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地域医療連携センターでは，地域の医療機関の皆様から，さまざまなお問い合わせをいただいており

ますが，過去にご案内した電話番号で皆様にご迷惑お掛けすることがございました。

今後は，以下の電話番号におかけいただき，『地域医療連携センター』とお申し付け下さい。

お手数をお掛けいたしますが，お控えいただいております当センターの電話番号をご訂正いただきま

すようお願い申し上げます。

なお，紹介患者さんのFAX予約，緊急に診療・相談が必要な患者さんのご紹介については，従来どお

り変更はございません。 

地域医療連携センター：TEL(078)302-4321（代表）／FAX（078）302-4424 

◆FAX予約の申し込み・問い合わせ

地域医療連携センター【FAX予約】

◆緊急に診療・相談が必要な患者さんのご紹介 ※

平日 9:00～ 17:00 地域医療連携センター

平日 17:00～ 9:00
及び土日祝日の終日

救急外来受付

※ この連絡先は医療機関専用ですので，患者さんには知らせないでください。

去る9月8日に、当院で「平成28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：岡田泰長

先生（神戸市医師会副会長））を開催し、当院の地域医療支援

病院としての活動報告として、病診病病連携の実績、紹介患者

の診療体制、施設の共同利用状況、救急医療体制の確保、連携

登録医の現状等についてご報告し，委員会より以下のご意見を

いただきました。  
・社会保険労務士によるがん患者の就労支援を開始された

ことは非常に望ましいことである。がん患者の就労支援に

ついては，神戸市のがん対策推進懇話会でも大きなテーマ

となっており，今後もがん患者の支援を進めてほしい。 
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・社会保険労務士によるがん患者の就労支援について，若いがん患者の就労や雇用についても問題と

なっているため，積極的な取り組みを進めてほしい。 
 

・第二救急病棟の開設により救急外来における入院待機患者数は減少しているが，入院待機時間が変

わっていないので，その原因分析と対策を検討する必要がある。 
 

・退院支援が必要な患者について，入院中の全患者に対してスクリーニングを実施し，退院支援員が

介入した割合を把握していく必要がある。 
 

・国の方針で病院機能の分担と地域連携が必要なことは理解しているが，早期退院して在宅に帰る患

者や家族にとっては様々な事情や不安もある。これからも地域の医療機関との連携を密にし，患者

や家族との信頼関係に基づいた退院支援に取り組んでほしい。 
 

・神戸市では市内各区に医療・介護連携センターの設立を予定しており，地域の医療・介護資源を把

握し，退院調整を支援するなど，地域包括ケアの推進を図っている。現在は中央区を含む 4 か所に

設立しており，段々と相談件数も増えてきている。中央市民病院でも医療・介護の連携を推進して

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，よろしくお願いいたします。 
 

 

恒例の地域連携懇話会を今年も開催させていただきます。当院の医師も各診療科からまいりますので、

「顔が見える連携」の機会として、多数ご参加いただき、ご意見を拝聴し、また、交流を深めさせてい

ただければと存じます。ご多忙のところ恐れ入りますが、是非ご参加いただきますようご案内申しあげ

ます。

１ 日時 平成28年11月17日（木）18：00～20：30 
２ 場所 神戸ポートピアホテル 南館1階 大輪田の間

３ 内容 ＜第１部：講演会＞ 18：00～19：30 
・院長挨拶

・講演「当院における精神科身体合併症病棟の運用を始めて」

講師：北村 登 精神・神経科部長

・講演「第二救急病棟始動」

講師：有吉 孝一 救急科部長

・講演「神戸市医師会が担う初期救急の役割」

講師：神戸市医師会 救急担当理事

近藤内科クリニック院長 近藤 誠宏 先生

・新任部長紹介：安井 久晃 腫瘍内科部長

＜第２部：意見交換会＞ 19：30～20：30 

参加をご希望の方は3ページにございます参加申込書に必要事項をご記入いただき （ ）

にてお送りください。

地域連携懇話会のご案内 地域医療連携センター
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神戸市立医療センター中央市民病院 
地域連携懇話会（平成２８年１１月１７日(木)） 

参加申込書 
 

締切日：平成２８年１１月４日(金) 
 

医療機関名  
☐ 医院 ☐ 診療所 

☐ クリニック ☐ 病院 

所 在 地 神戸市     区 

電話番号   

【 参加者 】 

氏名 職種 
診療科 

所  属 
役職 

意見交換会 

（〇印をご記入ください） 

    
参加 ／ 不参加 

    
参加 ／ 不参加 

    
参加 ／ 不参加 

    
参加 ／ 不参加 

    
参加 ／ 不参加 

講師へのご質問

がございました

ら、ご記入くだ

さい。 

 

FAX：078-302-4424 
E-mail：renkei@kcho.jp 
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月日 診療科名 補職名 氏名 月日 診療科名 補職名 氏名

5月1日 産婦人科 副医長 小林　昌史 5月31日 麻酔科 副医長 堀　泰雄

5月1日 産婦人科 専攻医 増田　望穂 6月30日 泌尿器科 副医長 矢野　敏史

6月1日 腫瘍内科 部長 安井　久晃 7月8日 初期研修医 初期研修医 馬場　皆人

7月1日 泌尿器科 副医長 土肥　洋一郎

採　　　用 退　　　職

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

（ ）に掲載しております。

「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。

読者の皆様ならびに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

区 連携登録医療機関名 住所

東灘区 あんしんクリニック住吉 住吉本町1-1-2JR住吉駅NKビル１F

東灘区 甲南やまゆりクリニック 甲南町3-2-2la Galette 4F

東灘区 のだ歯科医院 岡本1-11-29ツインコート岡本１F

東灘区 はせがわ耳鼻咽喉科クリニック 御影2-8-11

東灘区 やました皮フ科 住吉宮町4-4-1　KiLaLa住吉203

灘区 かたの歯科医院 薬師通1-1-10

中央区 黒田歯科医院 京町26-1明海三宮ビル3F

中央区 武富整形外科 中山手通1-24-4ドラゴンズビル４F

中央区 日髙歯科 下山手通4-6-11エクセル山手1F

中央区 松井歯科医院 多聞通5-1-5福興ビル1階

北区 かとうレディースクリニック 藤原台中町1-2-1北神中央ビル307号

北区 増田耳鼻咽喉科医院 鈴蘭台東町4-4-9

西区 にしもとクリニック 井吹台北町2-17-12

区別住所50音順で掲載しております。

誤）垂水区 竹森レディースクリニック 磯上通7-1-8

正）中央区 竹森レディースクリニック 磯上通7-1-8

新規連携登録医療機関のご紹介 （平成 年 月～ 月）

当院医師の異動 （平成 年 月～ 月）
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