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神戸医療センター 地域医療連携室

地域における神戸医療センターの産科・婦人科の現状と将来について

１．診療案内

２．スタッフ紹介

３．主な手術実績（平成２８年度） 「国立病院機構ベンチマーク」データより

４．診療連携実績

５．将来像

当科は、成育医療の近畿基幹医療施設として母子医療、またがん診療拠点病院として悪性腫瘍に対する
政策医療に取り組んできました。正常分娩ならびに異常分娩を取り扱うのみならず、婦人科悪性腫瘍や子
宮頚部異形成に対する最新知見に基づいた集学的治療、さらに良性腫瘍に対する腹腔鏡、子宮鏡を用い
た治療、尿失禁や骨盤臓器（子宮脱）に対する手術療法など幅広い診療を行っています。

この５年間で、産科・婦人科の紹介実績が、432件であったのが、平成28年度実績では592件と５年間で
約１．４倍にも増えています。これも地域医療支援病院として、ひとえに各医療機関から信頼を得ていると
いう証しとして、深く感謝しております。

産科においては、今後分娩数増加が予想される中で、当院は世界保健機構とユニセフにより「赤ちゃんに
やさしい病院（ＢＦＨ）」として認定されています。今後、各科と通じて正常妊婦のみならず合併症妊婦、ハ
イリスク妊婦に対しても母児に優しい周産期医療を目指します。
産婦人科では、日本産科婦人科内視鏡学会認定研修施設として良性疾患に対する腹腔鏡や子宮鏡といっ
た内視鏡手術の適用を拡大します。さらに初期子宮体癌に対しては腹腔鏡下子宮体癌根治術を施行して
おり、今後様々な婦人科悪性腫瘍に対する手術侵襲の低減、手術完成度の向上を目指します。

子宮附属器腫瘍摘出術（両側）（腹腔鏡） 63件 4位 1位 9.3日

腹腔鏡下膣式子宮全摘出 32件 8位 1位 10.3日

帝王切開（緊急） 29件 23位 2位 14.6日

41件 25位 3位 15.5日帝王切開（選択式）

術式 症例数 症例数
（全国順位）

症例数
（近畿順位） 平均在院日数

外来診療部長
武内 享介  先生

産婦人科部長
杉本 誠  先生

産婦人科医師
吉田 愛  先生

産婦人科医師
武田 晃子  先生

専修医
澤田 茉美子  先生

２．スタッフ紹介

外来診療部長 産婦人科部長 産婦人科医師 産婦人科医師 専修医
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須磨区臨床談話会へのお誘い

　当センターでは須磨区医師会との共催で「須磨区臨床談話会」を毎月開催させていただい

ております。近隣の医療機関の先生方と当センターの医師との間で一緒に勉強する会で、昨

年4月に第300回を迎えました。そもそもの始まりは、当センターの前前院長の由宇芳才先

生と近隣の有志の先生方とで、腹部エコーや消化器疾患の勉強会として始まったと聞いてお

ります。毎月1回開催されたとすると30年近く続いている会であり、その長い歴史に感嘆するとともに、まだまだ続

けていかねばならないと責任を感じます。

　会の内容は、興味深い症例をご参加の先生方とでディスカッションする「症例検討」や当センターの医師を講師と

する「ミニレクチャー」などで、毎回活発な質疑応答が行われています。ご多忙の中、ご参加いただいた先生方には、

深く感謝申し上げます。

　これからも地域医療支援病院としての役割を果たすべく、近隣の先生方にとって有意義な勉強会にしてまいりた

いと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。

　毎月第2木曜日17時から会議室3で開催しておりますので、多くの先生方のご参加を心よりお待ちしております。

地域医療連携室長　三輪陽一

ります 毎月1回開催さ

須磨区医師会臨床談話会開催状況（直近５回分の内訳）
回 演 題 講 師 レクチャー 講 師

第３０８回 放射線検査の被ばくについて 本山新（放）

第３０９回 ２１才、男性　高血圧の１例
山内由貴（循）
三輪陽一（内）

「虚血性心疾患における非侵襲
的画像診断－冠動脈ＣＴと心筋
シンチについて－」

衣笠允雄（循）

第３１０回 胸部単純の読み方アーカイブス 森田瑞穂（放）

第３１１回
アピキサバンによる薬剤性間質性
肺炎を呈した１例

平林卓（研）
土屋貴昭（呼）

「気管支喘息とその周辺疾患」 日下部祥人（呼）

第３１２回
肺門部肺癌の画像神殿
ー単純写真所見を中心にー

本山新（放）



3

現在、全国に109名の老人看護専門看護師が活動しています。専門看護師は、複雑で解決
困難な看護問題を持つ個人、家族及び集団に対して水準の高い看護ケアを効率よく提供す
るために、日本看護協会が認定している資格です。大学院における特別なカリキュラムで修
得した知識と技術を発揮しながら、認知症やせん妄、嚥下障害など複雑な健康問題を抱え
る高齢者のＱＯＬを向上すべく、病院内を横断的に活動しています。長年生きてこられた高
齢者のケアを通して学ばせていただくことは日々あり、謙虚さを忘れず、自己研鑽を続けた
いと思っています。

昨年の総務省の調査では、総人口に占める高齢者の割合は27.3％と過去最高となってお
り、神戸医療センターにも多くの高齢者が入院してこられます。高齢者は、疾患の影響や入
院による環境の変化から混乱されたり、認知症を患っておられることから治療がスムーズに
受けられなかったりと、様々な困りごとを抱えておられます。私はそのような方々に対して、
入院に伴うストレスを最小限にとどめ、「ご本人もご家族も、そしてスタッフも笑顔に」という
ことを意識して日々取り組んでいます。

2016年度の診療報酬の改定において、認知症ケア加算が認められました。神戸医療センタ
ーでも医師、ＭＳＷ、老人看護専門看護師を中心とした「認知症ケアチーム」が結成されまし
た。行動・心理症状（ＢＰＳＤ）への対応、意思決定や身体抑制、虐待などの倫理的な問題など、
相談依頼のあった患者さんを週1回ラウンドし、各病棟スタッフとともにカンファレンスを行
い、対応方法を検討したりケアへの助言を行ったりしています。院内全職種の認知症に対する
関心、知識を向上し、適切なアセスメントと対応を行うことで入院される認知症患者さんが身
体疾患の治療を円滑に受けられるよう取り組んでいます。

当院の専門・認定・専従 / 専任看護師

老人看護専門看護師　上田愛（3階南病棟）

老人看護専門看護師ご存知でしょうか？

「皆が笑顔に」をモットーに取り組んでいます！

認知症ケアチームが発足しました♪
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独立行政法人 国立病院機構

神戸医療センター 地域医療連携室神戸医療センター 地域医療連携室
〒654-0155　神戸市須磨区西落合3-1-1
TEL：078-795-6584（直通）FAX：078-795-6591
http://www.kobemc.go.jp

開室時間　月～金曜日　午前8時30分～午後7時00分（祝日・年末年始を除く）

●神戸市営地下鉄名谷駅から徒歩15分
●神戸市営バス「神戸医療センター前」すぐ
●山陽バス「神戸医療センター下」徒歩３分

外来診療担当医表
（平成29年5月15日現在）診療受付時間　8:30～11:00

月 火 水 木 金 備　　　　考

三輪　陽一 患者さんからの直接予約は受け付けて
三好　園子 おりません

衣笠　允雄 樫尾　和洋 中山　文仁 高峰　佐智子 德永　英里 紹介状をお持ちでない初診患者さんは、
長谷川　章 谷岡　洋明 清水　雅俊 三田　正樹 岡田　武哲 内科初診（総合内科）での診察になり

三輪　陽一 清水　一也 三輪　陽一 ます

清水　一也 吉田　志栄 中山　文仁 宮崎　博之 德永　英里

三田　正樹 谷岡　洋明 清水　一也 三田　正樹 吉田　志栄

中山　文仁 宮崎　博之 宮崎　博之

長谷川　章 酒井　太門 長谷川　章

德永　英里

朝治　直紀

衣笠　允雄 樫尾　和洋 三輪　陽一 高峰　佐智子 清水　雅俊

鈴木　麻希子 三輪　陽一 清水　雅俊 衣笠　允雄 岡田　武哲

岡田　武哲 三輪　陽一

伊藤　泰子

担当医
（初診・予約のみ） 土屋　貴昭 日下部　祥人 土屋　貴昭

担当医
（再診・予約のみ）

永礼　智基 永礼　智基 永礼　智基

船越　洋平 腫瘍・血液内科の診察は完全予約制

です

橋本　由貴 上中　健 神経内科は午後診（予約制）

休診 休診 竹内  克吏 蓬莱　政 休診 予約制（継続の方のみ）

杉山　直緒子

山川　宣 山川　宣 山川　宣 山川　宣 山川　宣 完全予約制（通院中の方のみ）

小林　明子 小林　明子 小林　明子 担当医 小林　明子

本山　史子 山根　めぐみ 本山　史子 山根　めぐみ

心エコー 慢性疾患　小林 乳児健診 腎臓　小林 　

予防接種 　

辻村　敏明 岩﨑　武 岩﨑　武 前川　陽子 辻村　敏明

平田　建郎 石田　潤 秋山　真吾

田上　修司 　

小倉　佑太

前川　陽子
(予約・再診のみ)

前川　陽子 前川　陽子
月曜日は予約なしの初診患者さんは
診察しておりません（６ヶ月以上受
診されていない方も含む）

川北　晃平 乾　義弘 蔵川　拓外 堂垣　佳宏 鈴木　哲平

鈴木　哲平 川北　晃平 乾　義弘 堂垣　佳宏

蔵川　拓外
骨粗しょう症外来

（14:00～15:00）

午前 宇野　耕吉 宇野　耕吉 宇野　耕吉 宇野　耕吉

午後
担当医

（16:00～17:00）
担当医

（16:00～17:00）
担当医

（16:00～17:00）
担当医

（16:00～17:00）
担当医

（16:00～17:00）

休診（手術日） 輪湖　雅彦 輪湖　雅彦（予約のみ） 休診 輪湖　雅彦 午前中のみ

高本　剛 休診（手術日） 高本　剛（初診のみ） 高本　剛 高本　剛 水曜日は初診のみ

第2.4週
田中　雄悟 休診 休診 休診 法華　大助 午後診のみ（予約制）

山本　篤志 寒川　愛美 山本　篤志 山本　篤志

寒川　愛美 担当医 担当医 寒川　愛美

アレルギー外来 漢方外来

予約患者のみ 予約患者のみ

特殊検査処置 手術日

武内　享介
（予約）

武田　晃子
（初診・予約）

杉本　誠
（初診・再診）

武内　享介
（初診・再診）

担当医
（初診・再診）

午前
吉田　愛

（初診・再診）
担当医

（再診）
武田　晃子
（予約）

杉本　誠
（予約）

吉田　愛
（予約）

午後
吉田　愛
（予約）

武田　晃子
（予約）

担当医
（15:30-16:30）

藤岡　久美子 休診（手術日） 藤岡　久美子 中村　礼恵 藤岡　久美子

視野検査 中村　礼恵 中村　礼恵

黒田　浩之
（予約のみ）

黒田　浩之
（予約・初診のみ）

（受付１０時半まで）

黒田　浩之
（予約・初診のみ）

（受付１０時半まで）

黒田　浩之
（予約のみ）

第2,4週
チーム回診

特殊検査 特殊検査 特殊検査

　 西川　遼 佐々木　良平 診察は完全予約制
治療の依頼は毎日受付

谷　龍一郎 片山　直人

森田　瑞穂 森田　瑞穂

本山　新 本山　新

川北　晃平

清水　雅俊

内
　
　
　
科

再　　　診

予約診（午前） 第2,4週
長谷川　祥子

初診（総合内科） 清水　一也 吉田　志栄 宮崎　博之

　消　化　器　内　科

午後診

　循　環　器　内　科
第1,3,5週

高峰　佐智子第1,3,5週
山内　由貴 第2,4週

樫尾　和洋

専門外来は午後から診察（予約制）
二診での診察時間は10～11時までです

午　後　診
[予約制]

　呼　吸　器　内　科

　糖　尿　病　内　科

　腫　瘍・血　液　内　科

　感　染　症　内　科

　神　経　内　科

　心療内科 ・ 精神科

　乳　 腺　 外　 科

心理判定カウンセリング

　緩 和 ケ ア 内 科

小

児

科

消
化
器
外
科

外
科
・

一　　　診

二　　　診

三　　　診

四　　　診

午　前　診

整
形
外
科

一診（初診）
側弯症外来、骨粗しょう症外来の担当
医は当日決定します
手術のため、担当医を変更することが
あります
水曜日は初診と予約（脊椎側弯センタ
ー）のみの受付です
側弯症外来は午後４時からとなります

（予約制）

二診（再診）

三診（再診）

脊椎側弯
センター
（２F）

　形　成　外　科

　脳　神　経　外　科

　呼　吸　器　外　科

皮
膚
科

午前診

　眼　    　　　科

休診（手術日）

アレルギー外来、漢方外来は予約制と
なり、患者さんからの直接予約は受け
付けておりません

午後診

　泌    尿    器    科　　　
大岡　均至

（初診は紹介状必要）
（受付10時半まで）

大岡　均至
（初診は紹介状必要）

大岡　均至
（初診は紹介状必要）
（受付10時半まで）

初診患者さん（１年以上来院のない方
含む）は紹介状が必要です
月曜日、金曜日の受付時間は10時半
までです
火曜日、木曜日は予約患者さん以外の
方の診察はできません
担当医が変更になることがあります
出張等により休診になることがあります

産
科
・
婦
人
科

診察室１
火曜日、金曜日の受付時間は10時半ま
でです
神戸市子宮癌検診は神戸市在住、20歳
以上の方で、平成28年4月1日～
平成29年3月31日の期間に偶数年齢に
なる方が対象です

診察室２

産褥健診

本山　新 本山　新 月～金曜日　随時受付

　リハビリテーション科

　

耳
鼻
い
ん
こ
う
科

午前診
休診（手術日）

耳鼻咽喉科の診療については、「初診
の方」又は、「ご予約の方」のみの診
察となります
火曜日、木曜日の受付時間は10時半ま
でです
第2,4週の火曜日はチーム回診により、
診察を一時中断するため、待ち時間が
多くなる場合があります

午後診

放
射
線
科

 放 射 線 治 療

IVR

ＣＴ・ＭＲＩ診断 本山　新
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