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■部長就任の挨拶 

このたび、平成24年8月1日付で放射線治療科部長に着任いたしました 小久保 雅樹 です。 

私は、神戸医療産業都市構想の一環として先端医療センターの中に放射線治療研究

部門を立ち上げること、との命を受け、平成23年4月1日に神戸に赴任いたしました。

以来、CT-Linacシステムの開発や臨床応用、また、新規高精度画像誘導放射線治療装

置の開発、薬事承認、臨床応用、肺癌に対する動体追尾照射の臨床応用、などを行っ

てまいりました。同時に、先端医療センター病院診療部のスタッフとして、多くのが

ん患者に放射線治療を実施し、地域医療に取り組んでまいりました。 

一方、神戸市立医療センター中央市民病院の新築移転計画が決まってからは、新病院の放射線治療部

門の計画を行い、移転と同時に先端医療センターと緊密な連携のもとでのバーチャルな放射線治療セン

ターを立ち上げ、がん治療を行ってまいりました。 

このたび、神戸市立医療センター中央市民病院放射線治療科部長を拝命し、より責任の重さを感じて

おります。今後は、先端医療センター放射線治療部門との名実一体となった充実した放射線治療センタ

ーを構築し、地域医療機関の皆様方のご支援とご協力のもと、市民病院としての使命を忘れず地域の一

員として、市民の皆様のがん治療に貢献する責務を果たしていきたいと考えております。これからもご

支援、ご指導のほどよろしくお願い申しあげます。 

■新設放射線治療科のご紹介 

昭和55年以来わが国ではがんが死亡原因の第一位となり、高齢化社会の到来とあいまってその患者数

はますます増加しています。神戸市立医療センター中央市民病院では以前よりがん診療に力を注いでま

いりましたが、今後さらに増え続けるがん患者に対応するため、平成24年7月1日より、画像診断・放射

線治療科から放射線治療科を独立させ、がん診療体制の充実を図ることといたしました。担当は、小久

保雅樹、高山賢二、小坂恭弘、岸高宏、宇藤恵、新谷尭のスタッフ3名、後期研修医3名の6名です。全員

が先端医療センターの身分を持っており、両方の病院で放射線治療に携わっています。 

放射線治療は手術療法、化学療法とともに癌治療の三本柱のひとつです。放射線治療は他と比較し低

侵襲の特徴を持っており、以下のような大きな利点を有しています。 

1. 患部を切除しないで治療するため機能・形態の温存に優れている。 

2. 手術のできないいかなる部位でも自由に治療できる。 

3. 手術や化学療法に比べて体の負担が少なく、合併症を有する患者や高齢者にも適応できる。 

放射線治療は、抗癌剤と組み合わせることによって切らずに根治治療が可能となりますし、手術と組
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み合わせることによって切除範囲の縮小や再発防止に大きな役割を果たします。骨転移や脳転移などの

緩和ケアにおいてもQOLの維持に貢献しています。また、対費用効果比（Cost-benefit ratio）が高いのも

特徴の一つです。近年はIT技術の発展と共に治療機器・治療技術の開発・進歩が飛躍的に進み、根治的治

療では更に侵襲の少ない強度変調放射線治療や動体追尾照射といった「高精度放射線治療」が普及しつ

つあります。 

神戸市立医療センター中央市民病院と先端医療センターは、さらなる高精度放射線治療の普及を図るべ

く、平成23年7月4日に中央市民病院が先端医療センター隣接地に新築移転開院したのを機に、両病院の

計4台の放射線治療機器を有機的かつ効率的に運用するために、バーチャルではありますが、両病院の放

射線治療部門が一体化された放射線治療センターを設立しました。その目的は、4台の放射線治療機器の

活用による患者数の増加というスケールメリットはもちろんのこと、患者さん個々の疾病・病態に応じ

て最適な放射線治療を最適な機器で行う、というテーラーメード放射線治療を実践することにあります。

その目的のために、医師、後期研修医すべてが両病院の身分を持つことにより、組織の垣根を越えて円

滑に医療行為が行える体制を確立しました。また、放射線治療患者データベースを中央市民病院で一元

化管理することとし、シームレスな放射線治療の実施と過照射・誤照射を防止する環境を整えました。 

幸い、両病院とも、放射線治療機器と放射線治療計画装置に同じシステムが採用されており、効率的な

運用ができています。さらに、中央市民病院では腔内照射、前立腺組織内照射、全身照射（TBI）、脳定

位照射（SRS）、強度変調放射線治療（IMRT）が実施可能となり、高精度放射線治療が着実に進んでいま

す。今年度中には、両病院で回転変調照射（VAMT）の実施を予定しています。 

このように、放射線治療センターを設置し効率的な運用を行った結果、平成23年度の新患者数は移転で

休止期間があったにも関わらず両病院で800名弱となりました。平成24年度は900名を超えるのが確実と

思われ、兵庫県下で最多の患者を治療していることとなります。このことはうれしい半面、放射線治療

装置1台の推奨最大治療人数が250名／年であることを考えると、早晩治療を待たせなければならない事

態が予想され、場所・人員の確保と機器の拡充という頭の痛い問題につながる可能性も示唆されます。 

また、放射線治療を受ける患者の多くが外来通院である、という状況に鑑み、9月より外来患者の放射

線治療は時間予約制といたしました。これにより、治療の待ち時間の短縮につながるものと考えられ、

患者さんの利便性は大幅に向上するものと考えております。しかしながら、今回の治療予約制開始は看

護師、診療放射線技師の負担が大きく、このシステムを円滑かつ効率的に運用するためには、放射線治

療情報システム担当の事務職員の配置が必須であります。後で述べる放射線治療データベース担当診療

情報管理士との兼務は可能ですので、是非実現していきたいと考えております。 

今後は、先端医療センター放射線治療部門との名実一体となった充実した放射線治療センターを構築し、

更なる高精度放射線治療を通じて、がん治療に貢献していきたいと考えております。そのために、一体

化した組織での医学物理士、放射線治療品質管理士、がん放射線治療看護認定看護師などの雇用、放射

線治療センターへの配置を実現し、診療報酬要件への対応を考えるとともに、共通データベースの効率

的運用のために、中央市民病院での診療情報管理士の放射線治療センターへの配置も実現したいと考え

ています。 

今後ともご支援、ご指導のほどよろしくお願い申しあげます。 
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10月11日（木）に、当院1階において「地域連携懇話会」を開催いたしました。当日は、市内医療機関

から計82名（医師23名、看護師23名、コメディカル14名他）の方々にご参加いただき、当院から参加し

た120名（医師44名、看護師32名、コメディカル22名他）と「顔の見える連携」を深めていただくことが

できました。今回ご参加いただきました医療機関の皆様方におかれましては、ご多忙のところお越しい

ただき誠にありがとうございました。 

 当日は、講演会と意見交換会の2部構成で行いました。第1部の講演会では、北徹院長の開会挨拶に始

まり、細谷亮副院長から「移転後1年間の診療実績報告」と題して当院の病床稼働状況、救急患者の受入

状況、連携実績を報告しました。そのあとに、当院麻酔科副医長・NSTチェアマンの東別府直紀医師から

「栄養管理における地域連携～栄養障害を治療しましょう！～」という内容で講演を行いました。 

講演では、まず栄養療法の重要性について示したあとに、当院のNSTのさまざま

な取り組みを示しました。まず、院内における取り組みとして、医師や看護師、管

理栄養士、薬剤師、臨床検査技師、歯科医師、言語聴覚士などの多職種からなるNST

が栄養障害患者に対してNST回診を、また嚥下障害患者に対し嚥下回診をそれぞれ

行って、各職種が栄養評価、栄養処方、嚥下評価や嚥下訓練を分担して行うことで

患者さんの栄養、機能改善や予後改善に多面的に関わっている様子を紹介しました。 

また、地域連携の取り組みとして、当院で実施した栄養療法を転院先に伝える栄

養治療実施計画報告書の作成、近隣病院との摂食嚥下研究

会「神戸スワローズ」の開催、嚥下食ピラミッドを指標と

する施設間嚥下食対応表の作成、NST専門療法士の実習受

け入れ、などを紹介しました。ご参加いただいたさまざま

な職種の方に、ご紹介した取り組みが今後の参考になれば

幸いです。 

 講演に続いて、今年度に着任した乳腺外科の加藤大典部

長、放射線治療科の小久保雅樹部長から、新任の挨拶とと

もに各診療科の診療実績や特徴を紹介しました。 

なお、当日の資料を当院のウェブサイトに掲載していま

すので、ご参加いただけなかった方もぜひご覧ください（http://chuo.kcho.jp/professional/seminar/）。 

第2部の意見交換会も、第１部に引き続いて多くの方々にご参加いただき、当院職員と活発に交流・情

報交換をしていただきました。当院との新たな関係づくりの場

としていただき、ありがとうございました。また、当院職員に

とっても、より密接な地域連携を行っていくうえで貴重な機会

となり、厚くお礼申しあげます。 

 当院は、地域医療支援病院としての役割をより一層果たして

いけるよう、今後も継続して地域の医療機関の皆様方との緊密

なコミュニケーションを図ってまいりますので、よろしくお願

い申しあげます。 

 

地域連携懇話会開催の報告             地域医療連携センタ― 

東別府直紀医師 

講演会 

意見交換会 
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平素は、当院との医療連携につきまして、格別のご理解・ご協力を賜り厚くお礼申しあげます。 

 当院はご存じのとおり急性期病院であり、また地域医療支援病院ですので、地域の医療機関の皆様方

との機能分化や連携強化が最重要であると考えております。そのため、紹介・逆紹介率の向上、在院日

数の短縮および患者サービスの向上により一層努めていきたいと考えております。 

つきましては、今後の更なる地域連携の推進を図るため、移転後1年が経過した節目にあわせて神戸市

内の診療所の先生方を対象としてアンケートを実施し、先生方のご意見を頂戴したいと考えております。 

なお、対象の先生方には後日アンケート用紙をファクスでお送りさせていただきますので、ご回答い

ただけましたら幸いです。ご多忙のところ大変申し訳ございませんが、何卒ご協力いただけますようよ

ろしくお願い申しあげます。 

■オープンカンファレンス（事前申し込みは不要です。参加費無料です。） 

■講習会（事前申し込みが必要です。参加費無料です。） 

当院医師の異動                    （平成 24 年 11 月 1 日まで） 

 

 

 

12 月のオープンカンファレンスおよび講習会のお知らせ 

病診連携アンケートご協力のお願い           地域医療連携センタ― 

月日 診療科名 補職名 氏名 月日 診療科名 補職名 氏名

8月1日 小児科 医長 上村　克徳 8月31日 小児科 副医長 田村　卓也

8月1日 心臓血管外科 医長 金光　ひでお 9月30日 整形外科 医長 大槻　文悟

8月1日 放射線治療科 部長 小久保　雅樹 9月30日 救命救急センター センター長 佐藤　愼一

9月1日 整形外科 医長 大西　英次郎

10月1日 総合診療科 副医長

11月1日 外科 医長 近藤　正人

採　　　用 退　　　職

　※救命救急センター長は、10月1日付で岡田行功副院長が兼務

名称 開催日時 開催場所 内容 問い合わせ先

心肺蘇生法講習会（ICLS）
12月27日（木）
13:00～19:30

（予定）
当院救急ラボ

内容：日本救急医学会認定ICLSコース
講師：当院救急部医師　他
※定員10名（申し込み状況により増員する場合があります）

教育部
後藤
078-302-4321（代表）
申し込みは下記アドレスまでお願
いいたします。
kyoikubu@kcho.jp
※申し込み締切：11月30日（金）

名称 開催日時 開催場所 内容 問い合わせ先

がんオープン
カンファレンス

12月13日（木）
18：00～19：00

当院1階講堂

テーマ：転移性腎癌治療の現況
腎細胞がんの治療として本邦で承認されている5剤の分子標
的薬に関して、当院での治療アルゴリズムや実際の使用例を
紹介します。
講  師：宇都宮　紀明（当院泌尿器科副医長）

地域医療連携センター
小林
078-302-4321（代表）

第9回神戸市立医療センター
中央市民病院

耳鼻咽喉科・頭頸部外科
地域合同オープンカンファレンス

12月20日（木）
17：00～20：00

臨床研究情報
センター（TRI）

第2研修室
※医療センター

（市民病院前）駅
改札を出て右手

内容：(1)当科における病診連携状況と頭頸部外科の現状
　　　(2)ご紹介いただいた症例の検討、報告

講師：内藤　泰　（当院副院長兼耳鼻咽喉科部長）
　　　篠原　尚吾（当院頭頸部外科部長）　他

耳鼻咽喉科
医長　藤原　敬三
078-302-4321（代表）


