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　新年明けましておめでとうございます。
　昨年は４月から地域医療機能推進機構がスタートし、我々の病院も新しい独立行政法人の
新体制下に再出発いたしました。地域の住民の皆様には、国が直接関与する病院として期待
をもって頂ける医療、保健、福祉のサービスを提供できるように目標を上方修正して歩み始
めたところです。特に、高齢化時代に必要とされる介護や福祉分野の領域にも守備範囲を広
げ、あるいは深めながら、地域の中核的な急性期病院の役割を今まで以上に発揮できる体制
に作り上げるよう努めてまいります。昨年秋からは入院治療が必要かもしれない患者さんが来院されて交通手段にお困
りの患者様には診療所まで、病院車によるお迎えサービスを始めました。既に月10名程度のご利用を頂いており、好
評を得ています。また救急車の応需数も増加傾向にあります。「名前が変わっただけじゃないのか」とご指摘を頂かぬ
よう、今年も喜んでいただける具体的なサービスを住民の皆様に提供できるよう職員一同、知恵を絞り体を張って地域
全体を守る意気込みを示したいと思っています。
　本年が皆様方にとり、幸多い一年となりますようお祈り申し上げ、年頭のご挨拶とさせていただきます。
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神戸中央病院でのLEEP法による子宮頸部切除術について

婦人科医員　井川　佐紀
《医療機関向け》

　最近、子宮頸癌の若年化が問題になっています。近年の晩婚化による妊娠出産年齢の上昇傾向とあ
わせると、子宮の温存の必要性が高まっています。
　これにより、かつては上皮内癌に対する治療法は単純子宮全摘術が多くを占めていましたが、最近
では子宮頸部の円錐切除術（子宮頸部切除術）が多くを占めています。また、子宮温存を望まない高
齢者であっても、微小浸潤癌以上の病変の有無を確認するためにも円錐切除術が推奨されています。
　子宮頸部切除術に用いる器具には cold　knife、レーザー、ハーモニックスカルぺル（超音波振動切開・

凝固装置）、LEEP（Loop Electrosurgical Excision Procedure、高周波
ラジオ波メス）があります。これらの中で、LEEPは凝固止血能力に優れ、
外来手術が可能です。
　神戸中央病院婦人科においては、外来で局所麻酔下に LEEP による子
宮頸部切除術を行っています。使用機器はサージトロンDual EMCです。
　手順は、まず、コルポスコピーで子宮頸部の病変を観察し、Schiller 
test で扁平上皮と腺上皮との境目を明瞭にし、切除範囲を決め、1％キシ
ロカインによる傍頸管ブロックを施して切除後、同じ器具で電極を替え
て焼灼止血を行います。
　中等度異形成が長引く症例、高度異形成、上皮内癌で子宮温存を希望
される症例であれば、当科外来手術で治療可能なことも多いと思われま
すので、御紹介のほど、よろしくお願い申し上げます。

（平成27年3月）　場所：当院２階会議室（医療従事者対象）特別講師による講演予定
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平成27年1月1日より、負担能力に応じた負担を求める観点から、自己負担限度額をより細分化した
見直しが行われます。

平成27年1月1日より、自己負担限度額が見直されます。

詳しくは、保険証に記載されている保険者にお問い合わせください。

限度額適用認定証の自己負担限度額変更について

防災訓練

限度額適用認定証とは？
限度額適用認定証をご利用になると、月額（1日から月末まで）の窓口でのお支払いが自己負担限度額
までとなります。（70歳未満・3割負担の方がご利用になれます。）
　※自己負担限度額は、保険医療機関（入院・外来別）ごとの計算となります。
　※差額ベッド代等の保険外負担分、食事療養費は対象外となります。

平成26年12月31日まで

Ａ：標準報酬月額53万円以上

Ｂ：標準報酬月額53万円未満

Ｃ：住民税非課税等

150,000円＋(医療費－500,000円)×１％

80,100円＋（医療費－267,000円)×１％

35,400円

83,400円

44,400円

24,600円

多数該当(年4回目以降の額)自己負担限度額(月額)適用区分

平成27年1月1日より

ア：標準報酬月額83万円以上

イ：標準報酬月額53万円～79万円

ウ：標準報酬28万円～50万円

エ：標準報酬月額26万円以下

オ：住民税非課税等

252,600円＋（医療費－842,000円）×1％

167,400円＋（医療費－558,000円）×1％

80,100円＋（医療費－267,000円）×1％

57,600円

35,400円

140,100円

93,000円

44,400円

24,600円

多数該当(年4回目以降の額)自己負担限度額(月額)適用区分

　平成26年11月5日（水）震度５の地震を想定した『防災訓練』が行われま
した。
強い地震と火災の想定で院内にいらっしゃる患者様とご家族様の協力を得

て、実施することができました。防災センターより被害の状況を確認し災害本部を設置、情報収集に
努めました。
　毎年行われる防災訓練ですが、いざという時に備えて、日頃より意識を高めることが必要です。当
院では患者様、職員にとって安心、安全な場所でありたいと願い、次回は夜間を想定した防災訓練を
実施する予定です。

　先代の父親がこの西鈴蘭台駅前のビル２階に開業し、15年前に診療を引き継
ぎその後平成13年春に現在の場所に移転しました。ビル２階の時は階段等で、年
配の方や小さなお子様には不便な点があり、皆様にはご迷惑をおかけしておりま
したが、現在の場所は1階で、診療所前はスロープになっており、車椅子やベビー
カーでも段差なく診療所に入室できるようになっております。この西鈴蘭台は私
が育ったところで、昔から変わらない所や、また様変わり
した所等多々ありますが、私の幼少の時から通院され知

っている患者様を、現在私の父に代わり、診察している事を考えますと地域に密着した医療の
大切さを痛感しております。現在当院は移転後、電子カルテシステムを導入し、それに合わせ
てデジタル化を進めており、レントゲン検査のデジタル化、心電図、動脈硬化検査とのカルテ連
携で検査後の待ち時間の短縮、血液検査のグラフ比較化等で役立てていますが、現在日々医療
の進歩に伴い、ＣＴ検査、ＭＲＩ検査、各種エコー、内視鏡検査等必要な検査、診察があります。
その際、神戸中央病院にお願いする機会が増えております。日頃より先生方や病院のスタッフ
の方々には大変お世話になっており、本当にありがとうございます。また昨年から神戸中央病
院との連絡会に参加する事もあり、医療連携とともに地域医療に少しでもお役立てできたらと
思いますので、今後ともよろしくお願い申し上げます。

近 隣 医 療 機 関 の ご 紹 介

森尾診療所森尾診療所

森尾悦和  先生

第３回  JCHO神戸中央病院  市民医療セミナー開催の様子

皆様のご来場
　心よりお待ちしております。

第４回ＪＣＨＯ神戸中央病院市民医療セミナー次回予告

〒651－1132　神戸市北区南五葉1丁目2-28清水ビル1階　
電話078-592-0868
診療科目：内科・小児科・呼吸器内科

診療時間 月 火 水 木 金 土 日 祝
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  9：00～12：00
訪問診療・往診  12：30～15：30

16：30～19：00

受付時間
午前／  8：20～11：45
午後／16：00～18：45まで

講師：整形外科 部長 柴谷 匡彦
　　　リハビリテーション科診療部　主任理学療法士　高畑 知里
日時：平成27年3月1日（日）開場12：30　開演13：30
会場：すずらんホール（神戸市北区鈴蘭台西町1丁目26-1）

ーロコモティブシンドローム（ロコモ）に対する予防と治療ー
テーマ：『健脚は、輝く老後のパスポート』

凍てつくような寒い日にも
かかわらず多くの方々に聴
講していただき、またお褒め
の言葉も多数いただき心か
ら感謝しています。みなさま
ありがとうございました。

講演② 曽我　耕次 先生

昨年末の第３回市民医療セ
ミナーにて、「内視鏡治療
の最前線（胃・胆道）」をご
静聴頂き有難うございまし
た。今後も最新の内視鏡治
療を提供させて頂きます。

講演① 古志谷　達也 部長
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　新年明けましておめでとうございます。
　昨年は４月から地域医療機能推進機構がスタートし、我々の病院も新しい独立行政法人の
新体制下に再出発いたしました。地域の住民の皆様には、国が直接関与する病院として期待
をもって頂ける医療、保健、福祉のサービスを提供できるように目標を上方修正して歩み始
めたところです。特に、高齢化時代に必要とされる介護や福祉分野の領域にも守備範囲を広
げ、あるいは深めながら、地域の中核的な急性期病院の役割を今まで以上に発揮できる体制
に作り上げるよう努めてまいります。昨年秋からは入院治療が必要かもしれない患者さんが来院されて交通手段にお困
りの患者様には診療所まで、病院車によるお迎えサービスを始めました。既に月10名程度のご利用を頂いており、好
評を得ています。また救急車の応需数も増加傾向にあります。「名前が変わっただけじゃないのか」とご指摘を頂かぬ
よう、今年も喜んでいただける具体的なサービスを住民の皆様に提供できるよう職員一同、知恵を絞り体を張って地域
全体を守る意気込みを示したいと思っています。
　本年が皆様方にとり、幸多い一年となりますようお祈り申し上げ、年頭のご挨拶とさせていただきます。

年 男
ご紹介

明けましておめ
でとうございま
す。今年は、年
男として心機一
転がんばってい

きます。これからもよろしくお願い
します。　

齋木　大器
：整形外科

早いもので医師
になってもうす
ぐ 10 年。診療
の幅を広げなが
ら地域の皆様の

健康に貢献できるよう、日々精進し
ていきたいと思います。

野﨑　高史
：総合内科

あけましておめ
でとうございま
す。今年はマラ
ソンで３時間を
切り、また、ス

キーに初挑戦しようと思っていま
す。人生の折り返し地点が迫ってい
ますが、再スタートと考え頑張って
まいります。

轟　　純平
：総合内科

新年明けまして
おめでとうござ
います。昨年に
ひき続き、より
一層の努力と万

全の体制をもって手術室での全身麻
酔管理を行い地域医療の充実に貢献
できればと思います。今年もよろし
くお願いします。

川嶋　浩平
：麻酔科

四ノ宮　隆
：耳鼻いんこう科
年男だからとい
うわけではあり
ませんが、今年
は、またたるん
だ体を絞ってい

こうと思います。睡眠時無呼吸でダ
イエットを勧められているみなさん、
一緒に頑張りましょう。

自分も齢をとり
ましたが、手術
室も高齢です。
今年以降残され
た時間で手術室

延命プロジェクトを立ち上げ、後進
に手術室を託したいと思っておりま
す。　

平田　　誉
：麻酔科

新年のご挨拶

院長 大友敏行

神戸中央病院でのLEEP法による子宮頸部切除術について

婦人科医員　井川　佐紀
《医療機関向け》

　最近、子宮頸癌の若年化が問題になっています。近年の晩婚化による妊娠出産年齢の上昇傾向とあ
わせると、子宮の温存の必要性が高まっています。
　これにより、かつては上皮内癌に対する治療法は単純子宮全摘術が多くを占めていましたが、最近
では子宮頸部の円錐切除術（子宮頸部切除術）が多くを占めています。また、子宮温存を望まない高
齢者であっても、微小浸潤癌以上の病変の有無を確認するためにも円錐切除術が推奨されています。
　子宮頸部切除術に用いる器具には cold　knife、レーザー、ハーモニックスカルぺル（超音波振動切開・

凝固装置）、LEEP（Loop Electrosurgical Excision Procedure、高周波
ラジオ波メス）があります。これらの中で、LEEPは凝固止血能力に優れ、
外来手術が可能です。
　神戸中央病院婦人科においては、外来で局所麻酔下に LEEP による子
宮頸部切除術を行っています。使用機器はサージトロンDual EMCです。
　手順は、まず、コルポスコピーで子宮頸部の病変を観察し、Schiller 
test で扁平上皮と腺上皮との境目を明瞭にし、切除範囲を決め、1％キシ
ロカインによる傍頸管ブロックを施して切除後、同じ器具で電極を替え
て焼灼止血を行います。
　中等度異形成が長引く症例、高度異形成、上皮内癌で子宮温存を希望
される症例であれば、当科外来手術で治療可能なことも多いと思われま
すので、御紹介のほど、よろしくお願い申し上げます。

（平成27年3月）　場所：当院２階会議室（医療従事者対象）特別講師による講演予定

平成27年
　3月12日（木）

日　時

19時～
第25回ストロークカンファレンス
脳卒中の画像診断
　ー基礎と最近のトピックスー

国立循環器病研究センター
脳卒中イメージングセンター
脳神経外科　部長

中川原譲二　先生

講　演　内　容 講　師

新任医師紹介

退任医師のお知らせ

近藤　裕：外科
４年ぶりに赴任して
参りました。治療が終
わった時、笑顔で病院
を退院していただけ
るように、と心の目標
に掲げています。

こんどう ゆたか

福岡の小倉記念病院で約８年心臓
カテーテル治療の修業をしてきま
した。当院の循環器診療のレベル
アップに貢献できるよう精進して
いきますのでよろしくお願い致し
ます。

馬﨑　徹：循環器内科
専門：冠動脈インターベンション

  ま ざき とおる

外　科：福永　智彦


