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 中央市民病院では、平成30年10月１日に電子カルテシステムの切替・更新

を予定しています。更新作業に伴って一定時間システムを停止することとな

り、病院の機能が低下することから、患者さんの安全確保のため下記期間にお

いて診療等の制限を行います。 

  

○電子カルテシステム停止期間 

 9月29日(土)0時00分～9月30日(日)23時59分 
・救命救急が必要な三次救急患者さんの受け入れについて万全を期すた

め、二次救急相当の患者さんの受け入れを制限します。 

・９月29日(土)のFAX予約受付は中止させていただきます。  

 

○FAX予約制限（一部診療科） 

   10月1日(月)～10月5日(金)診療分 
・ただし、緊急の処置・治療が必要な患者さんにつきましては、この限

りではありません。 

 

地域の医療機関の皆様には、ご不便・ご迷惑をお掛けいたしますが、何卒 

ご理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

☆★重要なお知らせ★☆ 
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ロボット手術センターの紹介 

 欧米を中心に日常診療のひとつとなりつつあるロボット手術は、2012年に前立腺癌に対し保険診療がはじまりました。

創が小さくて、さらに腹腔鏡では炭酸ガスによる気腹の圧力によって出血が少ないという利点に加えて、拡大、立体視が

でき、自由に動く鉗子によって細かい操作ができます。術者は遠隔操作により、カメラと3本の腕をひとりで自由自在に動

かすことができます。 

 2016年には腎癌の部分切除術、2018年には心臓弁形成術、縦隔腫瘍、肺癌、食道癌、胃癌、直腸癌、膀胱癌、子宮体

癌、子宮筋腫などの良性子宮腫瘍に適用拡大され、今後急速に広がることが予測されます。当院では2017年5月にロボット

手術センターを新設し、今後のさらなる広がりを見据えてロボット手術の拡充を図るとともに、看護部、ME、事務なども

含め関係部署の連携・調整体制を強化しております。手術を受ける患者さんに重大な危険が及ぶことのないよう新規術式

導入を安全に行うことが重要です。関係部

署が緊密に連携をとり、導入前にシミュ

レーションを繰り返し行い、手術前後で疑

問点、不備なところを洗い出し解決しなが

ら、円滑な導入ができるように手助けする

ことがこのセンターの使命であります。 

泌尿器科 

 プログラミング教育の必修化、ス

マートフォンの普及、IoT、ひとと機

械や情報とが密接に関わってきてい

る中、ニュースやテレビドラマで

「ロボット手術」が脚光を浴びてい

ます。お掃除ロボットみたいに遂に

自動で手術をされるのか・・・と思

われた方もいらっしゃったかもしれ

ません。 

今回は2018年４月より保険適応とな

り、当院でも厚生労働省の施設認定

を受けて現在手術を行っている「胃

癌に対してのロボット手術」につい

てご紹介します。 

胃癌の手術は胃にある癌とその周囲

のリンパ節を一緒に切除した後に、

食事が食べられるように残った胃と

小腸や十二指腸とつなぐ、という２

つの大きな主技で成り立っていま

す。以前は全て開腹手術で行ってい

ましたが、最近は小さな傷で出血量

も少なく、より体に負担のかからな

い手術方法として腹腔鏡手術の割合

が多くなってきています。ロボット

手術はこれを更に進歩させたもので

す。 

 泌尿器科では、これまで400例を超

える腹腔鏡下根治的前立腺全摘除術を

行ってきました。この経験を生かして

2014年1月のダヴィンチ手術1例目の導

入は、全く問題なく順調でした。2018

年7月にロボット支援根治的前立腺全摘

除術443例に達し、引き続き制癌と機

能温存の向上を目指したいと思ってお

ります（図）。 

 また腎癌の部分切除術も保険適用前

の2015年2月に開始し、2018年7月まで

に125例施行しました。三次元の視野

に加え、繊細な動きのできるハサミで

の切開と縫合操作の容易さから、腹腔

鏡に比べ腎動脈を阻血する時間は短縮

され、術後の腎機能温存も有意に向上

しています。 

 さらに、保険適用開始前から始めた

膀胱全摘除術も15例に施行しておりま

す。尿路変向も体腔内で作成しており

ます。 

（泌尿器科部長 川喜田 睦司） 

（図）前立腺癌手術件数推移 

胃癌の手術でなぜロボットがよい

のでしょうか。胃のまわりには膵

臓や脾臓といった傷つきやすい臓

器が多く、その近くにあるリンパ

節を切除する必要があります。ロ

ボットを使えば、まるでお腹の中

に入っているような３Ｄのクリア

な視界の中で手術が行え、また手

振れのないロボットの細かな動き

により、通常の胃癌の手術に比べ

てより確実かつ愛護的に手術を行

う事が可能となります。これは癌

の切除時だけでなく、残った胃と

小腸や十二指腸とつなぐ吻合再建

操作にも言えることです。ですか

らロボットを用いた手術は腹腔鏡

手術よりも術後の合併症が更に減

少する事が報告されています。ま

た、立ったまま行う長時間の手術

と異なり、座った楽な姿勢で行え

るため、手術を行う医師の肉体的

負担やストレスも軽減され、結果

的により安全な手術が可能になる

のでは、と期待されています。患

者さんだけでなく、手術を行う医
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産婦人科 

 婦人科悪性腫瘍（子宮がんや卵巣

がんなど）に対する外科治療は，こ

れまで主に開腹手術で行われてきま

した．2014年にようやく初期子宮体

癌に対して腹腔鏡下手術が保険適応

となり，当院ではこれまで150例以

上に対して腹腔鏡下子宮体癌根治手

術を行ってきました．腹腔鏡手術は

開腹手術に比較して治療効果は遜色

なく，さらに患者さんにとって低侵

襲で術後の痛みが少なく回復が早い

ことが特長です.  

 ロボット（ダヴィンチ）手術は腹

腔鏡手術の延長上に位置付けられま

す．腹腔鏡手術と同様に低侵襲です

 指定難病の一つである「特発性間質性肺炎」をはじめとする慢性進行性の間質

性肺炎は、病気の理解が困難なことに加えて治療やケアが複雑で、かつ費用のか

かる場合が多い状況にあります。当院ではこの間質性肺炎の患者さんをきめ細か

く支援する目的で、国内でおそらく初めての試みと思われますが、医師、看護

師、薬剤師、理学療法士、管理栄養士、ソーシャルワーカーの多職種からなるサ

ポートチームを結成しました。 

間質性肺炎サポートチームを結成しました    呼吸器内科部長 富井 啓介 

http://chuo.kcho.jp/ 
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 ごく早期の肺がんや低肺機能患者には部分切除も行いますが，肺葉切除・区域切除

を原則として行います．手術では自動縫合器や種々のエネルギーデバイスといった最

新器具を用いますので、術創は３cm大１個、１cm大２個の計3個の小さなものです

みます。創が小さいので疼痛も少なく，呼吸筋への障害も軽微です。同じ容量の肺を

切除しても、開胸術と比べ、呼吸機能の回復は早くなります．このため術翌日から歩

くことができ、食事も開始できます．術創は吸収糸による埋没縫合を行うので抜糸は

要らず、胸腔ドレーンが抜ければシャワーもできて、術後３～４日で退院可能です。

入院は術前日としているので入院期間は1週間弱となります． 

 昨年に施行した肺がん手術164例中，160例(98%)を胸腔鏡下に行い，平均術後在院

日数は5.3日でした． 

 この4月からロボット支援手術が保険適応となりました．しかし、この手術では傷

がかえって増え、外国の報告でも成績は胸腔鏡手術と大差ありません．呼吸器外科領

域では他科に比べ、大きなメリットがないこともあり、全国的にもまだ普及していま

せん。このため、今のところ当科では検討段階に止めておりますが、ロボット支援手

術は鏡視下手術の一種ですので導入は難しくないと思われます． 
【術創の大きさ】   

上が大きい傷で，下の二つがカメラや

器具を入れるための傷です  

胸腔鏡下肺がん手術について    呼吸器外科部長 髙橋 豊 

 

が，腹腔鏡手術と異なりロボットの鉗

子は360度動かすことが可能で操作性

に優れ，また高解像度の3D画像で手術

を行うことができます．そのため，よ

り繊細で正確な手術が可能となり，狭

い骨盤内での手術に適しています．ロ

ボット（ダヴィンチ）手術は，2018年

4月から初期子宮体癌に対して保険適応

となり，当院でも2018年4月から本手

術を導入しております．これまで以上

に患者さんに低侵襲で質の高い手術を

提供し，より良い術後生活に貢献した

いと考えています． 

（産婦人科部長 吉岡 信也） 

師にも優しい手術と言えます。 

当科での胃癌の手術は、年間約60

例を腹腔鏡手術で、約50例を開腹

手術で行っています（平成29年

度）。しかしロボット手術を始め

てから徐々にその割合は増加し、

今年は7月だけで既に3人の方がロ

ボットでの胃癌手術を受けられて

おります。今後は腹腔鏡やロボッ

トでの胃癌手術を受けられる方の

割合がさらに増加していくと思わ

れます。ご興味のある方は是非気

軽にお声をおかけ下さい。 

（外科部長 貝原 聡） 

 内容は疾患や治療法の理解、日常生

活指導のためのパンフレット作成、直

接面談による薬剤管理指導、個々の生

活状況に応じた在宅療養支援、QOL

維持のためのリハビリテーションや食

事指導などからなり、外来受診時に必

要なそれぞれの職種から指導や相談が

受けられます。重要な治療薬である抗

線維化薬の副作用対策や医療費の補助

申請、在宅酸素療法の適切な機種選択

や流量設定など、幅広く通常の外来診

察ではカバーしきれない点を補ってい

ただいています。 
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看護部長 

藤原 のり子 

 平成30年4月1日付で院長補佐兼看護部長に就任いた

しました 藤原 のり子 と申します。 

 私は看護師として働き始めてから現在まで、中央市

民病院で勤務してまいりました。当院は、臨床実践に

強い看護師を育成することを方針とし、私もその環境

で実践を積んできました。今後もその方針を大切にし

ながら、患者さんを全人的に理解し、患者さん中心の

看護を提供できるように努力していきたいと考えてお

ります。 

 また、神戸市の基幹病院として「市民の生命と健康

を守る」の理念のもと、地域の皆様といっそう強固な

関係を築き、患者さんに最適な看護が提供できるよう

責務を果たしていきたいと思っておりますので、ご支

援ご指導よろしくお願いいたし

ます。 

放射線診断科部長 

渡邊 祐司 

 この度、平成30年4月1日付けで放射線診断科部長を

拝命しました渡邊 祐司です。これまで臨床面ではMR

画像診断に取り組み、学術研究ではPET/MRハイブ

リッドイメージングに携わってきました。 

 当科はCT,MR,PET/CT検査やIVRを通じてあらゆる診

療科と接点があります。CT装置は６台、MR装置は４

台、PET/CT装置は３台稼動しています。これらを駆使

し、院内外の画像診断のニーズにお応えしています。

これらの検査のニーズは高くCT/MR/RIをすべて含め

7.7万件（２０１７年度実績）実施しています。 

 このような中でCT,MR,PET/CT検査すべてで高画質

の撮像を心がけ、できるだけ多くの画像情報をお届け

するように努めています。 

 地域の医療機関の皆様からの

画像検査・診断依頼は地域医療

連携センターを通じてお引き受

けしております。地域の先生方

のご要望に適切にお応えし、院

内と同様の迅速な対応を心が

け、よりよい画像検査・診断を

提供して参ります。何卒、今後

ともよろしくお願い申し上げま

す。 

精神・神経科部長 

松石 邦隆 

 この度、平成30年4月1日付けで精神・神経科部長を

拝命いたしました松石 邦隆です。平成14年7月より当

院職員として勤務して参りました。 

 当院が開院以来長らく精神病床を持たない中で、当

科は一般病棟を利用してうつ病や神経症などいわゆる

soft psychiatry領域の短期入院治療を行っておりまし

たが、平成28年8月に閉鎖病棟である精神科身体合併

症病棟8床を開設いたしました。当院の大きな柱であ

る救急医療がさらに充実し、精神疾患の有無を問わず

救急患者を受け入れられるようになっております。現

在で丸2年が経過し、この病棟で約260名の患者を受け

入れました。 

 上記以外にも全入院患者に対して、当科では精神科

リエゾンチーム、認知症ケアチーム等の活動により

様々な精神症状に対応できる体

制をとっております。地域の医

療機関で対応の難しい患者さん

がございましたら気軽にご相談

いただければと存じます。今後

もより一層先生方のお役に立て

ますよう精神・神経科スタッフ

一同努力して参りますので、何

卒よろしくお願い申し上げま

す。 

病理診断科部長代行 

原 重雄 
 平成30年4月1日付で病理診断科部長代行を拝命いた

しました原 重雄です。平成21年から当院病理診断科に

て非常勤で勤務させていただいており、今井 幸弘先生

（現 加古川中央市民病院病理診断科部長）の後任とし

て参りました。どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 昨年の当科の年間病理組織診断件数は15,000件、細

胞診件数は11,000件を超え、特に組織診断件数につい

ては、大学を含めた近隣の施設間で最も多い件数と

なっています。これら多岐にわたる様々な疾患の病理

診断・細胞診診断を正確かつ迅速に行い、病理診断

科・病理検査部スタッフ一同、臨床各科と密な連携を

取りながら、積極的に診療に参画してまいります。一

方で、病理診断医の育成も大きな課題です。様々なメ

ディアで病理診断が取り上げられるようになり、以前

に比べると病理診断医や病理診

断業務の認知度は増してきてい

ますが、まだまだ少ないのが現

状です。若手病理医の育成を通

じて地域医療に貢献していくこ

とも、当科に課せられた大きな

使 命 と 考 え て お り ま す。ご 指

導・ご鞭撻のほど、何卒宜しく

お願い申し上げます。 

中央市民病院ニュース 中央市民病院ニュース 

KOBE CITY MEDICAL CENTER GENERAL HOSPITAL 

お知らせ 
 

就任のご挨拶 
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中央市民病院ニュース 
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講演会・セミナー等のご案内  

第6３号 第64号 

名称 開催日時・場所 内容 問い合わせ先 

第110回 

神戸甲状腺研究会 

9月8日（土） 

15：30～18：30 

隈病院6階大会議室 

 日常の診療等でかかえている問題点や興味ある症例を提示していただき、気軽

に検討したいと思います。 

【一般演題】 

 （１） 提示された問題点や興味ある症例に関する討議 

 （２） 質疑応答形式での自由討議 

【特別講演】 

 「次世代シーケンシングで解明する先天性内分泌疾患の分子基盤」 

  国立成育医療研究センター 分子内分泌研究部室長 

                      鳴海 覚志 先生 

参加申込アドレス：

info@kobethyroid.com 

参加費：500円 

(開場整理費として) 

第5回 

地域連携セミナー 

9月27日（木） 

18:00～19:30 

当院1階講堂 

 日頃お世話になっている地域の医療機関の皆様に、当院の各診療科で実施して

いる治療方法などをお知らせしたく、地域連携セミナーを年2回開催しておりま

す。ご興味のある方は是非ご参加ください。 
 

【講演】 

 「急性陰嚢症の診療 ―精巣喪失の機会を減らすためにー」 

        中央市民病院 泌尿器科医長 井上 幸治 

 「悪性リンパ腫・多発性骨髄腫 治療の最前線について」 

        中央市民病院 血液内科部長 石川 隆之 

               血液内科医長 松下 章子 

地域医療推進課 

稲越・小川 

Tel：302-4321(代表) 

第8回 

リハビリテーション 

地域連携講演会 

9月27日（木） 

18:30～19:45 

神戸国際会議場 

1F メインホール 

 CVD（脳卒中と循環器病）は完治することなく再発を繰り返し、最終的には死

に至ることから、急性期ばかりでなく回復期から慢性期、要介護期に至るまでの

シームレスな医療と介護の体制の構築が重要となっています。その体制の中で、

リハビリテーションは重要な役割を有しています。 

 日頃、病病連携、病診連携でお世話になっております各病院、施設や訪問看護

事業所の医師・看護師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・ソーシャルワー

カーの方々、教育に携わっている方、ご参加お待ちしております。 
 

 「ストップCVD（脳卒中と循環器病） 

  ～内部障害合併患者に対するリハビリテーション医療・介護・地域～」 

   順天堂大学保健医療学部開設準備室特任教授 

   順天堂大学医学部附属順天堂医院リハビリテーション室 

                      高橋 哲也 先生 

    （司会：中央市民病院循環器内科部長 古川 裕）  
 

 ※講演会のあとに懇親会を予定しております。 

  (アリストンホテル神戸 20：00～、参加費2,000円） 

リハビリテーション技術部 

岩田 

Tel ：078-302-4321 

Fax ：078-302-4652 

E-mail：iwaken@kcho.jp 

  
 連携登録医の先生方をはじめ、日頃お世話になっています医療関係者の皆様方との「顔が見える連携」の場とし
て、今年も地域連携懇話会を開催させていただきます。ご多忙のところ恐れ入りますが、職種を問わず皆様お誘い
合わせのうえご参加いただきますようお願い申しあげます。 
日時 
 平成30年11月8日（木）18:00～20:30 
場所 
 神戸ポートピアホテル 南館１階 大輪田の間 
内容 
 第1部 講演会［18:00～19:30］日本医師会生涯教育講座1.5単位 
  ●講演 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ●新任副院長及び部長紹介 

 第2部 意見交換会［19:30～20:30］ 
     ※参加費2,000円を当日受付にて申し受けます。 
参加申込 
 追ってホームページ等でお知らせいたします。 
問い合わせ先 
 神戸市立医療センター中央市民病院 地域医療推進課 
 Tel：078-302-4321（代表） Fax：078-302-4424 E-mail：renkei@kcho.jp  

 講演① 
「当院で行うゲノム医療 ～理想と現実～」 

 演者 腫瘍内科部長 安井 久晃 

 講演② 
「当院心臓センターの診療のご紹介」 

 演者 循環器内科部長 古川 裕 

 講演③ 
「医療クラスターについて（仮）」 

 演者 未定 

昨年も多くの先生方にお越しいただきま

した。 

今年もご参加お待ちしております。 
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患者さん向けに様々な教室・セミナーを行っています。興味のある方がおられましたら、是非ご案内ください。  

詳細は中央市民病院ホームページをご覧ください。    

○がん市民フォーラム in KOBE     

市民の皆さんに対して、当院をはじめとした最新の治療情報をわかりやすく提供し、がんの正しい理解を深めて少しでも不安軽減につながる

よう、一般市民・患者向けの講演会を開催しています  

  第19回 第20回    

開催日 11月17日(土) 2019年2月16日(土)    

時間 10:00～12:00 10:00～12:00    

テーマ 子宮がん 肺がん    

対象 がんについて興味のある方    

場所 神戸市勤労会館7階大ホール    

○がんサロン      

家族や友人に、なかなか言えない話をしたり、同じ境遇・経験をされた方からのアドバイスをもらったり、他愛もない世間話をしたり・・・ 

参加される方は様々ですが、みんなでお茶を飲みながら楽しくおしゃべりをしませんか？たくさんの方の参加をお待ちしております。 

  第3回 第4回 第5回 第6回  

開催日 9月4日(火) 11月21日(水) 1月11日(金) 2019年3月25日(月)  

時間 14:00～16:00（13:30から受付）  

テーマ 未定（当院ホームページにてご確認ください）  

対象 がん患者やそのご家族  

場所 中央市民病院1階講堂  

○心臓病教室      

医師・薬剤師・管理栄養士･理学療法士等と一緒に勉強しませんか？ 

  第1回 第2回 第3回 第4回 第5回 

開催日 10月12日(金) 11月9日(金) 12月14日(金) 2019年2月8日(金) 2019年3月18日(月) 

時間 13:30～15:30（13:15受付開始） 

テーマ 弁膜症 心筋梗塞・狭心症 心不全 高血圧と大動脈疾患 不整脈 

対象 入院、外来患者さんとそのご家族、心臓病に関心のある方、広く一般市民の方 

場所 中央市民病院1階講堂 

○糖尿病教室      

医師･看護師・薬剤師・管理栄養士･臨床検査技師等と一緒に勉強しませんか？  

  第1回 第2回 第3回 第４回 特別編 

開催日 10月3日(水) 12月5日(水) 2月6日(水) 2019年3月6日(水) 11月7日(水) 

時間 13:30～15:30（13:15受付開始） 

テーマ 糖尿病の病態・薬・食事・検査・運動・日常生活の注意点 
出入り自由の 

イベントを開催 

対象 入院・外来患者とその家族、糖尿病に関心のある方、広く一般市民の方 

場所 中央市民病院1階講堂 

○腎臓病教室     

医師・薬剤師・管理栄養士･臨床検査技師等と一緒に勉強しませんか？  

  第1回 第2回 第3回 第4回  

開催日 10月5日(金) 11月2日(金) 12月7日(金) 2019年2月1日(金)  

時間 13:30～15:30（13:15受付開始）  

テーマ たんぱく尿・血尿 糖尿病性腎症 腎不全 透析  

対象 入院・外来患者さんとその家族、腎臓病に関心のある方、広く一般市民の方   

場所 中央市民病院1階講堂  

○消化器病教室     

消化器全般に対する正しい知識を持ち、より健康な生活を送っていただくために、我々と一緒に勉強しましょう。 

興味のある方は、どなたでもぜひご参加ください。 
 

  第3回 第4回 第5回 第6回  

開催日 9月13日(木) 11月8日(木) 2019年1月10日(木) 2019年3月14日(木)  

時間 14:00～16:00（13:45受付開始）  

テーマ 膵臓の病気 腸の病気 肝臓の病気 食道の病気  

対象 興味のある方ならどなたでも結構です  

場所 中央市民病院1階講堂  

○らくらく呼吸教室     

どなたでもお気軽にご参加下さい！ 

各回ごとに『テーマ』を決めていますが、興味のある回だけに参加して頂いても構いませんよ！！ 
 

  第2回 第3回 第4回 第5回  

開催日 9月6日(木) 10月4日(木) 11月1日(木) 12月6日(木)  

時間 13:00～14:30  

テーマ 運動療法② 日常生活での動作の仕方 栄養、日常生活での注意 肺の病気に使う薬、吸入薬  

対象 息切れを伴う呼吸器のご病気でお悩みの患者さん、又はそのご家族、介護者の方など  

場所 中央市民病院1階講堂  

KOBE CITY MEDICAL CENTER GENERAL HOSPITAL 

 患者教室のご案内 

中央市民病院ニュース 
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 当院では、患者さんが地域で安心して継続した医療を受けられるよう、当院と連携・協力して安全で質の高い医療を

提供される市内医療機関の先生方を「連携登録医」として登録する制度を設けています。 

連携登録医として登録していただくと 

１．紹介患者さんに対する診療及び入院の対応を迅速に行うよう努めます 

２．紹介患者さんの診療記録を当院で閲覧できます 

３．当院の患者さんがかかりつけ医を探される場合に紹介いたします 

３．図書室など当院の施設・設備を利用できます（ご利用になれない施設･設備もあります） 

５．来院時の駐車場料金を無料にします 

６．当院が公開して行う症例検討会、研修会、講演会等に自由にご参加いただけます 

７．病院ニュースやオープンカンファレンス・講演会の開催情報などをE-mailでお送りいたします 

８．「連携登録医証」を発行いたします 

新たに下記の先生方にご登録いただきました。 

なお、連携登録医療機関一覧は、当院ホームページにも掲載しております。 

http://chuo.kcho.jp/department/localalliance_patientsupport/alliance_center/alliance_list 
区別住所50音順で掲載しております。 

第6３号 第64号 

http://chuo.kcho.jp/ 

連携登録医にご登録ください  

区 連携登録医療機関 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丁目1-32-1階 

石歯科クリニック 下山手通3丁目13-9 

すがぬま歯科クリニック 深江本町3丁目9-1-2F 

灘区 

阪本歯科医院 泉通1丁目2-6-2F 

つじリウマチ科内科 岩屋北町7丁目3番2号 JR灘駅ビル2階 

岩城整形外科クリニック 灘北通5丁目5-1 摩耶クリニックビル2階 

中央区 

にこメディカルクリニック 港島南町3丁目2-6 エバーグリーン神戸ポートアイランド5号棟  1階 

Augastaレディースクリニック 布引町3丁目1-7 

中山内科クリニック 日暮通3丁目1-1 トミ－ハイツ1Ｆ 

みなと元町内科クリニック 海岸通6丁目2-14 

やまもと静脈瘤クリニック 東川崎町1丁目8-1 プロメナ神戸4階 

アキラ矯正歯科クリニック 明石町30番地 常盤ビル401 

兵庫区 
ひだかクリニック乳腺・消化器外科 塚本通7丁目2-17-10 セントアベニュー兵庫 

福嶋歯科医院 本町1丁目4-7 

須磨区 医療法人社団菫会 北須磨病院 東白川台1丁目1-1 

垂水区 

おいだクリニック 東垂水町字菅ノ口634-1 

山わきアイクリニック 舞多聞西5丁目1-3 ノアすこやかプラザ舞多聞クリニックモール1F 

辻医院 舞多聞西6丁目1-1 舞多聞100年の杜メディカルモール1Ｆ 

みなこレディースクリニック 舞多聞西6丁目1-1 舞多聞100年の杜メディカルモール2Ｆ 

西区 さいとう整形外科 桜が丘中町4丁目9-7 

医師の異動について 

4月～8月         

採用  退職 

診療科 役職 氏名 異動日  診療科 役職 氏名 異動日 

産婦人科 医長 川﨑 薫 5月1日  皮膚科 専攻医 中村 文香 4月30日 

皮膚科 任期付医師 谷川 絢乃 5月1日  脳神経外科 任期付医師 鈴木 啓太 6月30日 

産婦人科 副医長 田邉 更衣子 6月1日  心臓血管外科 副医長 松田 靖弘 7月31日 

脳神経外科 医長 福光 龍 7月1日      

麻酔科 医員 伊藤 綾子 8月1日      

         

●病院ニュース63号に誤りと掲載漏れがありました。ご迷惑をおかけしましたことを深くお詫び申しあげます。  

12月～3月         

採用  退職 

診療科 役職 氏名 異動日  診療科 役職 氏名 異動日 

呼吸器外科 医長 青山 晃博 2月1日  整形外科 医長 山本 博史 平成29年12月31日 

麻酔科 任期付医師 佐々木 怜 2月1日  腎臓内科 任期付医師 佐々木 翔 平成29年12月31日 

病理診断科 専攻医 吉田 誠 3月1日  救急部 副医長 岩﨑 寛 1月9日 

     腫瘍内科 副医長 佐竹 悠良 1月31日 

【訂正】     呼吸器外科 任期付医師 坂之上 一朗 1月31日 

診療科 役職 氏名 異動日  病理診断科 任期付医師 高橋 祐一 1月31日 

誤)放射線治療科→正)放射線診断科 専攻医 辻 優一 3月31日退職  糖尿病・内分泌内科 専攻医 新村 里美 2月28日 
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●FAX予約をご利用ください！ 
 地域の医療機関の先生方からご紹介いただく患者さんの待ち時間を短縮するため、診察・検査のFAX 予約を

受付しています。FAX 予約の方は予約時間どおり受診できるように努めておりますので、是非ご利用くださ

い。  

・FAX 予約申込時、申込書に診療経過等の記載がなくてもFAX 予約は可能です。診療経過等はその日のう

ちに記入し、再送信して下さい。  

・患者さんのご都合がはっきりしない場合でも仮予約をお取りください。仮予約後、患者さんご自身で予約

変更が可能です。地域医療連携セン

ターへ電話で連絡をして頂くようお伝

えください。  
 

【手順】 

１．「診療情報提供書」を地域医療連携

センターへ送信して下さい。 

２．「予約報告書（上段）兼初診予約券

（下段）」を返信します。※検査予

約は返信にお時間をいただく場合が

ございます。  

３．「予約報告書（上段）」は貴院で保

管し、「初診予約券（下段）」及び

「診療情報提供書（紹介状）」を患

者さんに手渡してください。  

神戸市立医療センター中央市民病院ニュース 第6３号 
中央市民病院ニュース 

●当院のPET/CT検査について 

 平成29年11月より、地域医療機関の先生方からのPET/CT検査依頼に対応可能と

なりました。 

 当院は、サイクロトロンを備えており、PET薬剤（FDG）は、院内で合成し、品

質検定に合格したものを使用しています。そのため、体重により適正量のPET薬剤

を投与することが可能となり、安定した画像の提供

を行っています。 

 平成30年3月に「5リング搭載高感度型PET/CT装

置（GE Healthcare社製 Discovery IQ）」が導入

され、従来の装置に比べ、低被ばくで高画質の検査

が可能となりました。 

 また現在、地域医療機関の先生方からのご依頼で

あっても、検査予約待ちがほぼない状態

で、患者様のご希望に添った検査予約が

可能となっております。 
 

●地域医療機関の先生方へのお願い 

 FDG-PET/CT検査は、悪性腫瘍（早期胃

がんを除き、悪性リンパ腫を含む）にお

いて保険の適用となり、検査目的は病期

診断、再発・転移診断となっておりま

す。悪性腫瘍の疑いなどの良悪性鑑別、治療効果判定（悪性リンパ腫を除く）は、

保険の適用外となりますのでご注意ください。 

 また、他の画像診断により病期診断、再発・転移診断が確定できない場合に限り

ます。FDG-PET/CT検査を受けられる前に、必ずCT・MRIの画像検査を施行し、画

像データを持参していただきますようお願い致します。 

【放射線技術部】 

●PET/CT検査依頼のご案内とお願い 

KOBE CITY MEDICAL CENTER GENERAL HOSPITAL 

〒６７０-００４７ 

 神戸市中央区港島南町２－１－１ 
【代    表】 

Ｔｅｌ ： ０７８－３０２－４３２１ 

Ｆａｘ ： ０７８－３０２－７５３７ 

【FAX予約】  

Ｔｅｌ ： ０７８－３０２－６０３１ 

Ｆａｘ ： ０７８－３０２－２２５１ 

【地域医療連携センター】 

   Ｔｅｌ ： ０７８－３０２－４３２１（代） 

Ｆａｘ ： ０７８－３０２－４４２４ 

地方独立行政法人神戸市民病院機構 

神戸市立医療センター中央市民病院 

★緊急受診・転院のお問い合わせは★ 
専用ﾀﾞｲﾔﾙ：078－302－5172 

平日9:00～17:00 地域医療連携センタ－ 
上記以外の時間帯 救急外来受付 

脳卒中ホットライン 
０７８－３０２－８０３０ 

胸痛ホットライン 
０７８－３０２－６１６２ 

産科ホットライン 
０７８－３０２－５１０４ 

小児科ホットライン 
０７８－３０２－５３４３ 

患者さんをご紹介いただく際は･･･ 
 


