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病院長　難　波　光　義
　平素は当院の運営並びに地域医療連携につきまして、格別のご協力、
ご尽力を賜り厚く御礼申し上げます。
　先般、平成 28 年 6 月 4 日に開催いたしました兵庫医科大学病院　第
16 回地域医療懇談会におきまして、各市医師会、各市歯科医師会、医
療機関関係者にご説明させていただきましたように、当院では地域医療
に貢献するため、平成 28 年度下半期より土曜日、創立記念日等の診療
体制を見直すことになりました。

　つきましては、「兵庫医科大学病院の方針」、「平成 28 年 9 月 30 日までの診療体制」、「平成
28 年 10 月 1 日からの診療体制」は次のとおりとなりますので、内容をご確認いただき、医療
機関様におかれましては、院長並びに関係各部署へのご周知をよろしくお願いいたします。
　なお、平成 29 年度以降については、再度ご案内させていただきます。
【兵庫医科大学病院の方針】
①創立記念日（11 月 22 日）が平日にあたる場合は開院致します。
②年 4回のハッピーマンデーのうち、「敬老の日」、「成人の日」の 2日は開院致します。
③第 5土曜日は休診と致しますが、第 1、3土曜日の診療（午前のみ）内容はより充実させます。
【平成 28年 9月 30日までの診療体制】
休診日：日曜日、祝日、第 2・4 土曜日、年末年始（12 月 29 日から 1月 3 日）、及び創立記念

日（11 月 22 日）
【平成 28年 10月 1日からの診療体制】
休診日：日曜日、祝日（「敬老の日」「成人の日」を除く）、第 2・4・5 土曜日、年末年始（12

月 29 日から 1月 3日）
●平成 28 年 10 月 29 日（土）第 5土曜日は、病院休診日といたします。
●平成 28 年 11 月 22 日（火）創立記念日は、平日の診療体制（病院開院日）といたします。
●平成 29 年 1 月 9 日（月・祝日）成人の日は、平日の診療体制（病院開院日）といたします。

兵庫医科大学病院における土曜日、 創立記念日等の診療体制の見直しについて
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皮膚科　講師　今　井　康　友
　最新治療薬であるバイオ製剤は、約1～ 3ヶ月おきに注射することで、
乾癬による皮膚症状をほぼゼロにできます。特に、20-30 代の若い患者
さんにとっては人生が変わる薬だと思います。また、乾癬による関節
炎は、関節痛の初期からバイオ製剤を使用しなければ関節破壊が進ん
でしまうため、乾癬患者さんの診療には細心の注意を要します。しかし、
バイオ製剤の承認施設が限られ、患者さんは「平日の昼間に基幹病院
に受診しないといけない」という問題点がありました。そこで、兵庫

医科大学病院の皮膚科では、平日に加えて、土曜日の外来でバイオ製剤の投与ができるように、
投薬・検査の態勢を整え、阪神間で唯一の「土曜日の乾癬バイオ製剤外来」を開設することに
なりました。これによりお仕事をされていて忙しく、土曜日しか来院できないという現役世代
の患者さんも、最新の治療であるバイオ製剤の投与を受けていただけるようになりました。平
日と違って、土曜日の乾癬バイオ製剤外来は、予約制でお願いしています。ご希望の患者さん
には、土曜日のみ希望と明記のうえ、バイオ製剤外来の初診予約をお取りいただくよう、お願
い致します。

	 肝・胆・膵外科　教授
肝疾患センター副センター長　波 多 野 悦 朗

　平成 28 年の癌統計予測によると、最も多い癌死亡は肺癌で、大腸癌、
胃癌、膵癌、肝癌、胆道癌が続きます。肝胆膵癌は、4位から 6 位です
が、合計すると 80800 人で肺癌の 77300 人を超えます。一方、肝癌、
胆道癌、膵癌の 10 年相対生存率は、それぞれ 15.3%, 19.7%, 4.9% で最
も予後不良で難治癌といえます。治癒には、遺残なき切除が必須ですが、
それだけでは十分といえず、周術期の化学療法も積極的に行っていま

す。これらの難治癌の治療成績向上には、診療科を越えた集学的治療が必要です。　
　兵庫医科大学病院でも、肝・胆・膵内科、肝・胆・膵外科、放射線科の医師が集まった「肝
胆膵癌の CancerBoard」にて、よりよい診断と治療を求めて議論を繰り広げています。また、
肝胆膵癌の手術は、高度な技術が要求される高難度なものが多いのですが、前任地の京都大学
での肝移植手術手技を応用して手術適応を広げています。
　さらに、平成 28 年度の診療報酬改定により、腹腔鏡下肝切除の多くの術式や腹腔鏡下膵頭
十二指腸切除術が保険収載され、これらを施行するための施設基準も厳格に定められました。
この新たに定められた施設基準では、当該手術を実施す
る患者について、関連学会と連携の上、手術適応等の治
療方針の決定及び術後の管理等を行っていること、とい
う条件が記されています。当院の肝・胆・膵外科は施設
基準を満たしていますので、患者さんへの安全性を担保
し、慎重に導入を進めています。

土曜日の乾癬バイオ製剤外来について（地域医療機関の先生方へ）

難治な肝胆膵癌に挑む～集学的治療と低侵襲手術～
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上部消化管外科　診療部長　篠　原　　　尚
　この度、平成 28 年 5 月 16 日付で上部消化管外科の診療部長を拝命い
たしました。私は平成元年に徳島大学を卒業後、京都大学外科に入局し、
これまで京都大学関連病院や虎の門病院（東京）で臨床、研究に携わっ
て参りました。このうち研修医時代の 3年間と平成 15 年からの 8年半
は隣市の兵庫県立尼崎病院（現、尼崎総合医療センター）で勤務してお
りましたので、阪神地域は馴染み深い医療圏です。食道がん、胃がん手
術を専門としており、とくに腹腔鏡下胃癌手術で多くの症例を経験して
きました。

　今後、ピロリ菌感染率の低下により胃がんの罹患率そのものは減少しますが、世界に類をみ
ない高齢化社会の到来で、罹患者数そのものは横ばいか、緩やかな上昇傾向となることが予想
されています。また、食生活の欧米化に伴い、食道胃粘膜境界部付近に発生する接合部がんの
増加が大きな問題になっています。一方、化学療法の進歩により、従来手術不能とされていた
症例に対するコンバージョン手術の機会も増えてきました。こうした手術は難易度が高く、実
施可能な施設の集約化が進むと考えられます。これからも低侵襲手術から高難易度手術まであ
らゆる外科治療に高いレベルで対応できる診療科を目指して参りますので、地域の先生方のご
支援を何卒よろしくお願い申し上げます。

　阪神沿線健康講座は、兵庫医科大学病院と阪神電鉄が共同開催しており、今回は、現役で働
く世代向けに「生活習慣病」をテーマに大阪梅田のハービスENTで開催しました。
　第 4回については、平成 28 年 6 月 20 日（月）18 時 30 分から 20 時で糖尿病・内分泌・代謝
内科の勝野教授より「最近の糖尿病治療」、小山主任教授より「動脈硬化って何？新しい視点
で予防法を考えてみよう」を講演していただき、58 名の参加がありました。
　また、第 5回については、平成 28 年 7 月 13 日（水）18 時 30 分から 20 時で総合内科の新村
主任教授より「アンチエイジングの嘘、ほんとより良い人生を送るためのヒント」、健康医学
クリニックの山本院長より「生活習慣病～痛風・高尿酸血症～」を講演していただき、82 名の
参加があり、第 4回、第 5回も盛会のうちに開催することができました。

　循環器救急疾患勉強会は、医療関係者向けの勉強会であり、兵庫医科大学病院と日本ベーリ
ンガーインゲルハイム㈱が共同開催し、平成 28 年 6 月 23 日（木）18 時 30 分から 20 時で実施
いたしました。
　講演 1については、西宮市消防局　警防部救急課　西岡救急指導係長より「西宮市消防局の
救急体制について」を講演していただき、講演 2については、兵庫医科大学病院　看護部　山
田副看護師長より「救急看護とプレ・インホスピタルケアの連携－循環器疾患ラピッドカー要
請の一例から－」を講演していただき、講演 3については、兵庫医科大学病院　冠疾患内科　
石原主任教授より「急性冠症候群の診断と初期対応」を講演していただき、医師 7名、看護師
49 名、薬剤師 10 名、救急隊員 17 名、療法士 10 名、技師 4名の合計 97 名の参加があり、盛会
のうちに開催することができました。

診療部長からのご挨拶

開催報告：第 4 回・第 5 回阪神沿線健康講座

開催報告：循環器救急疾患勉強会
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兵庫医科大学病院からのお知らせ

　“がん” をはじめとした生活習慣病の予防と早期発見を担う人間ドック専門施設
「兵庫医科大学 健康医学クリニック」が平成 27 年 4 月にオープンしました。兵庫
医科大学病院や関連病院と連携し、疾患が発見された場合には迅速で質の高い医
療を提供する体制を整えています。
お問い合わせ先：健康医学クリニック　0120-682-701（直通）

　医療関係者専用の各科医師への直通電話です。24 時間 365 日、交換手を通さず、各科医師に直接かか
ります。緊急症例、診療のご相談など何でもお気軽にお電話ください。

健康医学クリニックで定期的な健診を

救急ホットライン

◆編集・発行　平成 28 年 9 月    兵庫医科大学病院　地域医療・総合相談センター
　　　　　　　　　　　　　　　ＴＥＬ 0798−45−6035（地域医療直通）　ＦＡＸ 0798−45−6002（地域医療直通）

 ☎ 全ての重症疾患もしくは受け入れ先に迷ったら・・・
　0798-45-5711（救急科医師）
循環器疾患と思ったら
　080-2475-7380（循環器内科・冠疾患内科医師）

脳疾患と思ったら
　080-2529-8239（脳神経外科医師）
画像転送用アドレス：hyougo.nougeka@gmail.com

　兵庫医科大学病院では、平成 28 年 4 月より登録医制度として「武庫川ク
ラブ」を開設しました。地域の医療機関様とより密接に連携することにより、
医療サービスの向上を目的としており、対象は当院に患者紹介実績がある
医療機関様の医師または歯科医師を対象としております。登録費用等につ
いては無料としており、ご登録いただいた医療機関様には「登録認定プレー
ト」（右写真・実物は緑色）を提供し、登録医に武庫川クラブの「登録医番
号」を提供させていただいております。
　第 1 期として前年度多数の患者紹介実績がある医院・クリニックを対象
とし、医療機関様に依頼文書を送付し、武庫川クラブ会員確認書を提出し
ていただき、登録させていただきました。
　また、平成 28 年 6 月 4 日の兵庫医科大学病院第 16 回地域医療懇談会に
おいて、ご出席いただきました各市医師会、歯科医師会、医療機関関係者
に武庫川クラブについて周知させていただきました。
　現在、第 2 期として、前年度患者紹介実績がある医院・クリニックを対象とし、医療機関
様に各市単位で随時依頼文書を送付し、武庫川クラブ会員確認書をご提出いただいており、
今年度中に完了予定となっております。また、平成 29 年度には第 3 期として、前年度患者紹
介実績のある病院を対象として実施する予定としております。
　平成 28 年 8 月末現在において、武庫川クラブ会員は医師 555 名、歯科医師 129 名　計 684
名となっており、随時武庫川クラブ会員は増加していく予定です。
　現時点で、武庫川クラブ会員になっていらっしゃらない医院・クリニックの医師・歯科医
師の先生方におかれましては、ぜひともご検討いただきますようよろしくお願いいたします。
　武庫川クラブの詳細につきましては、当院ホームページ（http://www.hosp.hyo-med.
ac.jp/）／地域医療・総合相談センター・医療関係者の方へ・武庫川クラブについてをご確認
ください。

武庫川クラブ（登録医）の現況について


