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救命救急センター　５年連続全国第１位評価！

当院の救命救急センターは、平成31年３月25日に厚
生労働省が発表した『救命救急センターの評価結果（平
成30年）について』において、全国289施設の救命救
急センター中、第１位の点数を獲得いたしました。これ
により、平成26年度から５年連続で全国第１位の評価
を頂く結果となりました。
平成30年実績における当院の評価結果は、４機能45
項目、全てで高得点であり、充実段階評価でも「Ｓ評
価」を頂きました。特に「年間に受け入れた重篤患者数
（来院時）」、「救命救急センターを設置する病院の年間受
入救急車搬送人員」等の患者受入に関する項目での評価
が高く、受入患者数も全国トップレベルです。

□総合評価結果（全289施設中）
順位 病　　院　　名 点数
1 神戸市立医療センター中央市民病院 100
2 東京医科歯科大学医学部附属病院 99
3 大阪市立総合医療センター 98
3 自治医科大学附属さいたま医療センター 98
3 東海大学医学部付属病院 98
3 公立大学法人横浜市立大学附属市民総合医療センター 98
7 兵庫医科大学病院 97
7 和歌山県立医科大学附属病院 97
7 杏林大学医学部付属病院 97
7 聖マリアンナ医科大学病院 97
7 愛知医科大学病院 97

『救命救急センターの評価結果（平成30年）について
 （厚生労働省ＨＰ）』

通 信

編集・発行
神戸市立医療センター中央市民病院

広報委員会

ホームページ　http://chuo.kcho.jp

院内の最新情報をいち早くお届け！！

神戸市立医療センター　
中央市民病院 44号
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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様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。
また、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、仲間も増えます。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」で検索もしくはQRコード）を参照して下さい。

～あなたの優しさを求めています～

院内ボランティア募集

また、今回から評価項目が見直され、地域連携の観点
が盛り込まれるなど、よりプロセスを重視した評価項目
になりました。当院は以前から、地域の関係機関との連
携に取り組んできた結果、「地域貢献度」、「地域の救急
搬送」、「地域の関係機関との連携」などの項目で高い評
価を得ることができました。
当院では、救急患者の入院も多く、入院ベッドが不
足するなど厳しい状況が続いています。しかしながら、
「１年365日、24時間、断らない救急医療」という理念
のもと、768床の効率的な運用により体制を確保すると
ともに、当院での治療を終えた患者の継続的な治療のた
めにも、今後とも地域医療機関との連携をより一層深め
てまいります。今回頂いた評価に満足することなく、今
後も神戸市民にとっての「最後の砦」として、「断らな
い救急医療」を実践してまいります。

ボランティア室　ボランティアコーディネーター　崔
チェ

　孝
ヒョ

行
ヘン
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　平成31年４月より２階Ａブロック外来一般撮影室の画像処理装置が更新されました。以前はCR（コンピュー	
テッドラジオグラフィ）システムを採用していましたが、今回から最新のFPD（フラットパネルディテク	
ター）システムを導入することになりました。

【FPDシステムの特徴は】
　○高精細・高画質な画像
　　	　画素サイズが150μmとより微小な病変も観察できます。また効果的な画像処理技術を駆使することにより、
更に診断精度の高い画像を提供することが可能になりました。

　○被ばく線量低減
　　	　最新の画像処理技術を導入し、CRと比較してもより少ない放射線量でCRシステムの画像以上の画質を提
供します。

　○検査時間の短縮
　　	　CRシステムでは撮影後に画像読み取り作業が必要でしたが、FPDシステムでは撮影直後から自動的に画像
構成され検査時間の短縮が可能になり、検査のデータ処理能力の向上が期待されます。

　○診断能向上に貢献するアプリケーション
　	　①任意の断面を再構成表示するデジタル断層機能（トモシンセシス）
　	　②全脊椎や全下肢など長尺撮影画像処理の高速化、高精度化（管球首振り長尺撮影）

FPDシステム：富士フイルムメディカル株式会社
Ｘ線発生器：島津メディカルシステムズ株式会社
　＊�Ｘ線発生器は現行装置をアプリケーション対応にバージョンアップ

一般撮影用画像処理装置が新しくなりました！

放射線技術部　井上　修一

写真：	富士フイルムメディカル資料より抜粋

長尺撮影 トモシンセシス
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○ISO 15189とは？
近年、「物の質や安全性」が厳しく問われる時代と
なり、人が関わるものだけでなく機械、製品、組織
などにも、厳しく規格への準拠が求められます。例
えば、顧客に提供する製品・サービスの品質を継続
的に向上させていくことを目的とした品質マネジメ
ントの規格（ISO	9001）、環境リスクの低減および
環境への貢献を目指す環境マネジメントの規格（ISO	
14001）、組織が保有する情報にかかわるさまざま
なリスクを適切に管理するための情報セキュリティ
マネジメントの規格（ISO	27001）、食品安全（ISO	
22000）や労働安全衛生（OHSAS	18001）といっ
た規格があります。また、病院を対象とした規格もあ
り、病院全体の機能について評価する病院機能評価、
そして、病院の検査室に限定して「臨床検査の品質と
能力」を明確にするための規格が「ISO 15189」で
す。これは、病院の臨床検査室が検査結果の品質を保
証するために必要な管理面（品質マネジメント）や技
術面の要求事項が記載された規格です。認定を取得す
るためには、検査室がこの要求事項を満たしているか
どうかを、第三者機関（日本適合性認定協会）による
客観的な性能評価を受ける必要があります。日本で
は、2005年に開設された認定プログラムです。

○取得のメリット
認定を取得することで、検査室の質と能力の具体
化、検査結果の信頼性の保証、正確で安全な医療サー
ビスの提供、対外的な信憑性の向上などが実現されま
す。当院は先進医療に特化した施設であり、多くの治
験や臨床研究・国際共同治験に関わっており、臨床検
査室の条件として国際的な第三者評価はとても重要
な要素です。医療の分野においても国際化が進む中、
日本の認定機関で認められれば世界でも通用するメ
リットもあり、関心が高まっています。

○取得へ向けての取り組み
平成29年より、臨床検査技術部内に品質管理委員
会や文書管理委員会、内部監査委員会などを立ち上
げ、受審に向けての勉強会や研修、認定施設の見学な
どを行ってきました。ある程度の準備はしてきました
が、いざ取組んでみると、スタッフ全員が何からどう
手を付けてよいのかわからず、ISOの要求事項につい
ても言葉の理解もままならない状況でした。しかし、
全スタッフが膨大な管理文書や業務手順書などを日常
業務と両立して整備を進め、日々奮闘しながら取り組
んだ結果、平成30年12月の審査を経て、見事、平成
31年３月15日に全国で192番目の認定施設として承
認されました。

臨床検査技術部　病理診断科

臨床検査室が「ISO 15189」を取得しました！

ある国で取得した規格が、違う国でも通用するように、各国の認定機関間で相互の認定プログラ
ムが同等であることを確認し合う仕組みがあり、認定機関である日本適合性認定協会（JAB）が、
ILAC（国際試験所認定協力機構：International Laboratory Accreditation Cooperation）に所属し、
MRA（国際相互承認協定：Mutual Recognition Agreement）にも調印して審査や監査にあたります。
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○「ISO 15189」認定を受けて
ISOでは内部監査と是正処置による継続的な改善、
その有効性の確認がとても重要です。検査室の品質が
目に見えて分かるほど劇的に変化（改善）するもので
はありませんが、運用を開始してから、以前では見過
ごされていたような軽微な指摘や是正報告が上がるな

ど、是正処置が施されています。真面目に、ひたむき
にISO運用を継続していくことで、検査室の品質が少
しずつ変わっていくものと期待しています。そして、
市民の方々にさらに信頼される、“最後の砦”を支え
る臨床検査を推進してまいります。

ISO認定機関に与えられるロゴマークは、Accreditation
（認定）の"A"を基調としたもの。３本の横線は、組織(企
業等)、認定対象となる認証機関など適合性評価機関及
び認定機関としての日本適合性認定協会の３者の相互
協力を示しています。また、ブルーは信頼・発展を表
しています。

RML	01930
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がんは、遺伝要因（親から受け継
いだ遺伝子の情報）と環境要因（食
生活、生活習慣、生活環境など）が
関係しあって発症すると考えられて
います。乳がんや卵巣がんの５～
10%は、遺伝要因が強く関係して
発症する遺伝性腫瘍（家族性腫瘍）
と言われています。そのうちの１つ
が、遺伝性乳がん・卵巣がん症候群
です。この疾患に関与している遺伝
子に（生まれつきの）病的変異があ
ることが分かったとき、遺伝性乳が
ん・卵巣がん症候群と診断されま
す。遺伝性乳がん・卵巣がん症候群
では、若い年齢での乳がんの発症、
両方の乳房での乳がん発症、乳がん
と卵巣がんの両方の発症が見られる
ことがあります。また、複数の血縁
者での乳がんや卵巣がんの発症や男
性の血縁者での乳がん発症のような
家族歴が見られることもあります
（図１）。

遺伝性乳がん・卵巣がん症候群に
関与する遺伝子として、BRCA1遺
伝子とBRCA2遺伝子という２種類
の遺伝子が同定されています。こ
れらの遺伝子のどちらかに病的変
異がある場合に、遺伝性乳がん・
卵巣がん症候群と診断されます。
BRCA1/2遺伝子に病的変異がある
女性は、病的変異のない女性と比べ
て、乳がんや卵巣がん発症の危険性
が高いことが知られています。男性
においては、BRCA1/2遺伝子に病
的変異があった場合、乳がんを発症
する危険性は、病的変異のある女性
ほど高くはないと言われています
が、一般男性よりも高くなると言わ
れていますし、前立腺がんを発症す
る危険性も、一般男性よりも高くな
ります。

遺伝性乳がん・卵巣がん症候群を
一躍有名にさせたのが、祖母、母、

叔母をがんで亡くした女優アンジェ
リーナ・ジョリーさんの病的変異の
あるBRCA1遺伝子についての告白
でした。2013年５月に両側乳腺切
除手術を受けた際には、「医師によ
ると私の場合、乳がんの生涯の発
症危険性は87％、卵巣がんの生涯
の発症危険性は50％と推定されま
した。この現実に直面し、がん発症
の危険性を最小限に抑えるために積
極的な行動をとることにしました。」
と告白されました。2015年３月に
両側の卵巣と卵管の摘出手術を受け
た際には、「子宮がんになった家族
はいなかったので、子宮は残すこと
にしました。」と告白されました。
ヒトが持っているほとんどの遺伝
子は、父親から受け継いだものと母
親から受け継いだもの、２つで１組
になっています。この２つ１組で
持っている遺伝子のうち１つだけ
が、こども（次世代）に受け継がれ

家族性腫瘍相談外来（カウンセリング外来）の紹介

乳腺外科部長　加藤　大典

図１　遺伝性乳がん・卵巣がん症候群の家系図の例
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ますが、どちらの遺伝子が受け継が
れるかは偶然によって決まります。
ある人が持つ２つ１組の遺伝子のう
ち片方に変異があった場合、その変
異がこどもに受け継がれる確率は
1/2（50％）です。BRCA1/2遺伝
子に病的変異があったとしても、必
ず乳がんや卵巣がんを発症するわけ
ではありません。ただし、がんを発
症しなかったとしても、その変異が
こども（次世代）に受け継がれる
確率は、1/2（50％）であること
には変わりありません（図２）。ア
ンジェリーナさんの場合、病的変異
のあるBRCA1遺伝子は娘さん(未
成年)に受け継がれている可能性は
50％あります。しかし、彼女の娘
さんには、遺伝子検査を受けない権
利があります。母親のように検査を
受けるかどうかは、本人が成人に
なってから決めることです。です
が、娘さんが検査を受けるかどうか

の権利を行使するには、遺伝性乳が
ん・卵巣がん症候群の家系であるこ
とを知らなければなりません。誰が
何時、どのように伝えるのがよい
か、など血縁者への対応まで考えま
すと、疑問、質問は雪だるま式に膨
れ上がります。

また、今後、固形がんに対するが
ん遺伝子（ゲノム）検査が保険診療
となりますので、その遺伝子検査で
偶発的にBRCA遺伝子変異が発見
される場合も出てくるでしょう。例
としては、膵臓がんの標準的治療が
奏功しないため、がん遺伝子検査を
受けたら、病的変異のあるBRCA
２遺伝子が判明した、などです。こ
の場合も、患者さんの血縁者に、遺
伝性乳がん・卵巣がん症候群の家系
である可能性を、誰が何時、どのよ
うに伝えるのがよいか、という問題
が生じます。

そこで、遺伝性乳がん・卵巣がん
症候群が疑われる人たちには、十分
な情報提供と質疑応答が必要と判断
し、当院では、2018年10月より正
式に家族性腫瘍相談外来を開設いた
しました。臨床遺伝専門医である平
見恭彦医師、認定遺伝カウンセラー
である吉田晶子カウンセラー、産婦
人科医師、乳腺外科医師、腫瘍内科
医師などによるチームでカウンセリ
ングを行っています。一部の例外
(再発乳癌の場合)はありますが、原
則としてBRCA1/2遺伝子検査など
は、遺伝カウンセリングを受けてい
ただいた後で実施しています。乳が
んや卵巣がんの遺伝や遺伝子検査、
検診や治療などについて疑問や質問
がある場合には、家族性腫瘍相談外
来でご相談ください。

図２　遺伝性乳がん・卵巣がん症候群の遺伝形式
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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予約のお願い

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

ご寄付のお願い

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31年１月～平成31年３月）

令和元年５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

大山重勝　様
中島清和　様
本部雄三　様
桑田幸雄　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

神戸市立医療センター中央市民病院からのお知らせ

中谷カルナー財団	事務長	中谷庄一　様
加須屋陽子　様
株式会社	兵食	代表取締役	西村恒一　様
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