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お薬手帳 

ホットラインのより迅速な対応に向け、電話番号を8月1日より下表のとおり変更いたします。脳卒中・

胸痛患者さんの緊急時のご相談は、担当医が24時間体制で対応いたしておりますので、ホットラインで

ご連絡ください。 

 変 更 前 変 更 後 

脳卒中ホットライン 090-8885-0351 ０７８－３０２－８０３０ 

胸痛ホットライン 090-7098-3391 ０７８－３０２－６１６２ 

当院では、入院が決定した患者さんを対象に、入院前検査センターで医療スタッ

フがオリエンテーションを行っています。このセンターでは、薬剤師も周術期の薬

剤管理を目的に、抗血栓薬を中心とした常用薬を確認しています。このような場面

では、患者さんの服薬に関する情報をいかに正確かつ迅速に把握するかが課題とな

ります。さらに、最近では、後発医薬品（ジェネリック医薬品）が普及し、院外処

方箋に記載された薬剤と異なる名称の薬剤が交付されるようになったため、薬剤の

鑑別が必要となるケースも増加しました。こうしたケースに対応するための有用な

ツールとなるのがお薬手帳です。 

お薬手帳の利点として、投薬歴の管理、重複投与・相互作用の確認、副作用の回避などが挙げられ、

ひいてはリスク回避、QOLの向上などにつながります。 

 平成23年に発生した東日本大震災では、当院から2ヶ月にわたって、宮城県

南三陸町に救護班を派遣しました。現地でも、普段から服用されている薬の

情報を得ることに大変な労力を必要としましたが、医療情報を集積・共有す

る媒体として、お薬手帳を活用することができました。また、お薬手帳を利

用した患者さんへの医療情報の開示により納得・安心して医療を受けること

につながるなど、その有用性が改めて認識されました。 

患者さんをご紹介いただく際には、お薬手帳の携帯をご指導いただきます

よう、お願いいたします。 
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脳卒中・胸痛ホットラインの電話番号の変更     

お薬手帳持参の啓発のお願い        薬剤部副部長代行 北田 徳昭 

お薬手帳の携帯啓発ポスター 

循環器内科部長 古川 裕 
脳神経外科部長 坂井 信幸 

    　・脳卒中・胸痛ホットラインの電話番号の変更  ・お薬手帳持参の啓発のお願い

       ・経カテーテル大動脈弁植え込み術(TAVI)の開始  ・心血管撮影装置の導入

　    ・地域医療支援事業運営委員会を開催しました  ・らくらく呼吸教室のご案内

　    ・学術集談会、オープンカンファレンスのご案内

第 ４ ４ 号 の 主 な ト ピ ッ ク ス
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カテーテル大動脈弁植え込み術(Transcatheter Aortic Valve Implantation: TAVI)は、開心術のリスクが高

い大動脈弁狭窄症に対する低侵襲治療です。大腿動脈や左室心尖部などからアプローチし、小さく折り

たたまれた人工弁を、カテーテルを用いて心臓まで持ち込み、バルーンで拡張して大動脈弁に植込みま

す。すでに、ヨーロッパ、北米を中心に9万人以上の患者さんに施行されています。 

日本でも、本年6月にSapien XT®の薬事承認が得られ、早ければ本年秋頃の保険償還が見込まれていま

す。ハイブリッド手術室を有する当院はTAVI治療の認定基準を満たしておりますので、循環器内科、心

臓血管外科、麻酔科などからなるハートチームでTAVIを開始いたします。症状を伴う重症の大動脈弁狭

窄症があり、高齢や低左心機能、呼吸不全等の合併症、開心術の既往などのために外科手術のリスクが

高い人が対象となりますが、この治療が可能かどうかは事前に詳細な検査を行った上で決めます。また、

外科手術のリスクが低く安全に行われると判断された方

や、透析患者さんは対象になりません。 

ハイリスクのため外科手術困難な重症大動脈弁狭窄症

患者さんがいらっしゃいましたら、ご紹介をよろしくお

願い申しあげます。 

相談窓口：循環器内科医長・心臓センター長 

江原 夏彦（火曜日外来） 

 

平成25年4月よりSIEMENS社の心血管撮影装置Artis zee BC

を新規導入しました。 

これによりIVRセンターは、循環器専用血管撮影装置3台、

脳血管専用血管撮影装置 2台、腹部四肢血管撮影装置

（IVR-CT）1台の計6台での運用となりました。 

平成24年度はIVRセンター全体として約3,700件のカテーテ

ル検査・治療を行っており、全体の約1割が救急関連、全体

の約半数が循環器内科関連です。 

新装置は７インチのフラットパネル搭載バイプレーン装

置で、各種画像処理機能などの充実により、より少ない被ばくで画像を得ることができます。また52イ

ンチのラージディスプレイにはIVUSやPACS画像などのマルチモダリティ表示が可能で、画像の拡大やレ

イアウトも任意に選択することができます。 

IVRセンターでは1年を通じ24時間、救急を受け入れる体制を整えております。新装置の稼働でさらに

迅速で効果的な急性期対応に力を入れることが可能となり、これからも地域医療の拠点として地域の皆

様の医療に貢献できるよう努めてまいります。 

映像医学部門 IVR センターに心血管撮影装置を導入しました 

経カテーテル大動脈弁植え込み術(TAVI)の開始   
循環器内科部長  古川 裕 
心臓血管外科部長 小山 忠明 

放射線技術部主査 
耕田 隆志 
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7月24日に当院で「平成25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、当院の地域医療支援病院とし

ての活動についてご意見をいただきました。 

・救急医療においても病院の機能分担と連携が進み、中央市

民病院の救急患者に占める紹介患者、入院患者の比率が上

がっていることは望ましいことである。二次救急の輪番病

院も含めた市内の医療機関全体で対応していかなければならない。 

・病床利用率が非常に高いが、無理な病床運営で患者さんに負担がかかることがないようにお願いした

い。 

・返書の作成については、医療機関同士の信頼関係を保つために、若い医師にしっかりと教育してほし

い。 

・転院などで、紹介元以外の医療機関に患者さんを紹介する場合は、紹介状に最初の紹介元をわかりや

すく明記するなど、患者さんが最終的には、もとの医療機関で診てもらえるよう配慮する必要がある。 

・FAX予約の返信は、紹介元の医療機関で患者さんをできるだけお待たせしない方がよいので、早く送

るよう努力してほしい。 

・病診連携アンケートの自由意見については、アクセスの問題などすぐに対応できないものもあるが、

ご意見をしっかりと受け止めてできるだけの対応をしてほしい。 

・地域包括ケアシステムの構築には、介護と医療の連携も重要である。また、地域の医療連携には病病

連携が欠かせない。そうした連携に地域の医師会とも協働し、基幹病院として参画してほしい。 

・ホームページがリニューアルされて、大変見やすくなったが、ボランティアのページの入り方は分か

りにくくなった。せっかくコンテンツが充実しているので、アクセスしやすいように工夫してほしい。 

などのご意見を踏まえ、さらなる機能強化、充実に努めてまいります。 

今後も地域医療支援病院として、地域医療機関との関係を深め、神戸の医療を共に支えてまいりますの

で、よろしくお願い申しあげます。 

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（事前申込みは不要です。参加費無料です）。 

なお、受付は12時30分～、開催時間は13時～15時、開催場所は当院1階講堂です。 

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ー 

 

らくらく呼吸教室のご案内           呼吸器内科部長 富井 啓介 

日 内容 講師（いずれも当院スタッフ） 問い合わせ先

 9月5日(木)
運動療法
（筋力トレーニング、ストレッチ）②

呼吸器内科後期研修医　藤本　大智
理学療法士　     　　 門　浄彦

10月3日(木) 日常生活での動作の仕方
呼吸器内科副医長　　　大塚　今日子
作業療法士　     　　 小林　正樹

11月7日(木) 栄養、日常生活での注意
呼吸器内科医員　　　　松本　健
管理栄養士　     　　 岩本　昌子
看護師     　　 　　　青田　みさき

12月5日(木) 肺の病気に使う薬、吸入薬
呼吸器内科医員　　　　永田　一真
看護師     　　 　　　調整中
薬剤師　　　　　　　　調整中

呼吸器内科
医員　永田　一真
078-302-4321（代表）
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■病診病病連携学術集談会「神戸市における感染症の実態と今後の感染症診療に向けて」 

感染症対策においては地域のネットワークや関係機関の連携が極めて重要であり、我々はそのことを

平成21年に国内初発の新型インフルエンザ対策を通じて経験したところです。その連携のさらなる強化

に向けて、現在の神戸市を取り巻く感染症の状況や医療現場における感染症予防の取り組みについてあ

らためて認識を共有し、今後の感染症診療を考える機会として、一般社団法人神戸市医師会、神戸市、

市民病院群の共催で、学術集談会を開催いたします。 

１ 日 時 平成25年8月22日（木） 18：30～21：30 

２ 場 所 神戸市医師会館 

３ 内  容 【第1部 講演会】 

基調講演「抗菌薬の適正使用について」 

講   師：神戸大学大学院医学系研究科感染治療学分野  岩田 健太郎  教授 

パネルディスカッション 

座   長：当院        春田 恒和  感染症科部長 

パネリスト：神戸市医師会    佐野 公彦  公衆衛生委員会担当理事 

      神戸市保健福祉局  白井 千香  医務担当部長 

      当院        井 朝子  感染症センター長 

           【第２部 交流会】 

■オープンカンファレンス（事前申込みは不要です。参加費無料です。） 

学術集談会、オープンカンファレンスのご案内 

当院医師の異動 

月日 診療科名 補職名 氏名 月日 診療科名 補職名 氏名

7月1日 心臓血管外科 医長 佐地　嘉章 6月30日 心臓血管外科 副医長 村下　貴志

採　　　用 退　　　職

名称 開催日時 開催場所 内容 問い合わせ先

中央市民病院
歯科口腔外科

オープンカンファレンス

9月 7日（土）
16:00～17:30

当院2階
特別

会議室

テーマ：「今、求められる歯科医師のキャリアとは？」
講師：神戸常磐大学口腔保健学科教授
　　　足立　了平　先生

歯科・歯科口腔外科
医長　谷池　直樹
078-302-4321（代表）

第17回　中央市民病院
びまん性肺疾患勉強会

9月14日（土）
14:00～17:00

当院
1階講堂

テーマ：びまん性肺疾患の診断
VATS症例を中心に、びまん性肺疾患の診断について症例検討しま
す。
ゲスト：天理よろづ相談所病院放射線科部長
　　　　野間　惠之　先生
　　　　国立病院岡山医療センター臨床検査科科長
　　　　山鳥　一郎　先生

呼吸器内科
部長　富井　啓介
078-302-4321（代表）

第112回　腹部超音波
オープンカンファレンス

9月19日（木）
18:30～20:30

当院
1階講堂

【症例提示】
1）「大腸病変における周囲脂肪織の炎症と癌浸潤」
　　当院臨床検査技師　成田 祐美
2）「慢性膵炎（炎症性線維性腫瘤）の一切除例」
　　同　　　　　　　　菅原 雅史
3）「大腸癌の二切除例；US像と組織像」
　　同　　　　　　　　荒木 直子
【ミニレクチャー】
 　「小腸の炎症性病変と腫瘍性病変」
　　同　　　　　　　　岩崎 信広

臨床検査技術部
杤尾
078-302-4321（代表）


