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 平成25年2月1日よりがんセンター長を命じられました 
つじ

 晃
あき

仁
ひと

 でご

ざいます。 

平成23年7月の新病院開院に際し、腫瘍内科部長として赴任以来、院内外の

多くの方々にお支えいただきながら、なんとかその任を務めてまいったところ

ですが、この度の中央市民病院がんセンターの設立に際し、がんセンター長を

指名され、身の引き締まる思いです。 

これまでも当院では、各診療科が高い専門性を生かしてがん診療にあたって

おりましたが、がんセンターでは、臓器別ユニット外来の新規導入をおこない、

また外来化学療法センター、放射線治療部門、手術・デイサージャリーセンター、治験・臨床試験管理

センターとのさらなる協働をすすめてゆきます。 

また、さる2月7日には、多くの方々にご参加いただき、が

んセンター設立記念懇話会を開催させていただくことがで

きました。会では院内からのがん診療の現状についての一般

講演に引き続き、京都大学大学院医学研究科腫瘍薬物治療学

講座教授の武藤学先生より「京都大学がんセンターにおける

医療開発の取り組み」と題し、特別講演をいただきました。

さらにその後も意見交換会など、180名を超える関係各位に

ご参加いただきましたことをこの場をお借りしまして、お礼

申しあげます。 

がんセンターは平成25年4月より、本格稼働いたします。現在以下のMission＆Visionを掲げ、鋭意準

備中です。 

使命（Mission）：神戸市民に対して、最高水準のがん治療を施行するとともに、がんに関する相談支援

および情報提供をおこなう。 

活動目標（Vision）：神戸市民のために、連携施設/機関と協働して、地域で完結する高度ながん治療を提

供し、信頼のおけるがん情報を発信し、患者さん、ご家族の皆さんが、がんに負けない治療をおこない

つつ、自分らしい生き方ができるよう支援する。 

これからも、さらなる環境作りを推し進め、各診療科・地域の皆様方との連携の下、より良質で安全

ながん医療を提供するべく、がんセンターの運営に努めてまいりたいと存じます。今後ともどうぞよろ

しくご指導のほどお願い申しあげます。 
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がんセンター長就任のご挨拶      がんセンター長 兼 腫瘍内科部長  辻 晃仁 

講演の様子 

  　・がんセンター長、小児科部長、新生児科部長就任のご挨拶 ・病診連携アンケートにご協力いただきありがとうございました

  　・地域医療支援事業運営員会を開催しました
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平成25年2月1日付で小児科部長に就任いたしました 鶴田
つ る た

 悟
さとる

 です。 

当地での勤務は初めてですが神戸は高校生活3年間を過ごした街であり、通

勤途中など折々青春時代を懐かしく思い出しております。他のスタッフに支え

てもらいながらできるだけ早く環境に慣れてお役に立てるように努力いたし

ます。 

専門領域は感染・免疫・アレルギー疾患で、小児では一般的な疾患である感

染症や喘息、アトピー性皮膚炎などのアレルギー疾患をカバーしていますし、

特殊な領域としては好中球系免疫不全（慢性肉芽腫症など）や膠原病も比較的

多く治療経験があります。小児科全体としては小児救急全般への対応はもちろん、各専門領域も整備し

ていけるようにスタッフの拡充をめざしています。 

近年小児科医療を取り囲む環境は大きく変化しており、良質のエビデンスに基づいた無駄のない、そ

して副作用の少ない医療が求められています。そのために以前にも増して患者さんの病歴、治療歴を正

確に把握することが重要になっており、病診連携の重要性はますます高まっています。これまで以上に

かかりつけ医の先生方や、地域の２次医療機関との連携を強化していく方針ですので、今後ともご指導、

ご協力よろしくお願いいたします。 

平成25年2月1日付で、新生児科部長を拝命いたしました 山川
やまかわ

 勝
まさる

 でござ

います。 

新生児科とは生まれたばかりの赤ちゃんを診療する部門です。一般の方々の間

では、「お産は病気ではない」といわれるように、出生とは無事で当然なことと

思われがちですが、実は想定外の突発事態に満ちた人生最大のチャレンジで、新

生児の1割は呼吸開始に何らかの助けを、そして1%は本格的な蘇生を必要としま

す。 

新生児科においては、このような救急医療にはじまり、重症呼吸器・循環器疾

患などに対する集中治療、急性期を乗り越えた赤ちゃんの成長を促す養育医療など、多様な医療が展開

されます。一方、重症疾患を合併した母体の救命に対し、産科救急、母体胎児集中治療室（MFICU）に

加え、救命救急センター、成人内科・外科、集中治療科が完備した中央市民病院が帯びる使命は大変重

要であり、新生児科がそれをバックアップすることによって周産期センターとしての機能が完結します。 

新生児科医の確保は必ずしも容易ではありませんが、小児科・産科スタッフ一丸の協力および兵庫県

立こども病院をはじめとする関連施設との密接な連携のもとに、神戸市の周産期医療に貢献していきた

いと願っております。また、地域小児科クリニックの先生方には、当院出生児の予防接種等日常のご診

療で大変お世話になるかと存じます。何卒宜しくお願い申しあげます。 

 

新生児科部長就任のご挨拶               新生児科部長  山川 勝 

小児科部長就任のご挨拶                 小児科部長  鶴田 悟 
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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。 

 平成24年12月から平成25年1月にかけて、神戸市内の診療所の先生方を対象として病診連携アンケート

を実施させていただきました。先生方におかれましては、ご多忙にも関わらずご協力をいただき、誠に

ありがとうございました。 

いただいたご回答は現在集計しておりますので、まとまりましたら改めて皆様にご報告させていただ

きます。また、いただいた貴重なご意見をもとに、改善点を検討し、神戸市の基幹病院として更なる地

域連携の推進に努めてまいりますので、今後ともよろしくお願い申しあげます。 

平成24年12月26日に当院1階講堂において、「平成24年度神戸市立医療センター中央市民病院地域医療

支援事業運営委員会」（委員長：置塩隆先生（神戸市医師会副会長））を開催しました。当委員会では、

病診病病連携の実績など当院の地域医療支援病院としての活動について報告するとともに、神戸医療圏

における地域医療の充実のために当院が果たすべき役割について、委員の方々からご意見をいただいて

います。 

 今回の運営委員会では 

・在宅医療の重要性が益々高まっている中、地域の医師会の在宅医療推進事業に参加・協力してい

くべきである。 

・在宅医療への対応は大変重要であるが、中央市民病院には、救急医療・高度医療・急性期医療を

担うという本来の役割がある。地域の医療機関ともよく連携して、そちらの充実にも力を入れて

ほしい。 

・地域連携パスは、地域で医療・介護の関係者がそれぞれの役割を分担し、お互いに情報を共有す

ることができる。医師と医師、病院と診療所、病院と病院の関係が目に見えてくるので、積極的

に導入してほしい。 

・地域医療支援病院として、もっと一般向けにPRしていく必要がある。病診連携の実態や病院の機

能分担については、まだまだ一般的に知られていない。 

・地域医療従事者の研修については、医師・看護師・コメディカルについてはもちろんであるが、

介護職を対象とした研修にも取り組んでほしい。 

・病診連携アンケートについては、よく解析して、今後の地域連携に生かしてもらいたい。 

などのご意見をいただきました。 

これらのご意見を踏まえ、今後も地域の医療機関の皆様方との

協力関係を深めていくとともに、施設・設備の共同利用、カンフ

ァレンスや研修会・講演会の開催などを通して、地域医療支援病

院として神戸の医療を共に支えてまいりたいと考えておりますの

で、今後ともよろしくお願い申しあげます。 

 

地域医療支援事業運営委員会を開催しました        地域医療連携センタ― 

運営委員会の様子 

病診連携アンケートにご協力いただきありがとうございました    地域医療連携センタ― 
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■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。） 

 

■患者教室 

どなたでもお越しいただけます。患者さんに広くご案内くださいますよう、よろしくお願いいたしま

す。（事前申し込みは不要です。参加費無料です。） 

当院医師の異動                               （平成 25 年 2 月 1 日まで） 

名称 開催日時 開催場所 内容 問い合わせ先

中央区小児科医会
症例検討会

3月28日(木)
15:30～16:30

当院
3階会議室

10番

「アレルギーは予防できるか
　　　　　　　　　～衛生仮説のその後～」
演者：当院小児科部長　鶴田　悟

小児科
副医長　田中　裕也
078-302-4321（代表）

皮膚科地域合同
カンファレンス

3月28日(木)
19:00～21:00

当院
1階講堂

【症例提示】
「最近当院で経験した臍部皮膚腫瘍」
演者：当院皮膚科部長　長野　徹

【特別講演】
「虫による皮膚疾患：最近の話題」
講師：兵庫医科大学皮膚科学准教授
　　　夏秋　優　先生

皮膚科
部長　長野　徹
078-302-4321（代表）

がん診療
オープンカンファレンス

年4回
（6月、9月、
12月、3月の
第2木曜日）
18:00～19:00
開催予定

当院
1階講堂

※6月は腫瘍内科に関するテーマで開催する予定
です
※9月以降は内容未定です

地域医療連携センター
小林
078-302-4321（代表）

名称 開催日時 開催場所 内容 問い合わせ先

消化器病教室
4月11日(木)
14:00～16:00

当院
1階講堂

【テーマ：肝臓の病気】
「ウイルス性肝炎の治療-現状と今後の展望-」
講師：当院消化器内科医長　杉之下　与志樹

「インターフェロン治療について-最新の話題-」
講師：当院薬剤師

「肝臓をいたわる食事」
講師：当院管理栄養士

消化器内科
部長　猪熊　哲朗
078-302-4321（代表）

らくらく呼吸教室
5月2日(木)
13:00～15:00

当院
1階講堂

内容：運動療法
　　　（筋力トレーニング、ストレッチ）②
講師：当院呼吸器内科副医長　中川　淳
　　　当院理学療法士　      門　浄彦

呼吸器内科
医員　永田　一真
078-302-4321（代表）

月日 診療科名 補職名 氏名 月日 診療科名 補職名 氏名

2月1日 がんセンター
センター長
（兼　腫瘍内科部長）

12月31日 形成外科 医長 間藤　尚美

2月1日 小児科 部長 鶴田　悟 1月31日 心臓血管外科 医長 藤原　洋

2月1日 新生児科
部長
（医長より昇格）

山川　勝

2月1日 小児科・新生児科
参事
（兼　感染症科部長）

春田　恒和

採　　　用　　　等 退　　　職


