
院長補佐兼消化器内科部長　猪熊　哲朗
　連携登録医の先生方には、日頃より、当院の診療にご協力いただき誠にありがと
うございます。
　消化器内科としても、地域の救急医療と先進医療を担う病院としての役割を果た
すべく、日々、研鑽に努めています。地域の先生方とは、「診療情報提供書」での
連携だけでなく、face to face の連携を心がけていますが、十分な対応ができてい
ないと考えておりました。

　 そこで、今回、病院ニュースの紙面を借りて、当科スタッフの紹介をさせていただ
くことにしました。このような機会を通じて、より緊密な信頼関係が築ければ幸いです。
　まず、初回は肝臓グループです。当科には、肝臓学会専門医が 4 名おりますが、中心となって診療に
従事しているのは、平成２年卒の杉之下与志樹医師と平成８年卒の鄭浩柄医師です。C 型肝炎が治癒す
るようになり、肝癌を含めて、多くの肝疾患は克服されつつあります。その中で、未だ治療を受けていない、
もしくは感染の自覚もない患者さんも少なくないと言われています。二人は専門医として、十分な知識
と経験を有しており、地域の先生方からの相談にも乗らせていただきますので、気軽にご紹介いただけ
れば幸いです。

消化器内科医長　杉之下　与志樹
　消化器内科で、鄭医師とともに主として肝疾患の診断と治療に携わっています杉
之下与志樹です。
　肝疾患領域においては、ウイルス性肝炎の治療が飛躍的に進歩しました。
　C 型肝炎に対しては、2014 年以降は内服の抗ウイルス薬の使用が可能となりま
した。一般の慢性肝炎は 8 週間の内服治療で、ほぼ 100％の治癒となっています。
また、本年 2 月にはこれまで治療対象外であった非代償性肝硬変を合併する C 型肝
炎に対する内服薬が使用可能となり、現在では基本的にウイルスが陽性である症例

のすべてが治療対象となっています。当院に通院中の C 型肝炎の患者様は、既にほぼ全員が C 型肝炎治
癒となっています。一方で、まだ C 型肝炎に罹患していることすら知らない患者様も多いと推測されて
います。このような患者様に、正しい情報を伝え、必要な治療を受けていただく必要があります。C 型
肝炎罹患の自覚のない患者様の“掘り起し”に、御協力をお願いいたします。
　B 型肝炎においても、副作用が少なく耐性ウイルスがほとんど発生しない内服薬である核酸アナログが
使用できるようになってきました。B 型肝炎を治癒に至らしめる内服薬はまだありませんが、適切な治療
によって予後の改善を目指すことができるようになりました。
　さまざまな肝炎の患者さんの相談に、乗らせていただきます。ご紹介よろしくお願い申し上げます。

消化器内科医長　鄭　浩柄
　私は現在、当科の杉之下医師とともに肝臓疾患を中心に診療を行なっております。
近年、B 型・C 型肝炎ウイルス治療が飛躍的に進歩し、全国的に肝癌患者は減少傾
向にあります。そのような状況でありますが、当科では年間のべ約 280 例（2016-
2018 年平均）と多数の肝癌患者に対する入院治療を行なっております。とくに最
近は進行肝癌に対する治療薬（分子標的治療薬）の選択肢が増えており、それらを
駆使して肝癌患者の予後を改善することが我々肝臓専門医に課せられた大きな課題
の一つとなっています。肝機能不良例ではこれらの薬剤は使用できないなど、まだ

まだ解決されるべき問題はありますが、今後も免疫チェックポイント阻害薬など新たな治療薬が単独ある
いは併用で使用可能となる見込みであり、大きな期待を寄せています。また、肝硬変および肝癌患者にお
ける問題点としてサルコペニア（全身の骨格筋量および筋力が低下した病態）があり、サルコペニア合併
肝疾患患者は非合併患者に比べて予後不良であることが判明しています。とくに入院中には比較的急速に
筋力低下が進むため、現在当科ではリハビリテーション技術部や栄養管理部の協力のもと、肝疾患患者の
入院時にサルコペニアに関する評価を行い、積極的な運動・栄養療法などによる介入を行っております。

消化器内科からのお知らせ
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地域連携からのお知らせ

日　時 　令和元年　８月 24 日（土）18：00 ～ 19：30
場　所 　神戸センタープラザ西館６階　会議室 17

演　題

　1　「腎代替療法の現状」
　　　　　神戸市立医療センター中央市民病院　腎臓内科部長　吉本　明弘

　2　「中央市民病院の透析導入の実際と課題」
　　　　　神戸市立医療センター中央市民病院　腎臓内科外来主任看護師　池添　絵理
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　腎臓内科病棟看護師　小林　由里子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　透析・血液浄化センター主任看護師　川辺　由美

　3　「維持透析病院における導入患者の在宅移行への現状と課題」
　　　　　　明芳外科リハビリテーション病院　　看護部長　岸本　由美

集まりの方々でディスカッションの場を設けております。
各施設における導入患者受け入れで上手くいったこと・困っていることなど、

話し合ってみませんか？

神戸市立医療センター中央市民病院　地域医療推進課まで
TEL  078-302-4321（代表）　　 FAX  078-302-4424

E-mail   renkei@kcho.jp

第６回　地域連携セミナー
「地域連携透析導入クリニカルパス」作成・導入ミーティング

講演会・セミナー等のご案内

日本医師会生涯教育講座

日本医師会生涯教育講座

日  時

場  所

講  師

がん診療オープンカンファレンス
演 題「アンドバンス・ケア・プランニングを考える」

令和元年　9 月２6 日（木）　18：00 ～１9：00　講演　
神戸市医師会館　３Ｆ市民ホール

神戸市立医療センター中央市民病院　緩和ケア内科　部長代行　西本　哲郎

　アドバンス・ケア・プランニングは「今後の治療・療養について患者・家族と医療従事者があら
かじめ話し合う自発的なプロセス」と定義されています。
　アドバンス・ケア・プランニングには、価値観・人生の目標・将来の医療に関する望みを理解し
共有し合うことで、患者の意向が尊重されたケアが実践され、患者の自己コントロール感の向上や
患者と家族の満足度向上が得られ、病院死が減少するとともに遺族の不安や抑うつが減少する、な
どの効用が示されていますが、アドバンス・ケア・プランニング開始のタイミングに関する問題や、
その実践には手間と時間がかかるなどの困難感が伴うことも事実です。
　どうすればアドバンス・ケア・プランニングを実践できるのか。皆さんと一緒に考えるきっかけ
になれば幸いです。

申込・お問合せは…
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医師の異動のお知らせ

当院で実施中の治験のお知らせ

　連携登録医の先生方をはじめ、日頃お世話になっています医療関係者
の皆様方との「顔が見える連携」の場として、今年も地域連携懇話会を
開催させていただきます。ご多忙のところ恐れ入りますが、職種を問わ
ず皆様お誘い合わせのうえご参加いただきますようお願い申しあげます。

日時 　令和元年１０月２４日（木）18:00 ～ 20:30
場所 　ホテルクラウンパレス神戸
内容 　第 1 部　講演会［18:00 ～ 19:30］日本医師会生涯教育講座
　　　  第 2 部　意見交換会［19:30 ～ 20:30］
　　　　　　　  ※参加費 2,000 円を当日受付にて申し受けます。
参加申込 　追ってホームページ等でお知らせいたします。
問合わせ先 　神戸市立医療センター中央市民病院　地域医療推進課

Tel：078-302-4321（代表）　Fax：078-302-4424　E-mail：renkei@kcho.jp 

　“より安全で、より有効な”医薬品を、より早く患者の皆様にお届けできるよう、新薬の開発に貢献
するための治験を積極的に受託、実施しています。
　また、より良い治療法を確立するための質の高い臨床研究の実施にも取り組んでおり、それらの成果
を医療の質および安全性の向上に繋げることで社会に還元することを目指しています。

▼
▼

当院ホームページに掲載しております。

５～７月
退職・転出・出向

診療科 役職 氏　名 異動日
皮膚科 医員 谷川　絢乃 5月31日
皮膚科 医長 小阪　博志 6月30日
腫瘍内科 任期付医師 緒方　貴次 6月30日

救急部 専攻医 木下　裕規 6月30日 
（10/1帰院）

脳神経内科 専攻医 黒田　健仁 6月30日 
（1/1帰院）

麻酔科 専攻医 梶野　超生 6月30日 
（10/1帰院）

総合内科 専攻医 林　克磨 7月10日

５～７月
採　　用

診療科 役職 氏　名 異動日
皮膚科 任期付医師 中村　彩 6月1日
救急部 専攻医 浪方　悠 6月1日
放射線診断科 部長 石藏　礼一 7月1日
臨床研究推進
センター
脳神経外科

高難度研究推進部門部長
（脳神経外科医長兼務） 坂井　千秋 7月1日

皮膚科 医員 藤井翔太郎 7月1日
小児科 専攻医 中邨奈津美 7月1日
血液内科 専攻医 越智　達哉 7月1日
麻酔科 専攻医 占部　大地 7月1日
救急部 専攻医 寺本　昇生 7月1日
救急部 専攻医 山端　裕貴 7月1日
救急部 専攻医 福水　希梨 7月1日
総合内科 専攻医 林　克磨 7月1日

●お問い合わせ窓口●
臨床研究推進センター　TEL：（078）302-5176　Mail：c_ccri@kcho.jp

中央市民病院ホームページ 臨床研究推進センター（ＣＣＲＩ）画面右下

一般の方へ実施中の治験一覧

（申請予定）
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連携登録医にご登録ください
　当院では、患者さんが地域で安心して継続した医療を受けられるよう、当院と連携・協力して安全で
質の高い医療を提供される市内医療機関の先生方を「連携登録医」として登録する制度を設けています。
連携登録医として登録していただくと

１．紹介患者さんに対する診療及び入院の対応を迅速に行うよう努めます
２．紹介患者さんの診療記録を当院で閲覧できます
３．当院の患者さんがかかりつけ医を探される場合に紹介いたします
３．図書室など当院の施設・設備を利用できます（ご利用になれない施設 ･ 設備もあります）
５．来院時の駐車場料金を無料にします
６．当院が公開して行う症例検討会、研修会、講演会等に自由にご参加いただけます
７．病院ニュースやオープンカンファレンス・講演会の開催情報などを E-mail でお送りいたします
８．「連携登録医証」を発行いたします

新たに下記の先生方にご登録いただきました。
なお、連携登録医療機関一覧は、当院ホームページにも掲載しております。

区 連携登録医療機関 住所
東灘区 うさみ内科クリニック 住吉宮町6-14-17
東灘区 せき川クリニック 田中町1-6-11
灘 区 やなぎさわ眼科 篠原北町1-1-5

灘 区 おかだ内科呼吸器内科
クリニック 水道筋6-3-6

灘 区 由美子クリニック 灘北通5-5-1
灘 区 ねもと内科・外科クリニック 山田町3-2-29
中央区 藤原歯科医院 相生町4-8-8
中央区 拝歯科医院 明石町18
中央区 林歯科医院 明石町32
中央区 市川歯科医院 吾妻通5-1-22
中央区 フジタ歯科医院 小野柄通7-1-1
中央区 池端歯科医院 上筒井通5-1-3
中央区 三宮かねはらクリニック 北長狭通1-31-26
中央区 玉川歯科医院 北長狭通3-7-3
中央区 山崎歯科クリニック 北長狭通4-1-12
中央区 大盛歯科医院 北長狭通4-2-1
中央区 おおさこ矯正歯科医院 北長狭通4-7-6
中央区 加藤歯科医院 北長狭通4-7-8
中央区 新神戸おかだクリニック 北野町1-3-2
中央区 住谷歯科 熊内町1-8-18
中央区 医療法人　すぎ歯科クリニック 熊内町4-1-3
中央区 てい歯科医院 御幸通2-1-23

中央区 ヨシダ歯科・小児歯科
クリニック 御幸通4-2-9

中央区 香西デンタルクリニック 御幸通5-1-21
中央区 藤井歯科医院 御幸通6-1-25
中央区 高橋歯科医院 琴ノ緒町2-2-7
中央区 河南矯正歯科クリニック 琴ノ緒町5-3-5
中央区 ハナダ歯科診療所 栄町通3-6-10
中央区 岡本クリニック 三宮町1-10-1

区 連携登録医療機関 住所
中央区 さきデンタルクリニック 三宮町3-1-5
中央区 神戸元町にん歯科クリニック 下山手通3-15-10
中央区 聖栄歯科医院・矯正歯科 下山手通4-10-21
中央区 西田歯科医院 下山手通8-1-10
中央区 梶デンタルクリニック 中山手通7-17-7
中央区 さくら歯科医院 中山手通7-25-43
中央区 にのみや歯科医院 二宮町3-5-15
中央区 佐本歯科医院 二宮町4-11-13

中央区 医療法人（財団）春日野会　
春日野会病院 野崎通4-1-2

中央区 樋口歯科医院 旗塚通4-2-1
中央区 李歯科医院 旗塚通6-2-5
中央区 中山歯科医院 花隈町8-14
中央区 せせらぎ心療クリニック 東川崎町1-3-6
中央区 西原歯科医院 東川崎町1-3-6
中央区 磯島歯科医院 東町116-1
中央区 医療法人社団　大西歯科医院 日暮通2-5-5
中央区 山路歯科医院 日暮通4-1-9
中央区 関本歯科医院 元町通1-6-6
中央区 久野歯科 元町通1-14-11
中央区 山田歯科診療所 元町通3-12-12
中央区 武田デンタルクリニック 脇浜海岸通2-2-2

中央区 医療法人社団　
海岸通デンタルクリニック 脇浜海岸通2-2-3

中央区 小柴クリニック 脇浜町３-５-２２
北 区 中川皮膚科クリニック 藤原台中町1-2-２
長田区 志水歯科医院 長田町1-3-1

須磨区 かわと内科・循環器内科
クリニック 中落合3-1-10

須磨区 白川歯科医院 妙法寺荒打308-5
垂水区 よしの歯科 舞多聞西6-1-1

区別住所 50 音順で掲載しております。

中央市民病院のホームページ 医療関係者の方へ

地域医療連携センター連携登録医
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PET/CT 検査依頼のご案内とお願い 放射線技術部

　地域の医療機関の先生方からご紹介いただく患者さんの待ち時間を短縮するため、診察・検査の FAX 予約を
受付しています。FAX 予約の方は予約時間どおり受診できるように努めておりますので、是非ご利用ください。

● FAX 予約申込時、申込書に診療経過等の記載がなくても FAX 予約は可能です。診療経過等はその日のうち
に記入し、再送信して下さい。

● 患者さんのご都合がはっきりしない場合でも仮予約をお取りください。仮予約後、患者さんご自身で予約
変更が可能です。地域医療連携センター
へ電話で連絡をして頂くようお伝えくだ
さい。

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
Kobe City Medical Center General Hospital

FAX 予約をご利用ください！患者さんをご紹介いただく際は ･･･

【手順】
１． 「診療情報提供書」を地域医療連携セン

ターへ送信して下さい。
２． 「予約報告書（上段）兼初診予約券（下段）」

を返信します。※検査予約は返信にお時
間をいただく場合がございます。

３． 「予約報告書（上段）」は貴院で保管し、
「初診予約券（下段）」及び「診療情報提
供書（紹介状）」を患者さんに手渡して
ください。

●当院の PET/CT 検査について
　 平 成 29 年 11 月 よ り、
地域医療機関の先生方から
の PET/CT 検査依頼に対
応可能となりました。
　当院は、サイクロトロン
を備えており、PET 薬剤

（FDG）は、院内で合成し、
品質検定に合格したものを使用しています。そのため、体
重により適正量の PET 薬剤を投与することが可能となり、
安定した画像の提供を行っています。
　平成30年3月に「5リング搭載高感度型PET/CT装置（GE 
Healthcare 社製 Discovery IQ）」が導入され、従来の装
置に比べ、低被ばくで高画質の検査が可能となりました。
　また現在、地域医療機関の先生方からのご依頼であって
も、検査予約待ちがほぼない状態で、患者様のご希望に添っ
た検査予約が可能となっております。

●地域医療機関の先生方へのお願い
　FDG-PET/CT 検査は、悪性腫瘍（早期胃がんを除き、悪
性リンパ腫を含む）において保険の適用となり、検査目的
は病期診断、再発・転移診断となっております。悪性腫瘍
の疑いなどの良悪性鑑別、治療効果判定（悪性リンパ腫を
除く）は、保険の適用外となりますのでご注意ください。
　また、他の画像診断により病期診断、再発・転移診断が
確定できない場合に限ります。FDG-PET/CT 検査を受けら
れる前に、必ず CT・MRI の画像検査を施行し、画像デー
タを持参していただきますようお願い致します。

Tel : 078-302-4321　　Fax : 078-302-7537
Tel : 078-302-6031　　Fax : 078-302-2251

Tel : 078-302-4321㈹　Fax : 078-302-4424

〒670-0047 神戸市中央区港島南町2-1-1
平日 9:00 ～ 17:00　地域医療連携センタ－
 　上記以外の時間帯　救急外来受付

★緊急受診・転院のお問い合わせは★
専用ダイヤル：０７８－３０２－５１７２

脳卒中ホットライン
０７８－３０２－８０３０

産科ホットライン
０７８－３０２－５１０４

胸痛ホットライン
０７８－３０２－６１６２

小児科ホットライン
０７８－３０２－５３４３

代　　表
FAX予約
地域医療連携センター
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