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 謹んで新年のご挨拶を申しあげます。 

旧年中は、地域の医療機関の皆様方には大変お世話になり、心から

感謝申しあげます。早いもので、私こと、昨年9月には神戸に赴任い

たしましてから5年を過ぎ、6年目を迎えました。平成23年7月に新病

院移転以来、皆様のおかげをもちまして、比較的順調に急性期の医療

のみならず高度医療など当院の役割を果たすことができたのではと

考えております。昨年は、救急車の受け入れが約9,000台となり、また

手術件数につきましては12,000件を超える状況であります。ご心配を

おかけしておりました小児科も、神戸大学をはじめ複数の医療機関からのご支援をいただきながら皆様

のご要望にお応え出来ておりますこと、心から感謝申しあげます。小児科の医師数が一昨年の状態（12

名）まで戻りました。本年も複数の小児科医が赴任予定となっております。さて、この間、脳卒中・胸

痛ホットラインの運用見直しによる救急対応の迅速化を図り、免疫血液内科の再編（血液内科の独立、

また免疫・膠原病は総合診療科が担当科）、がんセンターにおける臓器別ユニット外来の開設による専門

性の高い医療の充実など、新しい試みをしながら、地域の先生方のご要望やご期待に応えられるように

努力を重ねてまいりました。また、4月には総合周産期母子医療センターの指定を受け、小児・周産期医

療の充実にも努めるなど、当院の診療機能をより高めるべくスタッフ一同邁進してまいりました。連携

医療機関は864施設、連携登録医の先生方が1,054人に達するなど、地域の先生方からの多大なるご理解と

ご支援を賜りました。 

 当院の病床利用率は、95％を超えるという昨年同様の極めて高い水準で推移しており、かつ在院日数

も11.5日前後と非常に忙しい状態で病院運営をしなければならない状況にあります。患者さんの高齢化が

進んだ結果、複数の合併症を抱えた患者さんが増加しており、病床の確保が厳しい現実にありますが、

当院の使命である「断らない救急医療」の実行に向けて更なる努力をする所存であります。そのために

は、地域の医療機関の皆様方とのより一層の連携が不可欠であります。急性期の医療を終えた患者さん

が安心して継続的に地域で医療が受けられるように、神戸医療圏の連携医療機関の皆様方や連携登録医

の先生方、また神戸市民間病院協会に所属されている病院関係者の方々との病病・病診連携をさらに一

層深めさせていただければと考えております。そのために、意見交換の場が非常に重要でありますので、

その充実を図りながら、相互の信頼関係、協力体制を構築していきたいと考えておりますので、一層の

ご理解をお願い申しあげます。 

 今後とも神戸市の基幹病院として、また、神戸圏域における地域医療支援病院として、地域の皆様方

のご要望やご期待に可能な限り応えられるように努力を重ね、神戸市民の最後の砦としての役割を果た

していく所存でございます。本年も引き続き、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申しあげます。 
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新年のご挨拶               神戸市立医療センター中央市民病院院長 

 

 

※平成 25 年 8 月 1 日よりホットラインの番号を変更いたしました 

胸痛ホットライン 078-302-6162  脳卒中ホットライン 078-302-8030 

    ・新年のご挨拶  ・ダヴィンチの導入

    ・総合周産期母子医療センターについて  ・総合脳卒中センター開設10周年を迎えて

第 ４ ６ 号 の 主 な ト ピ ッ ク ス
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ダヴィンチは米国Intuitive Surgical社製で、術者は操作用

のコンソールに座り、拡大された3DのHDビジョンの画面を

見ながら、カメラと3本のアームを、手足を使って操作しま

す（図1）。自由度がひとつ多い手首を持つEndowristにより

あらゆる方向の切開や縫合が可能となり、あたかも自分の

手が患者の体の中にあるようなイメージで手術ができます

（図2）。また手ぶれを吸収する装置もついており、通常の

指の動きで顕微鏡下手術のような繊細な手術が可能です。

平成25年11月の時点で、国内に144台導入されています。 

現時点では前立腺癌手術にだけ内視鏡手術用支援機器加算（54,200点）が認められています。当科では

これまで400例を超える腹腔鏡下前立腺全摘除術を行っておりま

すので、この経験を生かして制癌と機能温存の向上を目指したい

と思っております。 

ダヴィンチを使用した腹腔鏡下前立腺全摘除術は、本年1月より

開始いたします。対象となる患者さんがいらっしゃいましたら、

ご紹介いただけますようよろしくお願いいたします。 

 

 

当院は平成25年4月、兵庫県で2番目の総合周産期母子医療センターとして指定を受けました。私共の

周産期センターは、一般産科病棟26床、母体胎児集中治療室 MFICU6床と新生児センター（新生児集中

治療室 NICU 9床および新生児回復治療室 GCU12床）から構成

されております。当センターは母体合併症の治療・管理を最も

重要な使命として、救命救急センターや内科・外科・精神科な

ど多くの専門科のバックアップのもとに、様々な合併症を持つ

妊婦さんが安心して健診・分娩していただける体制を目指して

おります。平成26年は、帝王切開が必要と決定してから15分以

内の児の娩出を目指す『超緊急帝王切開』施行体制強化をプロ

ジェクトとして、センタースタッフ一丸となってトレーニング

に取り組んでいきます。 

 また、ハイリスクの母体から出生する赤ちゃんは、早産、低体重、新生児仮死など出生直後から集中

治療を必要とする場合も多く、母子分離や育児不安がご家族の大きなストレスとなります。当センター

NICUでは、早期からのご両親の接触（タッチング）やカンガルーケアを進め、親子関係確立のサポート

に努めております。またGCUでは、退院後の育児技術獲得を支援するため、専門看護師をはじめとする

スタッフのきめ細かい指導のもとに母子同室による育児体験の場を提供しており、ご家族と赤ちゃんに

やさしい新生児医療を心がけています。 

平成26年2月15日には第１回オープンカンファレンスを予定しており、地域の先生方との連携を深め、

皆様方とともに神戸の周産期医療を支えてまいりたいと考えておりますので、今後ともご指導のほどよ

ろしくお願い申しあげます。 

                                泌尿器科部長 川喜田 睦司 

図１ 

図 2 

超緊急帝王切開シミュレーションの風景 

ロボット支援（ダヴィンチ）腹腔鏡下前立腺 
全摘除術を平成 26 年 1 月より開始します 

総合周産期母子医療センターについて    
産婦人科部長  北  正人 
新生児科部長  山川 勝 
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救急医療は当院の最も重要な使命であり、中でも脳卒中は当院の救急医療の中心課題として、以前か

ら積極的に取り組んできました。平成16年1月からは脳卒中センターを設け、神経内科と脳神経外科が一

体となって高度の内科・外科・血管内治療を常時展開しています。当院の脳卒中センターは、おかげさ

まで、このほど開設10周年を迎えました。救急・看護・放射線・リハビリなど脳卒中診療を支えるすべ

ての専門的職種が脳卒中医療に関与し、地域医療連携・教育・学術活動にも積極的に取り組んでおり、

平成25年1月からは「総合脳卒中センター」と改称しました。 

断らない救急の実践の結果、診療実績は年々充実し、平成24年にはクモ膜下出血65、脳出血199、脳梗

塞421など約700名の患者さんが発症直後に当院に入院しています。また脳神経専用の血管造影装置を複

数整備し、積極的に血管内治療を

活用する新時代の脳卒中診療を行

ってきたことは教育・学術面で高

く評価され、教育セミナーの開催

や学会論文発表にも積極的に取り

組んできました。これも、患者さ

んをご紹介いただき、また、初期

治療終了後の機能訓練や維持期医

療、再発予防にご尽力いただき、当院とともに神戸の脳卒中診療を担っていただいている地域の先生方、

とりわけ神戸広域脳卒中地域連携協議会の皆様のおかげであり、平素からのご支援ご協力に厚くお礼申

しあげます。 

昨年11月28日には、脳卒中センター開設10周年に先立

ち、神戸ポートピアホテルにおいて地域連携懇話会を開

催しました。まずはじめに、当院の藤堂SCU室長が「脳

卒中救急の実績」について報告し、続いて私から「脳卒

中になっても困らない街をめざして 総合脳卒中セン

ターの取り組み」と題してお話をさせていただきました。

当日は200名を超える方々にご参加いただき、代表症例

を交えながら脳卒中センターの取り組みをご紹介させ

ていただきました。第2部の意見交換会にも多くの方々

にご参加いただき、相互に交流を深めるなかで、改めて

皆様のご協力のおかげで当院の脳卒中診療が成り立っていることを強く感じました。ご参加いただいた

皆様に、この場をお借りしましてお礼申しあげます。 

当院総合脳卒中センターは、24時間体制での脳卒中救急診療、様々な専門職種の常駐と高度医療機器

の常時運用による迅速かつ的確な専門的治療に取り組む以外に、脳卒中診療に携わる医師、看護師、技

師、救急関連スタッフ、市民に対する教育や、学術振興に寄与することにも力を注いでいます。患者さ

んにとってより効果的な診療を提供し続けることができるよう、そして神戸市域の脳卒中診療の中核を

担う病院として、これまで以上の力を発揮していけるようスタッフ一同邁進してまいりますので、今後

とも当院の診療にご理解とご協力をいただけますよう、よろしくお願いいたします。  

総合脳卒中センター開設 10 周年を迎えて     脳神経外科部長 坂井 信幸 

講演会の様子 
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■オープンカンファレンス（開催場所はいずれも当院1階講堂です） 

■らくらく呼吸教室 

COPDや間質性肺炎などの呼吸器疾患をもつ患者さんにご案内ください。事前申込みは不要、参加費無

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

脳卒中センター開設 10 周年を迎えて            脳神経外科部長 坂井 信幸 

当院医師の異動              （平成 26 年 1 月 1 日付採用） 

オープンカンファレンス等のご案内 

診療科名 補職名 氏名 診療科名 補職名 氏名

臨床病理科 医員 上原　慶一郎 総合診療科 副医長 蓮池　俊和

日 内容 講師（いずれも当院スタッフ） 問い合わせ先

1月9日(木) 運動療法（筋力トレーニング、ストレッチ）①
呼吸器内科後期研修医　玉井　浩二
理学療法士　     　　 門　　浄彦

2月6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　川村　卓久
理学療法士　     　　 門　　浄彦

3月6日(木) 日常生活での動作の仕方
呼吸器内科後期研修医　藤本　大智
作業療法士　     　　 小林　正樹

4月3日(木) 栄養、日常生活での注意
呼吸器内科後期研修医　大歳　丈博
管理栄養士     　　 　岩本　昌子
看護師　　　　　　　　調整中

5月1日(木) 肺の病気に使う薬、吸入薬
呼吸器内科後期研修医　清水　亮子
薬剤師　　　　　　　　調整中

呼吸器内科
医員　永田　一真
078-302-4321（代表）

名称 開催日時 内容 問い合わせ先

第9回
神戸港島地域連携呼吸器
カンファレンス

1月16日（木）
19:30～21:00

【講演】
「病病連携呼吸器リハビリテーションプログラム
　－COPD・間質性肺炎について－」
　演者　当院呼吸器内科副医長　中川　淳

【症例検討会】
「肺癌4症例」「サルコイドーシス」「T-cellリンパ腫」「骨肉腫」

呼吸器内科
部長　富井　啓介
078-302-4321（代表）

CPAカンファレンス
2月7日（金）
18:00～20:30

【症例検討会】「乳幼児の突然死」
　演者　兵庫県監察医務室監察医務官　長崎　靖　　先生
　　　　当院臨床病理科部長　　　　　今井　幸弘
　　　　当院救急部　　　　　　　　　杉村　朋子

【特別講演】「SIDSの病理」
　講師　大阪府立母子保健総合医療センター検査科　中山　雅弘　先生

救急部
副医長　園　真廉
078-302-4321（代表）

第1回
周産期医療センター
オープンカンファレンス

2月15日（土）
16:00～18:00

内容・講師：調整中
産婦人科
部長　北　正人
078-302-4321（代表）

第33回
眼科オープンカンファレンス

3月8日（土）
14:00～17:15

「緑内障診療の質向上に役立つ検査」
　講師　東北大学大学院医学系研究科
　　　　神経感覚器病態学講座・眼科学分野教授　中澤　徹　先生

眼科
副医長　亀田　隆範
078-302-4321（代表）

がん診療
オープンカンファレンス

3月13日（木）
18:00～19:00

「患者さんと共に歩む乳癌診療」
　講師　当院乳腺外科副医長　木川　雄一郎

地域医療連携センター
小林・甲賀
078-302-4321（代表）

【一般演題】
１）「腸回転異常症を背景に中腸軸捻転を発症した2例」
　演者　当院臨床検査技術部　登阪　貴子
２）「US画像から組織の弾性を診る－組織弾性を評価するポイント－」
　　　　同　　　　　　　　　中村　真実子
３）「当院における組織弾性イメージング検査の現況」
　　　　同　　　　　　　　　成田　由美

【講演】「明日から使えるエラストグラフィー」
　講師　近畿大学医学部附属病院消化器内科　矢田　典久　先生

1月23日（木）
18:30～20:30

第113回腹部超音波
オープンカンファレンス

臨床検査技術部
栃尾
078-302-4321（代表）


