
細谷亮院長の後を継ぎ 4 月 1 日付で神戸市立医療センター中央市民病院長
に就任しました木原康樹と申します。おやその名前は！と仰っていただく方々
が大勢おられることが日毎に実感され、たいへん嬉しくまた有難く思っており
ます。暫くの間どこで放蕩していたかは、略歴を参照ください。新幹線に乗れ
ば 1 時間ばかりでとどく処です。一方、例えば大学の新しいマスコットキャ

ラクターに「ヒロティー」という名前を付けようとしたりしますので、FM802 の電波＝文化から
は圏外ということになります。黄色と黒の縞模様はご法度で、赤一色です。自分の生まれ故郷でも
ありますので終の棲家を構えるつもりでいたはずなのですが、気がつけば 12 年間ずっと官舎暮ら
しを続けておりました。そんな折にいろいろご縁をいただき再び関西に戻って参りました。故郷に
帰るのと関西に戻るのとでは、私の気持ちは後者が断然勝ったということかと存じます。

その間に中央市民病院は新病院への移転が実行され、更には先端医療センター病院を統合、神戸
アイセンター病院の開院と、構造としても機能としても格段の進展があった訳であります。かつて
勤務させていただいた旧病院もそれなりの実力であったと思いますが、新病院では医学・医療の進
歩を斬新に取り入れ、そこに関係諸先生方ならびに医療スタッフ諸氏の並みならぬ努力が結集され、
極めて高いパーフォーマンスが発揮されていることを実感しております。この医療レベルを維持し
更に展開することは、新院長として当然の責務であります。一方所信を申せば、新しいものを取り
入れるだけではなく、新しいものを創りだす、そして新しいことを発信する機能を是非にも強化し
たいと思います。神戸医療産業都市推進機構とその関連企業群に囲まれたこの環境は、他からは在
り得ない贅沢な条件であります。神戸中央市民病院を目指してメイヨークリニックやスタンフォー
ド大学から医療者や研究者が集まってくる、そんな将来を貪欲に目指したいと念じております。

申し遅れましたが、新型コロナウイルス感染症診療と院内感染発症に際しましては、病院の機能
縮小と救急受入停止を来し、地域の皆様に多大な御心配と御迷惑をおかけしました。深くお詫び申
し上げます。病院回復プログラムを 6 月上旬より実施し、一日も早い全面復旧を目指しますので、
引続きご支援下さい。今まで以上に強固な中央市民病院を必ず構築する所存です。

木原　康樹（きはらやすき）   
1979 年　京都大学医学部卒業、1983-89 年　京都大学大学院・ハーバード大学　心筋細胞内シグナリングと心臓の負荷適応

を研究、1989-2005 年　富山医科薬科大学・京都大学病院・同大学院　心臓肥大（適応）・心不全（破綻）移行動物モデルを開発、
2005-08 年　神戸中央市民病院循環器内科部長　64 列 CT 冠動脈造影法を普及、2008-20 年　広島大学大学院　循環器内科学
教室を創設し医学部長・副学長を務める
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制限していた病院機能を再開します
令和 2 年 6 月 3 日より 3 次救急受け入れを再開いたします。以前のように地域医療機関の先生方

からの転送紹介は 3 次救急相当と考え、COVID-19 重症者受け入れのために集中治療病床や救急病
床が減少してはおりますが（一般病床で約 60％、重症部門で約 50％の稼働）ホットラインも含め、
最大限受け入れる努力をいたします。

＊ 介護老人保健施設からの転送につきましては救命救急の場合を除き、まずは連携医療機関に相談をお願い
いたします。

　救命救急センター
項　目 4/11より 6/3より

3 次 救 急

救急隊からの
救命救急

△
神戸大学病院、災害医療セ
ンターのバックアップ

〇

地域医療機関からの
転送紹介 × 〇

ホットライン
脳卒中、胸痛、心臓血管
外科、産科、小児科　

△
産科、小児科のみ 〇

2 次 救 急 入院が必要
△

当院で治療中の方の病状
変化等のみ受け入れ

〇

1 次 救 急 ウオークイン × 〇
6/10から

平日9：00～17：00 地域医療連携センター T E L　078-302-5172
FAX　078-302-4424

平日17：00～翌9：00
土日祝の終日

救急外来受付 T E L　078-302-4321（代）
FAX　078-302-4478

脳卒中ホットライン T E L　078-302-8030
産科ホットライン T E L　078-302-5104
胸痛ホットライン T E L　078-302-6162
小児科ホットライン T E L　078-302-5343
心臓血管外科ホットライン T E L　078-302-4417

＊医療機関専用電話

　一般外来
項　目 4/11より 6/3より

再診 実施 実施

FAX予約紹介初診 5/11～ 〇　予約枠制限あり 〇
※FAX予約をご利用ください。
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診療部門からのお知らせ

消化器内科医長　谷口　洋平

　新型コロナウイルス（COVID-19）の感染拡大により 4 月 16 日、全国に緊
急事態宣言が発令され未曾有の事態となり皆様においても大変な日々を過ごさ
れていると存じます。
　幸いに、最近は感染者数の爆発的な増大はなく、「特定警戒都道府県」に含ま
れていた兵庫県において 5 月 22 日に緊急事態宣言が解除され、徐々に感染が

終息に向かっております。
　ただし、感染者が 0 になったわけではなく、また、第 2 波・第 3 波の感染拡大の再燃が危惧され中・
長期的な対策の継続が必要と考えております。　
　一方で、COVID-19 感染の拡大に伴い、通常診療の遅れ、患者さまの受診を控える動きのため癌の
発見や治療の遅れなど日常診療への支障が懸念されます。当科では、そうした事態を防ぐため、適切か
つ確実な感染防御を行い安全な消化器診療を行っております。
　特に内視鏡診療に関してはエアロゾル発生のリスクがあり適切、慎重な対応が必要です。当科では、
日本消化器内視鏡学会の提言に準じて COVID-19 感染・感染が疑われる場合をハイリスク患者、無症
状であり COVID-19 感染を疑わない場合をローリスク患者に分類し内視鏡診療を行っております。
　ただし、当院より報告させいただきましたが、無症状であっても抗体検査で 3％陽性であり感染が疑
われない状況であっても感染しているリスクがあり適切、慎重な対応が必要であると考えています。
　エアロゾル発生のリスクが指摘されている咽頭麻酔をスプレーからキシロカイン含有液の内服へ変更
したり、ハイリスク患者に対しては陰圧室での処置、完全な感染防御を行い対応、ローリスク患者に対
してはマスク・キャップ・ガウン・手袋を着用し内視鏡室の換気、洗浄を
徹底し感染防御を行い安全な検査、処置を行っております。
　吐血、下血、閉塞性黄疸等の緊急
内視鏡処置に対しても緊急時のため
COVID-19 感染がはっきりしない状
況を想定し独自の対応マニュアルを作
成し万全な感染防御を構築し診療して
おります。
　地域医療機関の先生方には、COVID
感染を過度に恐れることなく、精査、
加療の必要のある患者さまは当科にご
紹介頂ければ、安心して内視鏡診療を含め安全
な医療を受けていただける感染防護策を構築し
ております。
　また、私の専門分野は胆膵疾患であり、膵癌・
胆道癌は進行が早く、加えて早期発見すること
が困難な悪性腫瘍です。このような、状況下で
あっても閉塞性黄疸等の症状のある方はもちろ
ん、無症状でも膵癌のリスクがある方に関して
は精査の必要があり、当科にご紹介いただけれ
ば幸いです。

新型コロナウイルス感染症（COVID-19）下での消化器診療について

 ハイリスク患者では陰圧室を使用、内視鏡はビニールで感染防御している。

ハイリスク患者には
N95 マスクも着用し感染防御

ローリスク患者であっても
感染防御を徹底
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脳深部刺激療法を再開しました

脳神経外科医長　春原　　匡

　パーキンソン病の患者さんに対する、脳深部刺激療法（deep brain stimulation、
以下 DBS）を本年より再開しました。本療法は、本邦で 2000 年 4 月に保険収
載され、これまでに全国で約 1 万人の患者さんがこの手術を受けています。当
院でも 2002 年から 10 年間実施していました。

パーキンソン病とは、振戦（ふるえ）、動作緩慢、筋固縮、姿勢保持障害を主
な症状とする病気です。日本での有病率は、人口 1000 人あたり 1 人と言われ、

全国で 15 万人の患者さんがいると推計されています。パーキンソン病では中脳黒質にあるドパミン産
生細胞が減少していくことにより、大脳皮質と基底核の連絡回路にアンバランスが生じ、運動制御がう
まくできなくなることで、上記のような症状が出ることが判っています。残念ながら、現在でも根治的
な治療は確立しておらず、薬剤治療を行って症状を緩和するようにしていますが、ドパミン産生細胞の
枯渇に伴い経時的に進行して重症になっていく病気です。このような
進行期のパーキンソン病に対し、視床下核に対する DBS は、運動症
状を改善することができ、特に薬物療法によるコントロールが困難
となった症例では、日常生活動作（activities of daily living、以下
ADL）と生活の質（quality of Life、以下 QOL）を明らかに改善す
ることが知られています。
　具体的な手術方法を簡単に紹介します。一度麻酔をかけて準備をし、
麻酔を醒まして覚醒下で脳深部の視床下核に電極を挿入していき、神
経細胞の活動電位をはかりながら最適の刺激留置部位を検討します。
電極留置予定部位を試験刺激して、神経学的診察を行いパーキンソン
病の症状の改善の程度と、副作用が出ていないかを確認しながら、刺
激位置を決めて電極を留置し、それを胸部に埋伏した刺激装置に接続
します。
　当院で 2019 年 10 月に行った再開第 1 例の患者さんは、それまで QOL を大きく下げていたジスト
ニア註 1 の頻度が減り、内服薬（L- ドーパ）の量を減らすことができました。
　DBS は脳神経外科が単独でできる治療ではなく、術前、術中、術後を通じ、パーキンソン病に精通
した神経内科医と、生理機能を担当する臨床検査技師、診療放射線技師、麻酔科医、手術部スタッフ、
との連携によって成し遂げられる手術です。多職種のプロフェッショナルで構成される当院では本療法
を行うことが可能です。
　当院では、本療法を積極的に行わっていましたが、しばらくブランクとなっていました。体制と最新
設備を整え、本格的に再開することになりました。パーキンソン病の患者さん達の QOL が向上し、よ
り良い生活を維持することに貢献したいと思っています。
Wearing off 註 2 やディスキネジア註 3 があるなど、適応がありそうな患者さんがおられましたら是非ご
紹介ください。お待ちしております。

 
註 1　 ジストニアとは、筋肉の緊張の異常によって様々な不随意運動や肢位、姿勢の異常が生じる状態のことで、筋緊

張を調節している大脳基底核という部分の働きの異常によっておこると考えられています。
註 2　 Wearing off とは、抗パーキンソン薬の効果継続時間が短縮し症状が変動する状態
註 3　 ジスキネジアとは、自分の意思とは関係なく体が動いてしまう不随意運動の総称。特に四肢が勝手に動くことが

多く、自分で止めることができないので長時間続くと疲れてしまいます。薬の副作用と考えられており、抗パー
キンソン薬だけではありません。
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糖尿病・内分泌内科医長　籏谷　雄二

　原発性アルドステロン症とは、副腎からアルドステロンが過剰に分泌され高血圧や低カリウム血症を
引き起こす病気です。頻度は多く高血圧の 5 〜 15% が原発性アルドステロン症と言われています。実
際には低カリウム血症を呈することは少なく見逃されていることがあります。最近のメタ解析によると
本態性高血圧に比べ脳卒中 2.58 倍、冠動脈疾患 1.77 倍、心房細動 3.52 倍、左室肥大 2.29 倍、心
不全 2.05 倍発症のリスクが高く、早期診断と適切な治療が重要です（１）。
　原発性アルドステロン症の病型には、主にアルドステロン産生腺腫（APA）と特発性アルドステロン
症（IHA）があります。APA では K チャネルの KCNJ5 の体細胞変
異が多く、日本人症例の60 〜 70%に認められます（２）。KCNJ5
変異例では、アルドステロンの産生量が多く、診断年齢が若く、術
後の心肥大の改善効果が優れているなどの特徴があります。一方、
IHA では CYP11B2 による免疫染色の検討で副腎皮質球状層にアル
ドステロン産生細胞の集塊（APCC、図参照）が増加していること
が示されました（３）。また本邦の多施設共同後ろ向き研究（JPAS）
から肥満と相関していることが報告され、発症に内臓肥満の関与が示唆されています（４）。IHA は手術
適応になることが少なく病態がよくわかっていませんが、これらの知見が病態の解明につながることが
期待されています。
　原発性アルドステロン症のスクリーニングでは、まず血漿レニン活性（PRA）と血漿アルドステロン
濃度（PAC）を午前中に座位で測定し、PAC（pg/mL）/ PRA（ng/mL/hr）比＞ 200 かつ PAC ＞
120pg/mL を目安として陽性とします（５）。スクリーニング陽性の場合は、アルドステロンの自律分泌
を証明するため機能確認検査を行います。日本内分泌学会ではカプトプリル負荷試験、フロセミド立位
負荷試験、生理食塩水負荷試験などのうち 1 種類以上陽性なら確定診断としています。次に原発性アル
ドステロン症と診断されたら、必要のある患者さんには副腎静脈サンプリングを行います。これで片側
性病変と確認されたら、腹腔鏡下副腎摘出術を行います。また手術適応ではない患者さんにはミネラル
コルチコイド受容体拮抗薬（MRA）による薬物治療を行います。最近の研究では副腎摘出術を行うこ
とにより CVD イベントが本態性高血圧に比べ 10 年間で約 40％低下することが示されました。また薬
物治療でも PRA を 1.0ng/mL/hr 以上になるまで MRA を増量することで本態性高血圧と同程度に減弱
できることが示されました（６）。
　当科ではスクリーニング陽性の患者さんには正確に診断するため 2 泊 3 日の入院で機能確認検査を
行っています。またアルドステロン分泌量の多い症例や CT で副腎腫瘍を認める症例には副腎静脈サン
プリングを行い手術適応の有無を評価しています。一方、軽症の原発性アルドステロン症では IHA で
あることが多いため、まずは MRA による薬物治療を行っています。最近ではたくさんの患者さんをご
紹介いただいており、精査入院を行った患者数も 2016 年度 8 人、2017 年度 14 人、2018 年度 19 人、
2019 年度 24 人と年々増加しています。今後も正確な診断と適切な治療方針が立てられるよう心がけ
て参りたいと思います。スクリーニング陽性の患者さんはぜひご紹介ください。スクリーニング時には
内服中の降圧薬を Ca 拮抗薬やα遮断薬に変更して２週間以降に行うことが推奨されていますが、変更
が難しければとりあえず PRA と PAC を測定してみてください。今後ともどうぞよろしくお願いいたし
ます。

参照文献   
　１：Monticone et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 41-50: 2018
　２：Taguchi et al. J Clin Endocrinol Metab. 1311-1319: 2012
　３：Omata et al. Hypertention. 874-880: 2018
　４：Ohno et al. J Clin Endocrinol Metab. 4456-4464: 2018
　５：高血圧治療ガイドライン 2019
　６：Hundemer et al. Lancet Diabetes Endocrinol. 51-59: 2018

原発性アルドステロン症　〜最近の話題と当科の診療〜

図　文献 3より
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医師の異動のお知らせ
12 ～４月

退職・転出・出向
診療科 役職 氏　名 異動日

乳腺外科 医長 木川雄一郎 12月31日
呼吸器内科 副医長 藤本　大智 12月31日
麻酔科 専攻医 大森　彩加 12月31日
放射線診断科 医長 上田　浩之 1月31日
産婦人科 医長 上松　和彦 1月31日
消化器内科 医長 杉之下与志樹 3月31日
脳神経外科 医長 谷　　正一 3月31日
泌尿器科 医長 井上　幸治 3月31日
総合内科 医長 園　　諭美 3月31日
救急部 医長 園　　真廉 3月31日
放射線治療科 医長 小倉　健吾 3月31日
外科 医長 水本　素子 3月31日
放射線診断科 副医長 倉田　靖桐 3月31日
放射線診断科 副医長 日野田卓也 3月31日
放射線診断科 副医長 糟谷　　誠 3月31日
放射線診断科 副医長 岡野　　拓 3月31日
脳神経外科 任期付医師 河原﨑　知 3月31日
総合内科 任期付医師 進藤　達哉 3月31日
血液内科 任期付医師 上田　亮介 3月31日
小児科 任期付医師 上田　太郎 3月31日
小児科 任期付医師 久米英太朗 3月31日
新生児科 任期付医師 根津　麻里 3月31日
放射線診断科 任期付医師 革島　定幸 3月31日
麻酔科 任期付医師 吉藤　正泰 3月31日
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 任期付医師 齊田　浩二 3月31日
救急部 小児救急フェロー 佐々木　朗 3月31日
麻酔科 集中治療フェロー 田口　聡久 3月31日
循環器内科 専攻医 辻坂　勇太 3月31日
循環器内科 専攻医 河野　裕之 3月31日
循環器内科 専攻医 坂東　　遼 3月31日
脳神経内科 専攻医 田村　亮太 3月31日
消化器内科 専攻医 文原　大貴 3月31日
消化器内科 専攻医 重里　徳子 3月31日
消化器内科 専攻医 戸田　　潤 3月31日
呼吸器内科 専攻医 細谷　和貴 3月31日
呼吸器内科 専攻医 山田　　翔 3月31日
血液内科 専攻医 神田まどか 3月31日
血液内科 専攻医 森　　拓人 3月31日
血液内科 専攻医 山田　知佳 3月31日
血液内科 専攻医 藤村　香里 3月31日
腫瘍内科 専攻医 緒方　美里 3月31日
総合内科 専攻医 万代　和宏 3月31日
小児科 専攻医 中邨奈津美 3月31日
小児科 専攻医 二宮　　涼 3月31日
小児科 専攻医 太田　　亮 3月31日
産婦人科 専攻医 高石　　侑 3月31日
皮膚科 専攻医 古岡　慶子 3月31日
病理診断科 専攻医 吉田　　誠 3月31日
放射線治療科 専攻医 緒方　隆司 3月31日
外科 専攻医 塩川　桂一 3月31日
呼吸器外科 専攻医 井口　貴文 3月31日
乳腺外科 専攻医 多山　　葵 3月31日
心臓血管外科 専攻医 藤井　浩史 3月31日
泌尿器科 専攻医 牧田　哲幸 3月31日
整形外科 専攻医 藤田　　暁 3月31日
耳鼻咽喉科 専攻医 水野　敬介 3月31日
麻酔科 専攻医 南　　遼平 3月31日
救急部 専攻医 片上　大輔 3月31日
救急部 専攻医 小林　駿介 3月31日
救急部 専攻医 小林麻由子 4月30日

1 ～ 4月
採　　用

診療科 役職 氏　名 異動日
臨床研究推進センター
難聴研究部 部長 山崎　博司 1月1日

臨床研究推進センター
臨床免疫研究部 客員部長 大村浩一郎 1月31日

救急部 専攻医 大向　功祐 1 月 1 日
救急部 専攻医 小林　駿介 1 月 1 日
救急部 専攻医 前澤　俊憲 1 月 1 日

1 ～ 4月つづき
採　　用

診療科 役職 氏　名 異動日
脳神経内科 専攻医 塩見　悠真 1 月 1 日
脳神経内科 専攻医 黒田　健仁 1 月 1 日
麻酔科 専攻医 山田　あゆ 1 月 1 日
麻酔科 専攻医 蓮下　雄大 1 月 1 日
放射線診断科 医長 有薗　茂樹 2月1日
腎臓内科 副医長 大﨑　啓介 3月1日
腫瘍内科 医長 松本　俊彦 4月1日
新生児科 医長 山本　　茜 4月1日
脳神経外科 医長 後藤　正憲 4月1日
泌尿器科 医長 山﨑　俊成 4月1日
総合内科 医長 住友　秀次 4月1日
消化器内科 副医長 丹家　元祥 4月1日
循環器内科 副医長 岡田　大司 4月1日
脳神経内科 副医長 前川　嵩太 4月1日
血液内科 副医長 下村　良充 4月1日
外科 副医長 喜多　亮介 4月1日
麻酔科 副医長 伊藤　次郎 4月1日
麻酔科 副医長 森　　美喜 4月1日
放射線診断科 副医長 渡部　正雄 4月1日
放射線診断科 副医長 光野　重芝 4月1日
放射線診断科 副医長 尾上　宏冶 4月1日
放射線治療科 副医長 芦田　　良 4月1日
救急部 副医長 栗林　真悠 4月1日
救急部 副医長 坂谷　朋子 4月1日
産婦人科 医員 中村　充宏 4月1日
糖尿病・内分泌内科 任期付医師 大久保万理江 4月1日
消化器内科 任期付医師 大久保佑樹 4月1日
麻酔科 任期付医師 河本　　怜 4月1日
産婦人科 任期付医師 奥立みなみ 4月1日
腎臓内科 任期付医師 澤村　直彦 4月1日
放射線治療科 任期付医師 岩井　貴寛 4月1日
脳神経外科 任期付医師 呉　　浩一 4月1日
小児科 任期付医師 奥立　大樹 4月1日
小児科 任期付医師 李　　崇至 4月1日
放射線診断科 任期付医師 岡　祥次郎 4月1日
放射線診断科 任期付医師 吉田　篤史 4月1日
放射線診断科 任期付医師 山本　有香 4月1日
麻酔科 集中治療フェロー 建部　将夫 4月1日
麻酔科 集中治療フェロー 土田　高裕 4月1日
循環器内科 専攻医 三好悠太郞 4月1日
循環器内科 専攻医 佐野　円香 4月1日
循環器内科 専攻医 滋野　　稜 4月1日
循環器内科 専攻医 野口　　祐 4月1日
糖尿病・内分泌内科 専攻医 井上　祥花 4月1日
糖尿病・内分泌内科 専攻医 長谷部雅士 4月1日
脳神経内科 専攻医 中澤　晋作 4月1日
脳神経内科 専攻医 比谷　里美 4月1日
消化器内科 専攻医 田中由香里 4月1日
消化器内科 専攻医 安藤　徳晃 4月1日
消化器内科 専攻医 竜野　稜子 4月1日
呼吸器内科 専攻医 松梨　敦史 4月1日
呼吸器内科 専攻医 白川　千種 4月1日
呼吸器内科 専攻医 井手　裕之 4月1日
呼吸器内科 専攻医 遠藤　　慧 4月1日
呼吸器内科 専攻医 増野　禄紀 4月1日
呼吸器内科 専攻医 十三　且也 4月1日
血液内科 専攻医 和田　典也 4月1日
血液内科 専攻医 西久保雅司 4月1日
腫瘍内科 専攻医 生駒　龍興 4月1日
総合内科 専攻医 藤田　将平 4月1日
総合内科 専攻医 尾方　冴帆 4月1日
総合内科 専攻医 山本　　大 4月1日
精神・神経科 専攻医 茂木　香織 4月1日
小児科 専攻医 髙端　裕人 4月1日
小児科 専攻医 渡邉　　悠 4月1日
産婦人科 専攻医 田辺優理子 4月1日
産婦人科 専攻医 水野友香子 4月1日
皮膚科　 専攻医 那須　　愛 4月1日
皮膚科　 専攻医 望月　亮佐 4月1日
病理診断科 専攻医 高橋　加奈 4月1日
病理診断科 専攻医 山口　貴子 4月1日
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連携登録医にご登録ください
　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
４．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。

区 連携登録医療機関 住所
東灘区 松井クリニック 向洋町中7-1-5
灘 区 飯尾整形外科クリニック 篠原本町1-7-19
灘 区 高倉整形外科クリニック 徳井町5-4-21
灘 区 おおき歯科医院 船寺通1-1-20
灘 区 村岡内科クリニック 摩耶海岸通2-3-3
中央区 鳥田診療所 相生町4-5-8
中央区 旭診療所 旭通2-4-5
中央区 ジョイクリニック 磯辺通4-2-3
中央区 細見耳鼻咽喉科医院 北長狭通5-7-5
中央区 加茂皮フ科医院 脇浜海岸通2-2-3
北 区 しろくまファミリー歯科 上津台6-6-10
北 区 やそしま医院 西大池2-26-2
北 区 矢野内科医院 藤原台中町1-2-1

北 区 たにぐちクリニック 山田町小部字向井
谷1-1

長田区 ひらせアレルギー・
こどもクリニック 神楽町5-3-4

長田区 岩本医院 蓮宮通3-5

区 連携登録医療機関 住所
須磨区 谷岡医院 菅の台6-22-10
須磨区 まえ川内科クリニック 須磨浦通4-6-21
須磨区 高田クリニック 大黒町3-3-17
須磨区 三上医院 前池町1-1-10
須磨区 わだ小児科クリニック 横尾1-17
垂水区 あいはら子どもクリニック 日向1-4-1
垂水区 ゆら歯科クリニック 福田2-1-18
垂水区 秋山医院 舞子台2-9-30
垂水区 ハートランドらいふクリニック 舞子台7-3-7
垂水区 三輪整形外科クリニック 舞多聞西5-1-3
垂水区 久保みずき小児科・産婦人科 舞多聞西6-1-1
垂水区 文生クリニック 名谷町1923-1

西 区 やましたデンタルクリニック 伊川谷町有瀬
1051-1

西 区 糖尿病内科かいせいクリニック 王塚台7-78
西 区 たがみ眼科医院 学園西町1-13
西 区 高瀬クリニック 春日台3-3-22
西 区 橋本整形外科リウマチクリニック 小山3-7-3

区別住所 50 音順で掲載しております。

中央市民病院のホームページ 医療関係者の方へ

地域医療連携センター連携登録医

採　　用
診療科 役職 氏　名 異動日

放射線治療科 専攻医 岡林　　俊 4月1日
脳神経外科 専攻医 西井　陸大 4月1日
脳神経外科 専攻医 捺本　悠嗣 4月1日
脳神経外科 専攻医 山元　康弘 4月1日
外科 専攻医 石田　　叡 4月1日
外科 専攻医 森　　　彩 4月1日
外科 専攻医 泉　　　愛 4月1日
外科 専攻医 谷川　優麻 4月1日
外科（小児） 専攻医 松井　　淳 4月1日
外科 専攻医 松田正太郎 4月1日
呼吸器外科 専攻医 印藤　貴士 4月1日
呼吸器外科 専攻医 金咲　芳郎 4月1日
乳腺外科 専攻医 大段　仁奈 4月1日
乳腺外科 専攻医 大山　友梨 4月1日
心臓血管外科 専攻医 堀　　祥昌 4月1日
心臓血管外科 専攻医 若見　達人 4月1日
泌尿器科 専攻医 萩本　裕樹 4月1日
泌尿器科 専攻医 峯　　佑太 4月1日

1 ～ 4月つづき
採　　用

診療科 役職 氏　名 異動日
歯科・歯科口腔外科 専攻医 甲斐　彩華 4月1日
整形外科 専攻医 宮本　哲也 4月1日
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 専攻医 池永　　直 4月1日
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 専攻医 中嶋　眞美 4月1日
耳鼻咽喉科・頭頸部外科 専攻医 濱本　文美 4月1日
麻酔科 専攻医 林　　大貴 4月1日
麻酔科 専攻医 池垣　友康 4月1日
麻酔科 専攻医 木村　拓哉 4月1日
麻酔科 専攻医 野原　静華 4月1日
麻酔科 専攻医 穆　　慧麗 4月1日
麻酔科 専攻医 三宅　悠介 4月1日
麻酔科 専攻医 宮沢　嘉英 4月1日
救急部 専攻医 西田　晴香 4月1日
救急部 専攻医 出田　健人 4月1日
救急部 専攻医 河合　嘉一 4月1日
救急部 専攻医 高橋　毅史 4月1日
救急部 専攻医 田中　淳仁 4月1日
救急部 専攻医 小林麻由子 4月1日
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PET/CT検査依頼のご案内とお願い� 放射線技術部

　7月 6日（月）よりweb予約受付を開始します（連携登録医のみ）

　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。

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
Kobe City Medical Center General Hospital

FAX予約をご利用ください！患者さんをご紹介いただく際は ･･･

【手順】
１． 「診療情報提供書」を当院地域医療連携センターへ送

信して下さい。【簡易手続記載例を参照ください。】
　　１） 「診療情報提供書」様式の上段赤枠のみ記載くだ

さい。（検査依頼については専用の検査様式をご
使用ください）

　　２） 後ほど予約申込日中に下段青枠に追記してから再
送ください。

２．「予約報告書（上段）兼初診予約券（下段）」を返信します。
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。

●当院の PET/CT検査について
　2017 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。
　2018 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。

Tel : 078-302-4321　　Fax : 078-302-7537
Tel : 078-302-6031　　Fax : 078-302-2251

Tel : 078-302-4321㈹　Fax : 078-302-4424

〒670-0047 神戸市中央区港島南町2-1-1

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

★緊急受診・転院のお問い合わせは★
専用ダイヤル：０７８－３０２－５１７２

脳卒中ホットライン
０７８－３０２－８０３０

産科ホットライン
０７８－３０２－５１０４

胸痛ホットライン
０７８－３０２－６１６２

心臓血管外科ホットライン
０７８－３０２－４４１７

小児科ホットライン
０７８－３０２－５３４３

代　　表
FAX予約
地域医療連携センター

まず赤枠のみ
記入して送信
してください。

❶

お手すきな時
に青枠に追記
して再送して
ください。

❷
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