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 謹んで新年のご挨拶を申し上げます。 

 旧年中は、地域の医療機関の皆様には大変お世話になり、心から感謝申し上げま

す。院長を拝命して二度目の迎春ですが経営は依然として厳しい状況が続いており、

今年も息の抜けない日々となりそうです。とは言え医療においては総じて活発な活

動が展開できており、神戸市民の負託に応えるべく職員一同元気に職務に邁進して

おります。当院の救命救急センターは平成 26 年度、27 年度と 2 年連続して日本一

の評価を厚生労働省から頂きました。毎年厚労省が全国 266 か所の救命救急センターを様々な指標の総

和でランク付けしているもので、「断らない救急」をめざして病院が一丸となって取り組んでいる最重要

課題でのこの結果を職員一同大変喜んでおります。救急医療は救命救急センターのみが担う業務ではな

く、当院ではむしろ各診療科の共感と積極的な関与が一体となった活動を実践しており、この点が高評

価の源泉と認識しています。 

 当院の救急医療を支えているもう一つの大きな力は、病病・病診連携であります。救急患者数・救急

車搬入件数は増加の一途をたどっており、限られた病床数で「断らない救急」を志向できるのは連携医

療機関のサポートがあってのことであります。地域医療構想において各医療機関の病床機能分担の明確

化が求められる状況の中で、我々は連携医療機関と一体となって「連携完結型医療」を実現したいと考

えています。これは例えば患者さんが次々と転院させられるというよりも、転院を、一つの大きな連携

医療機関群の中で、退院への出口に向かっての回復病棟への転棟と感じて頂ける、そのような血の通っ

た連携のありようです。地域医療機関の皆様のご理解とご協力をお願いしたく存じます。 

本年は先端医療センター病院の統合、（仮称）神戸アイセンター病院の設立と、当院の運営にとっても

大変重要な事業が予定されています。時期としては年末～年度末ごろと予想されますが、市民の皆様に

ご迷惑をかけないよう、そして事業完了後にはこれまで以上にご期待に応えられるような病院を目指し

たいと思っています。皆様には倍旧のご支援・ご指導を賜りたく、お願い申し上げます。 
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平成28年6月1日付で腫瘍内科部長として着任いたしました 安井 久晃 です。 

腫瘍内科医として化学療法および緩和ケアに携わってきました。 

私自身は消化器がんや原発不明がんなどを主な専門領域としておりますが、腫瘍

内科では固形がん全般について関連診療科と協力しながら集学的治療のサポートを

行っています。近年、分子標的薬や新しい免疫療法など専門的な知識や技能が必要

とされる抗がん薬が数多く登場しています。最良のがん診療を行うためには、全身

の腫瘍について臓器横断的な治療を習得し、多職種でそれを実践することに長けたがんの専門家がチー

ムの中心となることが期待されています。治療に難渋することの多い多臓器転移や合併症を有する進行

がん患者さんに対しても、関連診療科・多職種と連携したチーム医療のもと、質の高い（＝安全で快適

で効果が高い）診療が提供できるよう努力しています。 

当院は市民病院として包括的ながん診療を行うだけでなく、新しい治療を開発し社会に貢献する役割

も担っており、新薬の治験や多施設共同研究など非常にたくさんの臨床研究を行っています。また、平

成 29年 1月より固形がん組織を用いた網羅的遺伝子解析（がんゲノム検査）を導入します。治療のご相

談など是非お気軽にご連絡ください。 

進行がん患者さんの場合、地域医療機関との連携が特に重要となります。引き続き皆様のご理解なら

びにご支援ご協力を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

 

 

  11 月 17 日（木）神戸ポートピアホテルにおいて「地域連携懇話会」を開催いたしました。第 1 部

講演会 305 人(院外 195 人・院内 82 人・市民病院機構 28 人)・第 2 部意見交換会 205 人(院外 151 人・

院内 41 人・市民病院機構 13 人)と、多くの方々に足を運んでいただきました。 

ご参加いただきました医療機関の皆様には、ご多忙の中、誠にありがとうございました。 

 第 1 部の講演会では、坂田隆造院長の開催挨拶に始まり、精神・神経科部長の北村登医師が「当院に

おける精神科身体合併症病棟の運用を始めて」と題して、8 月よりオープンした身体合併症病棟につい

て講演しました。 

続いて救急科部長の有吉孝一医師が「第二救急病棟始動」と題して、精神科身体合併症病棟とともに

完成した第二救急病棟の運用について講演を行いました。 

そして今回は神戸市医師会救急担当近藤誠宏理事から「神戸市医師会が担う初期救急の役割」と題し

て、地域における神戸市医師会の役割や活動について講演いただきました。まさに地域と当院をつなぐ

懇話会となりました。 

部長就任のご挨拶                   腫瘍内科部長 安井 久晃 

 

地域連携懇話会開催報告                  地域医療連携センター 
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 第 2 部の意見交換会は、神戸市医師会置塩隆会長からご挨拶をいただき、神戸市民間病院協会の西昴

会長から乾杯のご発声を賜りました。第 1 部に引き続き多くの方々のご参加があり、当院職員とも活発

な交流・情報交換の場となり、今後より密接な地域連携を行ううえで貴重な機会になったことに、厚く

御礼申し上げます。 

これからも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に、関係機関の皆様とのコ

ミュニケーションを図ってまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

患者さんの支援体制の更なる充実をめざし、昨年 12 月 12 日に患者サポートセンターを設置しました。

当センターは当院２階の中心に位置し、看護師、医療ソーシャルワーカーが患者さんの様々な相談に対

応できる体制をとっています。 

かかりつけ医のご紹介、病気に関する医学的な質問や、医療安全にかかる相談、また生活上及び入院上

の費用負担等の様々なご相談にのっています。ぜひご活用ください。 

 

 

名称 開催日時・場所 内容 問い合わせ先 

第1回地域連携セミナー 

1月26日（木） 

18:00～19:30 

当院1階講堂 

【講演】 

『消化器癌診療の最前線～ESDからRFAまで』 

講 師：当院消化器内科部長 猪熊 哲朗先生 

『地域密着型診療から最先端治療まで』 

講 師：当院腫瘍内科部長 安井 久晃先生 

地域医療推進課 

都成・菅田・亘理 

TEL:078-302-4321(代表) 

心大血管疾患リハビリテ

ーション連携研究会 

1月27日（金） 

18:30～20:40 

当院3階リハビリテ

ーション室 

【講演】『臨床における実践的な物理療法～解剖学

を基礎とした施工方法～』 

講 師：地域医療機能推進機構 金沢病院 

   リハビリテーション士長 山崎 隆幸先生 

リハビリテーション技術部 

岩田 健太郎 

TEL:078-302-4321(代表) 

患者サポートセンターがオープンしました           地域医療連携センター 

オープンカンファレンスのご案内 
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区 連携登録医療機関名 住所

東灘区 神戸本山うめはなこどもクリニック 北青木2-1-32-1階

東灘区 産科婦人科ナカムラクリニック 御影本町2-9-1

東灘区 西口医院 本山南町4-2-3

東灘区 二星こどもクリニック 御影2-16-15

東灘区 松本みかげクリニック 御影郡家1-25-12

灘区 どい耳鼻咽喉科 友田町3-2-12

灘区 船曳耳鼻咽喉科医院 森後町3-5-41

中央区 石井歯科医院 港島中町3-2-6

中央区 旧居留地歯科 明石町31-1TESTA神戸居留地３F

中央区 こうべ神経内科ホームクリニック 多聞通2-4-4　

兵庫区 かなたクリニック 下祇園町29-7ｷｬｯｽﾙﾊｲﾂ平野1階A号

区別住所50音順で掲載しております。

 

 

 

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

（http://chuo.kcho.jp/professional/corporation_list）に掲載しております。 

 

 

 

第117回腹部超音波 

オープンカンファレンス 

2月23日（木） 

18:30～20:30 

当院1階講堂 

【テーマ】腫瘤性病変を見つけた場合の超音波診断

の進め方について 

臨床検査技術部 

栃尾 

TEL:078-302-4321(代表) 

第36回眼科 

オープンカンファレンス 

3月11日（土） 

14:00～17:15 

当院1階講堂 

【講演】『症例で学ぶ網膜循環疾患の病態と 

治療戦略』 

講 師：香川大学 

    眼科教授 辻川 明孝先生 

眼科 

西田 明弘 

TEL:078-302-4321(代表) 

 

新規連携登録医療機関のご紹介           （平成 28 年 9 月～12 月） 

当院医師の異動                   （平成 28 年 9 月～12 月） 

月日 診療科名 補職名 氏名 月日 診療科名 補職名 氏名

12月1日 腎臓内科 副医長 塩田　文彦 12月31日 神経内科 医長 藤堂　謙一

12月31日 腎臓内科 医員 木下　啓太

採　　　用 退　　　職

http://chuo.kcho.jp/professional/corporation_list

