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小児科に終夜睡眠ポリグラフィー
検査用機器を導入
　近年、小児科領域で睡眠障害が注目されています。小児の神経疾患や神経発
達症などさまざまな疾患に睡眠障害が関連している場合があり、睡眠を評価し
治療介入することで予後が改善することが明らかになっています。
　当院では、睡眠診療により一層力を入れるため、小児科で終夜睡眠ポリグラ
フィー検査用機器を導入することになりました。脳波や眼球運動、心電図や筋電
図などを一晩にわたって測定する検査で、小児科で取り入れている施設は全国
的にもまだ多くはありません。この検査によって精度の高い診断を行い、より適
切な診療体制につなげていきたいと考えています。小児の睡眠障害が疑われる
ようであれば、ぜひ当院にご相談いただければと思います。



　肝胆膵がんは高い専門性が求められる難治性のがんですので、当院では毎週
外科･内科･放射線科によるキャンサーボードを行い、各患者さんにとってベスト
な治療を行っています。
　肝胆膵がんの根治可能な唯一の治療法である手術は、高難度かつ高侵襲で
すので、一般的に他臓器手術に比べて合併症の頻度は高いです。私たちは、大学
病院として合併症ゼロを目指した手術手技の向上と術後管理の開発に邁進す
ることで、低い合併症率を実現しています。
　私たちは、切除不能肝胆膵がんに対しても、薬物治療や放射線治療を行った
後に、動脈･門脈合併切除を伴う超高難度なコンバージョン手術を積極的に行
い、完治を目指しています。また、低侵襲手術は患者さんの求めで、私たちは、腹
腔鏡下肝胆膵手術ならびに臓器温存手術を積極的に取り組んでおり、近日中に
はロボット手術も導入する予定です。さらに、より安全な手術を目指し、最新の
ナビゲーションシステムを取り入れるなど、世界に通用する最先端治療を導入
し、患者さんの長期生存を目指すことに邁進しています。
　そして、地域の先生方と密に連携させていただき、「患者さんファースト」の医
療を実践することで地域医療に貢献できるよう、教室員一同で精一杯がんばり
ますので、これからもどうぞよろしくお願い申し上げます。

長期生存を目指した肝胆膵外科治療
第12回 2022年10月15日（土）

廣野 誠子肝･胆･膵外科　診療部長

兵医サタデーモーニングセミナー

　形成外科が扱う疾患は、まさに「頭のてっぺんから足の先」に及びますが、大
半は顔と体表の疾患です。例えば、先天的な頭の変形、瘢痕による脱毛、眼瞼
下垂、口唇口蓋裂、鼻や耳介の変形、顔面骨折、顔面神経麻痺、アザといった顔
貌に関わるさまざまな疾患に、手術やレーザー治療などで対処しています。胸
腹部の手術痕に発生したケロイドの治療、乳房再建、臍ヘルニア、多指症や合
指症など、身体各部の変形や欠損も当科の守備範囲です。
　また、手術用のルーペや顕微鏡を用いて微細な血管や神経を縫合するマイ
クロサージャリーの技術を用いて、他科との共同手術も多く行っています。そ
して近隣のクリニックを始め、高齢者施設や小学校とも連携を図り、幅広い
年齢層に対応していることも当科の特徴です。そんな中でも患者さんのQOL
改善に寄与することを常に心掛け、一人一人の患者さんが思うゴールを目指し
た治療を行います。ぜひ幅広い当科の守備範囲を知っていただき、どこの科
に紹介すればよいか迷った際は一度、ご相談いただければと思います。

“顔”と“体表”の疾患
第13回 2022年11月19日（土）

垣淵 正男形成外科　診療部長

専門分野
●日本形成外科学会 形成外科専門医･指導医･認定皮膚腫瘍外科指導専門医･認定再建･マイクロサージェリー指導指導医
●日本頭蓋顎顔面外科学会 専門医　●日本手外科学会 認定手外科指導医　●日本形成外科手術手技学会 役員　●医学博士（2002年）

●形成外科一般　●眼形成（眼瞼･眼窩疾患）　●顔面神経麻痺　●頭頚部再建　●顔面骨骨折　●美容外科　●リンパ浮腫

資　　格

専門分野
●日本外科学会 外科専門医･指導医　●日本消化器外科学会 消化器外科専門医･指導医･消化器がん外科治療認定医　●日本消化器病学会 消化器病専門医
●日本膵臓学会 認定指導医　●日本肝胆膵外科学会 肝胆膵外科高度技能専門医　●日本がん治療認定医機構 がん治療認定医
●日本メディカルAI学会 公認資格　●医学博士（2009年）

●肝胆膵外科　●肝胆膵癌集学的治療　●癌免疫療法　●癌遺伝子研究

資　　格
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開催日 講  師 セミナー演題

開催日 講  師 セミナー演題

今後の開催スケジュール

アーカイブ動画（期間限定配信）
※各セミナーの申込については医療支援センターまでお問い合わせください。

第15回 2023年  1月  7日 糖尿病診療の進歩と地域連携の重要性小山 英則
糖尿病･内分泌･代謝内科
診療部長

第16回 2023年  2月  4日
慢性腎臓病における
地域医療連携の重要性倉賀野 隆裕

腎･透析内科 診療部長

第17回 2023年  3月  4日 やっかいな慢性疼痛をどうするか
～当院での取り組み～髙雄 由美子

ペインクリニック部 部長

第 9 回 2022年  7月  2日 脳卒中予防最前線吉村 紳一
脳神経外科 診療部長

第10回 2022年  8月  6日 患者さんがスマートウォッチ
心電図を持ってきたらどうする？峰　 隆直

循環器内科 特任准教授

第11回 2022年  9月  3日 日本最多の特定疾患 潰瘍性大腸炎
: 診療のポイント渡邊 憲治

消化管内科 准教授

　耳鼻咽喉科･頭頸部外科領域は、呼吸、食事、会話など、私たちの日常生活に
欠かせない領域です。その中で鼻は、呼吸と嗅覚の機能を担っています。
　鼻呼吸の抑制は、睡眠時無呼吸症候群を引き起こす原因となり、さらには心
血管系に負担がかかることで脳梗塞や心筋梗塞の原因にもつながります。
　嗅覚障害は、厚生労働省の指定難病である好酸球性副鼻腔炎、新型コロナウ
イルス感染症、認知症の前駆症状などで生じます。また、鼻出血は鼻粘膜からの
出血だけでなく、悪性腫瘍による出血の可能性も考えられます。
　本セミナーでは、鼻の機能とその障害によるダメージや他の
疾患との関連、治療の重要性について取り上げることで、他科の
先生方にも普段の診療で耳鼻咽喉科領域を意識していただく
きっかけになればと思います。

鼻疾患の治療
～鼻の機能と疾患の治療の大切さ～

第14回 2022年12月3日（土）

都築 建三耳鼻咽喉科･頭頸部外科　診療部長

専門分野
●日本耳鼻咽喉科頭頸部外科学会 耳鼻咽喉科専門医･研修指導医　●日本アレルギー学会 アレルギー専門医　●日本耳鼻咽喉科学会認定補聴器相談医
●日本鼻科学会 鼻科手術暫定指導医　●嗅覚障害診療ガイドライン作成委員長　●好酸球性副鼻腔炎の診療ガイドライン作成･実態調査研究班
●医学博士（2001年）

●鼻科学　●鼻･副鼻腔手術　●嗅覚

資　　格

※「兵医サタデーモーニングセミナー」は医師及び医療従事者を対象とした動画配信セミナーです。
　提供している情報は専門的なものであり、一般の方への情報提供を目的としたものではございませんので、あらかじめご了承ください。
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医師の異動

緊 急 ホ ッ ト ラ イ ン

 ☎ 全ての重症疾患もしくは受け入れ先に迷ったら

　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。
※ 医療機関専用ホットラインとなっておりますので、この電話番号を患者さんへ提供することはお控えください。

▶循環器疾患と思ったら ……080-2475-7380（循環器内科医師）
▶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 ……… https://www.hosp.hyo-med.ac.jp/

0798-45-6812（救急科医師）

●消化器内科
新﨑 信一郎

●救命救急センター
大家 宗彦

●消化器外科
藤本 康弘

●眼科
荒木 敬士

●泌尿器科
長澤 誠司

●産婦人科
谷口 路善

●救命救急センター
山田 太平

着任 2022年7月1日～9月1日付 退任 2022年6月30日～2022年8月31日付

　当院では、ハッピーマンデーの一部（敬老の日、成人の日）を開院日とし、安心・安全な
医療の提供を整えております。
　2022年度は、下記の祝日を通常の診療体制といたしますので、お知らせいたします。

開院日に
ついて

・ 成人の日　2023年1月9日（月）
※ 上記開院日につきましては、紹介予約受付時間を8時30分～16時45分とさせていただきますので、
ご理解、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

〒663-8501 兵庫県西宮市武庫川町1－1
TEL（0798）45-6111（大代表）

ＴＥＬ：0798－45－6035（直通）　ＦＡＸ：0798－45－6002（直通）
編集・発行　2022年10月　兵庫医科大学病院　医療支援センター

本懇談会は平成記念会館もしくはオンラインでのご参加となります。（新型コロナウイルス感染拡大防止のため、懇親会は自粛とさせていただきます）

第21回 地域医療懇談会

※オンラインでも同時開催いたします

日時

プログラム

2022年10月15日（土）　15:30～17:00
場所 兵庫医科大学平成記念会館（西宮キャンパス）

　地域の医療機関と病診･病病連携を深め、
社会が求めるより良い医療関係の充実に努め
るため、地域医療懇談会を開催します。
　今年度は会場での開催に加え、地域の医療
機関の先生方に広くご参加いただけるよう、
オンラインでも配信し、兵庫医科大学病院の
地域連携への新たな取り組みをはじめ、新任
教授の講演等を行います。

●病院のとりくみ

●医療支援センターのとりくみ　「兵庫医科大学病院は本気です」

●新しい機器を使った診療のとりくみ

●講演① 肝･胆･膵外科 診療部長 廣野 誠子

●講演② 消化管内科 診療部長 新﨑　信一郎




