮

病 院 長 　 年 頭ご 挨 拶
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皆さんは、「風邪に抗菌薬は効か
ない！」ということを聞いたことが
ありますか？
抗菌薬とは、細菌だけが持ってい
る特別な構造に働きかけ、細菌を壊
したり、増えるのを抑えたりする薬
のことをいいます。ですので、細菌
とは異なる構造を持つウイルスには
効果がなく、風邪などウイルスが原
因で起こる病気には抗菌薬は意味が
ないのです（一部風邪に合併して咽
頭炎や副鼻腔炎などの細菌が原因と
なる病気には、症状に合わせて抗菌
薬での治療が必要になることもあり
ます）。
抗菌薬は飲み薬だけでなく、点滴
の薬もあり、その患者さんの症状に
合った抗菌薬で、その患者さんに
合った薬の量を適切な期間使用する

ことで様々な感染症に対して効果を
発揮します。
ところが、抗菌薬を必要以上に使
用すると、菌の薬に対する抵抗力が
高くなり、薬が効かなくなることが
あります。このような、薬への抵抗
力を持った細菌のことを薬剤耐性菌
といいます。現在、抗菌薬の不適切
な使用により、薬剤耐性菌が世界的
に増加しています。その一方で、新
しい抗菌薬はなかなか開発されてお
らず、大きな課題となっています。
世界ではその問題に取り組むべ
く動きが始まっており、日本でも
2016年に薬剤耐性菌の発生を遅ら
せ、拡大を防ぐための計画がたてら
れました。当院では2017年４月に
抗菌薬適正使用支援チームを設立
し、抗菌薬を適切に使用するための

活動を本格的に開始しました。医師、
薬剤師、微生物検査技師、看護師、
事務職員から成るチームで、入院中
に特定の抗菌薬を使用している患者
さんに対して、抗菌薬が効いている
か、投与量や投与期間が適切か、副
作用が出ていないか、どのような細
菌が悪さしているのか、などを定期
的なミーティングで評価し、必要に
応じて主治医と連携しながら治療に
携わっています。
今後いざという時に今ある抗菌薬
がしっかりと治療に使えるように、
薬剤耐性菌出現のリスク軽減を目的
に日々がんばっています。

抗菌薬適正使用支援チームのご紹介

抗菌薬適正使用支援チーム 薬剤部　 平山　晴奈
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「救急救命士」とは病院までの救
急救命処置を施し、速やかに病院へ
搬送することを目的とした職種で
す。
前回のしおかぜ通信でER救命士
が活躍していることをお伝えさせて
いただきましたが、、ER救命士＝消
防救命士と思われている方も多いか
もしれません。
そこで今回はER救命士と消防救
命士の違いをご紹介させていただき
ます。

消防救命士は、上記の「救急救命
士」でご説明させていただきました
通り、119番通報後に救急車で現場
に向かい、傷病者の状態に応じ搬送
先を選定・交渉し、観察・処置を行
いながら病院へ搬送します。（病院
前救護）【写真①】
また、消防救命士は２年に一度の

病院実習が必須であるため、当セン
ターも随時神戸市消防救命士を研修
で受け入れています。消防救命士は
病院前救護で医師の指示の下、救急
救命処置（特定行為といいます）を
行うことができますが、当センター
のER救命士は医師の指示があった
としても現行の救急救命士法では特
定行為を行うことができません。
ER救命士と消防救命士の違いは、
同じ国家資格を有していたとして
も、働く場所によってできる処置に
大きな相違があります。
なお当センターには消防救命士を
目指しているER救命士もおり、こ
れまで全国の消防局に採用されてい
ます。（秋田、神奈川、富山、三重、
大阪、兵庫、他）
消防以外にも全国の病院に転職し
たＥＲ救命士がいて、当センターで
の経験を活かして活躍しています。

また昨年度に引き続き今年度も、
当院のＥＲ救命士が難関の神戸市消
防局から内定をいただいています。
病院（ＥＲ）救命士と神戸市消防救
命士、環境は違いますが、市民の為
に尽力する気持ちは同じであるた
め、当院での経験を活かし、神戸市
民の皆さまのためにより一層職務に
励んでもらいたいと思っています。

【写真①】

救命救急センターを陰で支えるＥＲ救命士とは？Vol.2

救命救急センター ER救命士　 古田　一真
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第20回がん市民フォーラムのご案内

患者さんやそのご家族、介助者向けに、各種教室を開催しております。
また、ご興味のある方ならどなたでもご参加頂ける教室もございます。
より詳しい情報は当院ホームページ、「支援体制（窓口）」内、「患者教室」の中で、ご確認頂けます。

教室名 内　　　容 開　催　日 時　　　間 場　所 対　象　者 費　用 連 絡 先

心臓病教室
第4回
　「 高血圧と大動脈疾患」
第5回
　「 不整脈」

第4回：
2月8日（金）
第5回：
3月11日（月）

13：30～15：30
（13：15から受付） 本館1階講堂

入院・外来患者さんと
そのご家族
心臓病に関心のある方
広く一般市民の方

無料
栄養管理部
Tel.078-
 302-4321
 （代表番号）

糖尿病教室
糖尿病について
食事、生活、薬、
自己血糖測定

第3回：
2月6日（水）
第4回：
3月6日（水）

13：30～15：30
（13：15から受付） 本館1階講堂

入院・外来患者さんと
そのご家族
糖尿病に関心のある方
広く一般市民の方

無料
栄養管理部
Tel.078-
 302-4321
 （代表番号）

腎臓病教室
第4回
　「 透析～血液透析・腹膜透析と腎

移植～」
第4回：
2月1日（金）

13：30～15：30
（13：15から受付） 本館1階講堂

入院・外来患者さんと
そのご家族
腎臓病に関心のある方
広く一般市民の方

無料
栄養管理部
Tel.078-
 302-4321
 （代表番号）

消化器病
教室

第6回
　「 食道の病気」

第6回：
3月14日（木）

14：00～16：00
（13：45から受付） 本館1階講堂 興味のある方なら

どなたでも結構です 無料
栄養管理部
Tel.078-
 302-4321
 （代表番号）

両親教室
（マタニティ
クラス）

第1回
　「妊娠の喜び」
第2回
　「 丈夫な赤ちゃんを産むために」
第3回
　「楽なお産を」

第1回： 第1金曜日
第2回： 第2金曜日
第3回： 第1、第2、

第3、 第4
日曜日

午前：
9：30～11：30
午後：
13：30～15：30

北館3階
会議室12

当院で出産予定の
妊婦さんとそのご家族

教材費　
2,000円

（ 分 娩 費
用に含ま
れます）

３階東病棟
Tel.078-
 302-4321
 （代表番号）

らくらく呼吸
教室

2月7日（木）
　 運動療法②筋力トレーニング、ス

トレッチ方法
3月7日（木）
　 呼吸が楽になる日常生活の動き方
5月2日（木）
　 栄養、日常生活での注意

2月7日（木）
3月7日（木）
5月2日（木）

13：00～14：30頃 本館1階講堂
息切れを伴う呼吸器の
ご病気でお悩みの患者
さん、又はそのご家
族、介護者の方など

無料

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20弾として、肺がんをテーマに	
「がん市民フォーラム in KOBE」を開催いたします。

各種教室のご案内
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2019年平成最後のお正月となりました。今回は、お正月料理としてよく登場する２品で、普段のおかずの一品とし

てもご利用いただける献立をご紹介します。ぶりは出世魚（写真の給食で使用する切り身は市販されている形とは少

し異なります。）、レンコンは見通しがよいということでおめでたい時に使用されます。またおせち料理の代表格である

田作りは田畑の肥料として使われたことから豊作への願い、黒豆はまめまめしくと健康への願いが込められています。

　

　

《材料４人分》

《材料４人分》

《 作 り 方 》

《 作 り 方》

①　ぶりは、（Ａ）の調味料に漬け込む。
②　フライパンに油を敷き、①のぶりを表面から中火程度で焼く。
　　	ほどよい焼き色がついたら、へらでひっくり返しもう片面を焼く。少し火加減を弱くして中まで火を通す。
ひっくり返すのは１回だけにして身が崩れないようにする。

③　ぶりが焼けたらフライパンから取り出し皿に盛り付ける。
④　フライパンを軽くペーパーで拭き、（Ｂ）の調味料を入れて火にかける。
　　煮立ったら、水で溶いた片栗粉を加えてとろみをつける。③にかける。
　　〔オーブンで焼く場合〕	油を敷いた天板に①のぶりを並べ、10分程度焼き、片栗粉でとろみをつけた（Ｂ）を表

面に塗って２～３分焼く。
［付け合わせる野菜］４人分
　　れんこん　[れんこん100ｇ、だし1/3カップ、濃口しょうゆ　小さじ１杯]
　　　　　　　だしとしょうゆでさっと煮る。

大根、人参を千切りにして別々にさっ
とゆでて冷まし、冷めたら調味料で大
根、人参を和える。1日程度置いた方
が酢等調味料がなじむ。残ったらフラ
イパンで油を入れてさっと炒め、薄口
しょうゆを少し加えて食べてもよい。

※	献立内容と写真は日清医療食品から提供されたも
のです。なお、献立内容は、給食用を家庭で作り
やすいように一部変更しています。

ぶりの照り焼き

紅白なます

ぶり（１切れ60ｇ程度）４切れ
　　　しょうゆ	 小さじ１杯
　　　砂糖	 小さじ１杯
　　　みりん	 小さじ１杯
　　　酒	 小さじ１杯
油	 小さじ２杯
　　　だし汁	 大さじ１杯
　　　濃口しょうゆ	 小さじ２杯弱
　　　砂糖	 小さじ１杯
　　　みりん	 小さじ１杯
　　　料理酒	 小さじ１杯
　　　（片栗粉	 小さじ1/2杯）

大根	 300ｇ
人参	 40ｇ　　
酢	 大さじ２杯
砂糖	 大さじ1・1/2杯
塩	 小さじ1/6杯

栄養量の目安
エネルギー	 192kcal
たんぱく質	 13.5ｇ
脂質	 11.4ｇ
食塩相当量	 0.9ｇ

栄養量の目安
エネルギー	 32kcal
たんぱく質	 0.5ｇ
脂質	 0.1ｇ
食塩相当量	 0.2ｇ

（B）

（A）

しおかぜ食堂 レシピ紹介

栄養管理部
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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

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30年10月～平成30年12月）

平成31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。

院長　 細谷　亮

一般財団法人神戸万国医療財団	様
岡本クリニック	医療法人社団	伍仁会	理事長　岡本交二	様
中谷カルナー財団	事務長　中谷庄一	様
田中陽子	様　　横瀬芙美子	様　　惣田幸美	様　　本岡　真	様
大口康郎	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

神戸市立医療センター中央市民病院からのお知らせ
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