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西神戸医療センター広報誌

第41号

　当院では、基本方針の第一項に、｢急性期病院として、マンパワーや設
備のさらなる強化に努め、救急医療や高度専門医療を充実させることで
地域住民の期待に応えます｣を挙げています。平成6年8月に開院した当院
の位置する神戸西地区では、人口構成の変化に伴い、20年間で医療ニーズに
変化が生じてきました。
　地域の中核病院として、手術室の増室、ロボット支援手術の導入、
外来化学療法センターの増床、相談支援センター・薬剤師外来を含めた
受付6番の新設、リハビリテ―ションセンターの移転、形成外科・緩和ケア
内科常勤医の招へいを行い、診療機能の充実を図ってきました。
　一連の試みの締めとして、10月3日に消化器内視鏡センターを増築オープンしました。
外来診療時や地域医療機関の予約から検査までの待ち時間を短縮し、リカバリー室を新設
することにより鎮静剤を使用しての苦痛の少ない検査を受けて頂ける枠を増やしました。
三村消化器内科部長、井谷内視鏡センター長を中心に、救急医療や癌の診断・治療にさらなる
力を発揮してくれると期待しております。
　地域住民の皆様に安心・安全な医療をご提供できるようさらなる努力を重ねていきます。
ご支援ご協力よろしくお願い申し上げます。

副院長兼
産婦人科部長

竹内　康人
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診療科紹介（麻酔科）診療科紹介（麻酔科）
　麻酔科は 9 名で主に手術中の麻酔管理を行っ
ています。そのほか、集中治療室に常駐し、重
症患者さんの集中治療を主治医とともに行っ
ております。
　平成 27 年度の麻酔実績は麻酔科管理症例数
3,512 例、うち全身麻酔症例 3,033 例、緊急手
術の麻酔症例 510 例でした。当院に心臓血管
外科はありませんが、その他の外科系診療科の
多岐にわたる手術の麻酔管理を行っています。硬膜外麻酔や超音波ガイド下神経ブロッ
クなどを行うことにより、術後の疼痛も緩和できる麻酔を実践しております。最近は手
術法の進歩ばかりでなく、麻酔法、麻酔薬の進歩もめざましいものがあります。また、
手術中ばかりでなく、手術前、手術後に麻酔科医が積極的に関わることにより、患者さ
んの負担がさらに軽減できるということが実証され、当院麻酔科も実践しております。
　麻酔科は他の診療科と異なり、主治医となって患者さんの治療を行うことはありません
が、安全で安心な手術を支えています。
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　当院では、がんの専門的診断・治療を行うだけではなく、総合的に患者さんやご家族を支える
ための取り組みの一つとして “がん教室” を開催しています。院内の医師、看護師をはじめいろ
いろな職種ががん医療に関するさまざまなテーマでわかりやすくお話しをさせて頂きます。9 月
26日（月）に第16回目のがん教室を「あきらめないがん治療　～こころの力と用い方～」というテーマで
開催し、これまで最多の 64名の方々に参加して頂きました。
　今後は、平成29年 1月 23日（月）「消化器がんの抗がん剤治療」、3月 27日（月）「がん患者さん
の家族ができること」をテーマに予定しております。
　毎回、奇数月の第 4 月曜日が開催日で、場所は地域
医療ホール 101 会議室（西神戸医療センター東隣）、
時間は 14 時からの約 1 時間となっています。事前予約
は不要で、途中入室・退室も可能です。皆さまの体調
に合わせてのご参加をお待ちしています。
　詳細は当院ホームページ “トピックス” のお知らせ
をごらんください。

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
仁紙　宏之

インフルエンザの予防について
　今年もインフルエンザの季節がやってきました。すでに 10 月下旬から神戸市内の小中学校で
学級閉鎖がありました。インフルエンザに罹らないようにするためには、できるだけ人込みを
避け、マスクを着用し、外出後にはうがいや手洗いをしましょう。インフルエンザワクチンは
感染・発症を完全には予防できませんが、重症化や死亡のリスクを低減させる効果があるので、
接種しておきましょう。昨シーズンからワクチンがカバーするのは B 型が 1 種類増えて A 型
2種類・B型 2種類の 4価ワクチンとなりました。
　自治体によって多少異なりますが、以下の①～③の方に助成があります。
①満 65 歳以上の方。
②満 60 歳から 64 歳で心臓、腎臓もしくは呼吸器の機能又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の
機能に障害があり身体障害者手帳1級相当の方。

③満 1 歳～ 13 歳未満の小児では十分な免疫を得るために
2回の接種が必要ですが 1回目の接種費用。

　いずれも助成の期間は平成 29 年 1 月 31 日までですが、
今年は流行が早まりそうなのでできるだけ早く接種しま
しょう。乳児では免疫が付きにくいので周囲の人がワクチ
ンを接種して間接的に罹りにくくすることが大切です。

西神戸医療センターがん教室
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栄養管理室

〈野菜を1日350g以上食べましょう！〉
　皆さん、野菜は足りていますか？1日3食で
350ｇ摂れていますか？（中学生以上）厚生
労働省の「国民健康・栄養調査」(H26年度)で
も、男女とも全ての年代で野菜不足の結果で
した。特に20～30代の男女では1日あたり
100g以上も不足していました。
　野菜はビタミンやミネラル、食物繊維など
健康維持のために大切な栄養素が含まれてお
り、２型糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病
や肥満の予防に大いに役立ちます。
　“手ばかり”で1食分の生野菜は両手1杯、温
野菜なら片手1杯（約120g）が目安と言われ
ています（下の写真参照）。野菜は加熱すると
半分程度に減り、量が摂りやすくなります。生
野菜ばかりでなく、温野菜（加熱野菜）も組み
合わせ、生活習慣病などを予防し、健康な生活
を維持するためにも、野菜が不足しないよう
にしましょう。

　おすすめ健康レシピ
野菜が120ｇ摂れる！ビビンバ丼

＜作り方＞
①ポリ袋に牛肉と（a）のタレを入れ、5分位おき、よく味を
なじませる。

②人参は約4cmのせん切りに、ほうれん草も約4cmに切る。
③もやし、人参をゆで、あら熱がとれたら、水気を絞って
おく。

④ほうれん草もゆで、水にさらしてから、水気を絞る。
⑤調味料（b）と、③・④をよく和える。
⑥①の肉をフライパンで中までしっかりと焼く。
⑦ご飯の上に焼いた肉と、野菜を盛りつける。

健康レシピ★ ★

オリジ
ナルそよかぜクイズそよかぜクイズ

ごはん150ｇの場合
　エネルギー４30kcal
　たんぱく質21ｇ
　塩分1.6ｇ
ごはん200ｇの場合 
　エネルギー508kcal
　たんぱく質22ｇ
　塩分1.6g

＜材料＞　　　＜分量（２人分）＞
牛肉スライス　　　　　　120g
　 焼き肉のたれ 12g（小さじ2強）
　 ごま油　　　2g（小さじ1/2）
ほうれん草　　　　　　  100g
もやし　　　　　　　　  100g
人参　　　　　　　　　  40g
　 コチュジャン　　　6g（小さじ1）
　 ごま油　　　6g（小さじ1+1/2）
　 濃口醤油　　　5g（小さじ1弱）
　 砂糖　　　　4g（小さじ1+1/3）
　 白ごま　　　　　3g（小さじ1）
　 塩　　　　　　1g（小さじ1/6）

※2本指でひとつまみ程度

ごはん　　　　150～200g/人

鴛鴦　　金糸雀

羆　　　馴鹿

飛蝗　　蜻蛉

？
？
C

3あ ？A

1食分の目安量・野菜約120g

〈生野菜は両手1杯〉〈温野菜は片手1杯〉

～ビビンバ丼（1人分）
　　　　　　　栄養価～

（a）

（b）
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 消化器内視鏡センターが
オープンしました。  

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）
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