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謹んで新年のご挨拶を申し上げます。

旧年中は、地域の医療機関の皆様には大変お世話になり、心から

感謝申し上げます。昨年末の 月 日に先端医療センター病院との

統合が実現し、神戸中央市民病院は先端医療センター病院の 床を

合わせて 床の総合病院として再スタートしました。これまでの

中央市民病院を「本館」とし、先端医療センター病院（ 床）を「井

村記念 南館」、と命名し通称を「南館」としました。井村裕夫先生

は本院の名誉院長で、神戸医療産業都市構想の中心的役割を果たし

先端医療振興財団理事長として神戸医療産業都市の発展に尽力され、

その功績を称えての命名であります。先端医療センター病院統合の

目的は二つあります。一つは井村先生が推し進められてきた先端医

療センターでの臨床研究を継承し、本院での臨床研究をさらにレベ

ルアップすること、二つ目は増床の一部を救急バックベッドとして活用し、救急患者の受け入

れをより充実させること、であります。南館には手術室や がないので内科系診療科を中心

に病床を割り振り、運用を開始しております。 月は病棟の改修工事があり入院制限を余儀な

くされましたが、 月初旬に工事も終わり徐々にフル稼働に近づいております。

昨年のもう一つの大事業は「神戸アイセンター病院」の開院でありました。神戸アイセンター

病院は中央市民、西市民、西神戸医療センターと並ぶ神戸市民病院機構の一病院という位置づ

けです。通常の眼科診療は神戸アイセンターで、眼科救急は神戸中央市民で、というやや分か

りにくい体制で 月 日に業務を開始しましたが、大きな混乱もなく既に か月が経過しまし

た。当院に「眼科」はこれからも存続しますが、業務は救急対応と他科入院患者の眼科対診の

みに限定しています。

当院の救命救急センターは平成 年度も日本一の評価を厚生労働省から頂きました。これで

年続けてのトップ評価となり、 月に「神戸市の救急医療への貢献」で市長表彰を受けました。

現状に満足することなく救急医療の質的量的レベルアップに病院一丸となって取り組み続けて

いる最重要課題ですので、職員一同大変喜んでいます。

この救急医療を支えている大きな力の一つは病病・病診連携であります。救急患者数、救急

車搬入件数はなお増加の一途をたどっており、限られた病床数で「断らない救急」を実現でき

ているのは連携医療機関のサポートがあってのことであります。改めてお礼申し上げますとと

もに今年も地域医療機関の皆様のご理解とご協力をお願いしたく存じます。

昨年末の 大事業を経て、今年が新生神戸中央市民病院の元年となります。神戸圏域の地域

医療支援病院として地域の皆様のご期待に応えられるよう努力を重ねていく所存でありますの

で、地域の医療機関の皆様にはご理解、ご支援、ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。
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臨床研究推進センター 先進的がん治療研究グループ長、がんセンター センター長、腫瘍内科参

事、兼）呼吸器内科参事就任のご挨拶 片上信之

★初診（午後のみ）  

 
年 月から、副院長および臨床研究推進センター長を拝命しました。

浅学非才の小生には身に余る職務ですが、皆さんのご指導ご協力をいただき、

職責を果たしたいと思います。何卒宜しくお願い申し上げます。

当院は、神戸市の基幹医療施設として「市民の生命と健康を守り、患者中

心の質の高い医療を安全に提供する」を基本理念としています。職員一丸と

なって救急医療の充実、高度・先端医療に取り組んできたお陰で、３年連続

で全国救命救急評価の第 位に選ばれるなど高い評価を得ていることは皆さ

んご承知の通りです。当院と先端医療センターは 年 月から統合され

先端医療センターの建物は中央市民病院南館に、５階病棟は５南病棟となり

ました。統合された先端医療センター病院は「震災後の神戸の活性化・市民

の健康福祉の向上・国際社会への貢献」を掲げて 年から始まった神戸医療産業都市構想の中核機能

を担っていた病院ですが、その医療機能、治験・臨床研究を中央市民病院で継承することになりました。

治験や臨床研究は、新しい医薬品、医療機器、医療技術を開発するために、患者さんの協力を得て行

います。当院が掲げる高度・先端医療への取り組みの中心となるだけでなく、患者さんや社会に貢献す

るために新しい医療を開発するという神戸医療産業都市構想の目標を達するためにも必要です。一方、

それらを行うためには、様々な法律や省令、規則が定められており、被験者の保護、データの信頼性や

倫理性科学性の確保、資金や支援の透明化などが求められており、そのために治験や臨床研究を支援管

理する組織と仕組みが必要です。

今回の統合により両病院で行ってきた治験・臨床研究を一元的に支援管理する組織が必要となり、臨

床研究推進センターが設立されました。臨床研究推進センターの業務は多岐多方面にわたります。臨床

研究を積極的に行う研究部には、領域ごとに研究グループを配して積極的な活動を促していきます。治

験や臨床試験を支援管理する部問も拡充します。 （クリニカルコーディネーター）、データマネージ

メント、モニタリング、試験薬試験機器の管理、安全情報管理、監査品質保証、生物統計などを担当す

る専門職に加え、研究事務、契約、広報、教育などさまざまな業務もあります。医療安全部や学術支援

センターなど病院内の組織と連携しながら、着実に業務を進めていこうと思っています。

市民に質の高い医療を提供することはこれまでと同様に取り組まねばなりませんが、先端医療セン

ターとの統合を期に、当院は治験や臨床研究を通じて新しい医療の開発にさらに積極的に貢献すること

を目指します。臨床研究推進センターは院内院外の皆様のご指導ご支援を得て、その中心的組織として

活動して参ります。当院が診療と研究の両面で高い評価を得ることができれば、意欲に燃える次代の医

師や医療スタッフが当院で働きたくなるでしょうし、新しい医薬品や医療機器を開発したい企業からも

注目される病院になると思います。当院がさらに高い位置を目指すために精一杯務め参りますので、何

卒宜しくご指導賜りますようお願い申し上げます。

このたび 年 月 日に先端医療センターの病院部門が神

戸市立医療センター中央市民病院に統合されるにあたって、先

端医療センター総合腫瘍科から中央市民の腫瘍内科に移動し

て参りました。これまでと同様に肺がんを中心とした固形がん

の一般臨床と、がんに対する新薬の開発や新たな治療法の開拓

を目指してスタッフ一同、臨床研究に取り組んでいきます。医

師全員が総合内科専門医、呼吸器内科専門医、がん薬物療法専

門医・指導医の資格を持ち、｢がん患者さんに満足のいく最新

の治療を！｣モットーに診療を行っております。どうか、これ

からも種々のがん患者さんをご紹介くださりますようお願い

いたします。

月 火 水 木 金

午前
片上 片上★ 片上★ 片上

午後

午前
加地★ 加地 加地

午後

午前
秦 秦★ 秦★

午後

副院長、臨床研究推進センター長就任のご挨拶 脳神経外科 坂井 信幸



3神戸市立医療センター中央市民病院ニュース 第62号 URL:http://chuo.kcho.jp/

）診療内容

一般診療（抗がん薬療法、放射線療法、化学放射線療

法など）

肺がんを中心とした企業治験（最新の免疫療法、分子

標的治療など）

標準的治療確立のための医師主導臨床試験（厚労省研

究班、西日本がん研究機構、阪神がん研究グループ）

）実施している検査

気管支鏡検査、 ガイド下経皮生検、エコーガイド

下経皮生検など

）診療している疾患

地域の医療機関のみなさまとの更なる連携強化を目的として、新たに連携登録医にご登録いただ

いた医療機関名を掲載いたします。なお、連携登録医療機関の一覧は、当院ホームページ

（ ）にも掲載しております。

区別住所 音順で掲載しております。

新患者数 平成 年 平成 年

合計 人 人

肺がん 人 人

食道がん・胃がん 人 人

肝・胆・膵がん 人 人

乳がん・婦人科がん 人 人

肉腫・原発不明がん 人 人

その他の腫瘍 人 人

区 連携登録医療機関名 住所

東灘区 マツオカそらいろクリニック 田中町

灘区 堅田医院 岸地通

中央区 みなと元町歯科 元町通

中央区 医療法人社団神戸デンタルクリニック 磯上通

中央区 木村歯科医院 琴ノ緒町

中央区 吉田矯正歯科クリニック 北長狭通

兵庫区 田中医院 上祇園町

兵庫区 リヒト・ファミリー眼科 中之島

兵庫区 広瀬矯正歯科 水木通１

北区 織田歯科 日の峰

長田区 医療法人社団十善会 野瀬病院 二葉町

西区 山田歯科医院 学園西町

名称 開催日時・場所 内容 問い合わせ先

第３回地域連携セミナー 月 日（木）

～

当院１階講堂

「当科における内分泌診療」

糖尿病・内分泌内科 医長 籏谷 雄二

「慢性腎臓病に対する治療戦略と病診連携

～当科における新たなる取り組み～」

腎臓内科 部長 吉本 明弘

地域医療推進課

都成・小松

（ ） 代表

新規連携登録医療機関のご紹介 （平成 年８月～１１月）

オープンカンファレンスのご案内
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退 職 （転 出） 者 採 用 者

退職（転出）

年月日
診療科名 補職名 氏 名 採用年月日 診療科名 補職名 氏 名

病理診断科 専攻医２年次 藤倉 航平 救急部 医長 柳井 真知

眼科 医長 広瀬 文隆 救急部 副医長 浅香 葉子

 麻酔科 任期付医師 淺越 佑太郎

 腎臓内科 医長 田路 佳範

※「病院ニュース」第 号（平成 年 月 日発行）において誤りがありました。

誤）採 用 → 正）退 職

退職年月日 診療科名 補職名 氏名

心臓血管外科 副医長 福 永 直 人

小児科・新生児科 専攻医 元 生 和 宏

ご関係者の皆様にご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申し上げます

 
月 日（木）神戸ポートピアホテルにおいて「地域連

携懇話会」を開催いたしました。第 部講演会 人 院外

人・院内 人・市民病院機構 人 ・第 部意見交換

会 人 院外 人・院内 人・市民病院機構 人 と、

多くの方々に足を運んでいただきました。

ご参加いただきました医療機関の皆様におかれましては、ご多

忙の中、誠にありがとうございました。

第 部の講演会では、坂田院長の開催挨拶の後、泌尿器科川喜

田部長による「ロボット手術センターを新設しました」と題する

講演をはじめ、眼科西田医師による「アイセンター病院との連携」、

細谷院長代行による「先端医療センター病院と中央市民病院との

統合」、産婦人科池田医師による「女性外来の挑戦」と多分野にわ

たり講演を行いました。

また、今回は、神戸市医師会中村理事から「職種連携への取り組み 地

域医療～私たちが支えます～」と題して、地域活動を通じた連携につい

て講演いただきました。

第 部の意見交換会では、神戸市医師会置塩会長からご挨拶をいただ

き、神戸市民間病院協会西会長から乾杯のご発声を賜りました。第 部

に続き、多くの方々にご参加いただき、今後の地域連携を行うにあたり、

当院職員との顔の見える交流と情報交換

の場として貴重な機会になりましたこと、

厚く御礼申し上げます。

当院医師の異動 （平成 年８月～ 月）

地域連携懇話会のご報告 地域医療連携センター


