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　このたび、西神戸医療センター副院長に就任しました京極でございます。よ
ろしくお願いします。私が当院の外科診療に従事してから、20年以上がたちま
した。この間の消化器がんの治療の進歩は目覚ましいものがあります。昔は胃
がん、大腸がんの手術ともなると、お腹に20cm余りの傷が残り、手術後は2～3
日は痛くて動けずベッド上安静、1週間近く絶食となり、退院までも2週間以上
はかかっていました。ところが今は、腹腔鏡下の手術の導入に伴い、お臍の3cm
の傷と1cmの傷が4か所のみ、痛みも少なく翌日より病棟内をうろうろ歩けて、
3日目からは食事も始まり、1週間もたてばもう退院できますよという時代にな
りました。手術だけではありません。抗がん剤の治療の進歩も目を見張るもの
があります。昔は大腸がんの手術後に不幸にして肝臓や肺に転移・再発した場合はどんなに治療をし

ても1年生きるのが難しい、そんな時代でした。けれども今は、抗が
ん剤の治療を行えば2年・3年と長生きできる患者さんが増えていま
す。さらに、再発した肝臓や肺の転移を手術で取り除くことによっ
て、場合によっては根治を目指すことができるようになりました。
　当院は国指定の地域がん診療連携拠点病院として、これからも神
戸西地域のがん診療を支えていきたいと考えています。　
“あなたを支えます！心のこもったがん治療とケアで”
　地域の皆様には、今後ともよろしくご支援お願いいたします。

副院長兼
外科・消化器外科部長

京極　高久
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診療科紹介（放射線科）診療科紹介（放射線科）
　放射線治療専門医 1 名、放射線診断専門医 3 名、専攻医
1名で下記のような診療を行っています。
　画像診断：CT や MRI、シンチグラフィ、消化管造影、
マンモグラフィなどの各種画像から様々な情報を読み取っ
て、病気の診断や治療効果判定などを行います。全診療科
のこれらの画像を通じて、最適な診療を受けてもらえるよ
う患者さんを陰ながら支援しています。
　画像下治療：血管造影などの画像ガイドで行う治療です。
当院では主に頭部・心血管病変以外の血管内治療を 365 日 24 時間体制で担当していま
す。具体的にはカテーテルを用いた各種出血に対する止血術、悪性腫瘍に対する動脈化
学塞栓術、CVポート留置などがあります。
　放射線治療：X 線や電子線といった放射線を患部（主にがん病変）に照射して治療し
ます。治療装置・技術の発達により、多くの病変で集中して効率的に治療できるように
なり、結果として副作用も軽減しています。がん放射線療法看護認定看護師や医学物理
士、診療放射線技師による精神的・技術的サポートも充実しています。

平成28年度　糖尿病教室のご案内
　当院では糖尿病患者さんの療養をサポート

するため、医師・薬剤師・看護師・管理栄養士な

ど様々な職種が集まり、糖尿病療養指導支援

チームとして活動しています。

　毎月１回糖尿病教室を開催していますので

是非ご参加下さい。

日時：第3火曜日　13：30から約1時間

　　 ※12月のみ第2火曜日

場所：地域医療ホール

※参加無料※予約不要※

　　　　　　どなたでもご参加頂けます♪

開催日 今日のテーマ

実践！楽しい♪美味しい♪
　糖尿病クッキング（要予約）

糖尿病から起こる腎臓病
守ろう！あなたの腎臓
　～今からできる透析予防～
どちらにしますか？
　～身体に良い鍋、悪い鍋～

年末年始で太らない！
　食べ方のコツ教えます
風邪を引いて食欲がない！
　～もしものときの対処法～

糖尿病から起こる心臓病
みんなでレジスタンス運動に挑戦！

眼を守ろう！
　～糖尿病性網膜症ってなに？～
インスリンってどんなお薬？
　～インスリン製剤に触れてみよう～
塩分摂り過ぎていませんか？
　～減塩のコツ教えます～

10/18

11/15

12/13
※第2火曜

1/17

2/21

目指せ全問正解！
　～糖尿病クイズで総復習～
宅配食のご紹介

3/21
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　平成 28 年 1 月にがん登録等の推進に関する法律（通称「がん登録推進法」）が施行さ
れました。この法律は、がんの罹患状況や診療内容、転帰等の調査研究を推進し、がん
医療の向上や国民への情報提供等を一層充実させることを目的としています。
　当院は、平成 27 年 4 月に国より地域がん診療連携拠点病院に指定されましたので、「が
ん登録推進法」に従って、当院におけるがんの診断・治療・経過などに関する情報を、
適切に保管・整理し、地域の皆様へも統計情報を公開できるよう努力していきたいと思
います。

がん総合診療部がん総合診療部

感染防止対策室 感染防止対策室・看護部
新井　まゆ子

子どもだけではなく大人も要注意！「プール熱（咽頭結膜熱）」
　「プール熱（咽頭結膜熱）」は夏の 3大感染症の一つで感染力が強い病気です。名前の通りプー
ルに入ることでうつりやすい病気ですが、プールに入らなければうつらないとは言えません。
それは、原因であるアデノウイルス自体は季節性がないので夏期に限らず流行しているからで
す。「アデノウイルス」は便や唾液を通じて感染しますが、プールの水が汚染されていると水を
介して結膜からウイルスが入ることで発症します。また、子どもに多い感染症ですが、感染し
た子供を看病した大人にもうつる場合があります。特効薬はないので、以下の点に注意して予
防することが大切です。

男性・部位別（計 771） 女性・部位別（計 563）

西神戸医療センター　院内がん登録統計　2015 年より

乳がん
18%

前立腺がん
19%

胃がん
16%

肺がん
13%

結腸がん
11%

白血病
6%

その他の
がん
49%

その他の
がん
35% 子宮頚がん

8%

胃がん
7%

白血病
6%

結腸がん
12%

１. プールを利用する前後は、必ずシャワーをあびて目や体をきれいに洗いましょう。
２. プールで使用するタオルは個人専用にしましょう。家でも感染した子供が使ったタオルは
家族内で共有しないようにしましょう。

３.普段から手洗いをこまめにしましょう。トイレの後は石けんを使って手洗いをしましょう。
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栄養管理室

～どうしたらいい？夏場の塩分～
暑い季節、熱中症に注意が必要ですね。水分と同じ
くらい気になるのが「塩分」の摂り方ではないでしょうか？

　日常生活ではこまめな水分補給を！
　汗の塩分濃度は、運動量により変化します。
軽い運動や日常生活の動作では、汗の量や失わ
れる塩分も少なく、食事が摂れている方は、余
分に塩分を摂る必要はありません（日本高血圧
学会では、高血圧の方は夏でも塩分制限が必要
としています）。ただし、お茶や水で水分はこま
めに摂りましょう。

　塩分補給が必要なのは？
　大量の汗をかく作業や運動を長時間継続する
場合は、スポーツドリンクなどで水分とともに塩
分やミネラルを補給する事が重要です。スポー
ツドリンクには糖分も多く含まれるため、エネル
ギー制限が必要な方は「カロリーゼロ」のもの
を利用するのもよいでしょう。

　簡単おすすめレシピ

～減塩！鶏肉と夏野菜のさっぱり煮～

①鶏肉、野菜を一口大に切る。
②フライパンにオリーブ油を熱し、鶏肉、
なす、ズッキーニを炒める。
③だし汁と調味料を加え、鶏肉に火が通る
まで煮込む。
④パプリカとオクラを加えて煮込み、完成。

健康レシピ★ ★

オリジ
ナルそよかぜクイズそよかぜクイズ

約260kcal、塩分1.5g（1人分）

＜材料（２人分）＞
ズッキー二　1/2本
なす　　　　　1本
パプリカ　　　２個
オクラ　　　　２本
鶏もも肉　　120ｇ
オリーブ油　　大１
だし汁　　　100cc
砂糖･醤油　各大１
酢　　　　大１～２

？

？

？
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病院からのお知らせ病院からのお知らせ

globe garden nano
グローブガーデンナーノ　西神中央店

西神戸医療セン
ターより

徒歩３分

http://www.nano-italy.co.jp/seishin/index.html

◆ ランチメニュー ランチタイム ピッツァ食べ放題！！
＊ パスタランチ

・サラダ
・パスタ
・食後のお飲み物

￥1,200（税別）
＊ ナーノランチ

・前菜５種盛り合わせ
　サラダ添え
・パスタ
・デザート
・食後のお飲み物

￥１,６００（税別）
＊ スペシャルランチ

・前菜５種盛り合わせ
　サラダ添え
・本日のスープ
・今月のパスタ
・本日のメイン料理
・デザート
・食後のお飲み物

￥3,000（税別）

・
・
・
・
・
・
・
・

・
・
・
・
・
・
・
・

イタリアの街角をイメージした一
軒屋　石釜で焼き上げるピッツァ
西区近郊の有機野菜・淡路島の
契約農家からの玉ねぎなど食材
にこだわり　旬の食材を使ったイ
タリアン　季節のいい時期には緑
いっぱいのガーデンテラスでお食
事も楽しんでいただけます。

グローブガーデンナーノ 西神中央店
〒651－2273 神戸市西区糀台５丁目２番５号

TEL:078－993－1033
　■定休日 水曜（不定休）駐車場 :35 台

ディナータイムはコースメニューとアラカルトメニューご用意してます。
ディナータイム　限定　ワインブュッフェ　￥1,200（税別）90分制

お料理に合わせ楽しんで下さい。

■営業時間／ランチタイム　11：00～14：30（L.O）
　　　　　　ディナータイム　17：30～21：00（L.O）

（前日迄の要予約）

当院は、乳幼児をお連れの方が利用しやすいよう、乳幼児用の設備を下記の通り外来の各階に設けております。
外来の待ち時間などにご利用ください。
　1階：正面玄関付近にある「こうべだれでもトイレ」にベビーチェアがあります。
　2階：受付4番前キッズコーナー・授乳室2室（おむつ替え台各1台。授乳室横に手洗台を設置しています。）
　3階：受付6番前女性用トイレにベビーチェア、車いす用トイレにおむつ替え台があります。

【医療業務改善委員会アメニティグループ】

正面玄関付近こうべだれでもトイレ

受付 6番前トイレ

受付 4番前キッズコーナー・授乳室 2室（おむつ替え台各 1台）

キッズコーナー

1F 2F

3F
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