
�

しおかぜ通信　36 号　TOPIX　
	 	Ｐ1	 救急救命センター３年連続日本一
	 	Ｐ2	 ケロイド専門外来
	 	Ｐ3	 肺がんにおける免疫治療の進歩
	 	Ｐ4	 外来採血室からのご案内
　	 　		 第13回がん市民フォーラムのご案内
	 	Ｐ5	 病院食レシピ紹介
	 	Ｐ6	 先端医療センター病院統合
	 	Ｐ7	 神戸アイセンター病院開設
	 	Ｐ8	 中央市民病院からのお知らせ

編集・発行
神戸市立医療センター中央市民病院

広報委員会
ホームページ　http://chuo.kcho.jp

通 信
院内の最新情報をいち早くお届け！！

神戸市立医療センター　
中央市民病院

当院の救命救急センターは平成29年1月に厚生労働省
が発表した『救命救急センターの評価結果（平成28年度）
について』において、全国279施設の救命救急センター
中、第1位の点数を獲得いたしました。これにより、平
成26・27年度評価結果と合わせ、3年連続での全国第1
位の評価を頂くことができました。
この結果に満足することなく、神戸市の基幹病院とし
て、市民の皆さまのご期待に応えられるよう努力を重ね、
今まで以上に市民の「最後の砦」としての役割を果たし
て参ります。　

36号

救命救急センターが３年連続日本一の評価を獲得！！
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体の様々な部位で、けがや手術の痕が赤く盛り上がることがあります。
痒くて、痛くて、見た目にも気になる疾患です。この疾患には、「肥厚性瘢痕」
と「ケロイド」があります。
肥厚性瘢痕は手術の痕が感染等の原因で傷の治りが遅かったりした場合
に発生します。赤く盛り上がりますが、周囲に広がる事はありません。こ
の場合は、手術で切除し、適切に縫合することで治癒する事が出来ます。

しかし、ケロイドはニキビや注射の痕などの覚えの無い微細な傷から起
こる事が多く、どんどんと広がってきます。ケロイドは単純に切除するだ
けでは、必ず再発します。
治療は、ステロイドの注射やテープ、飲み薬等を使用して、効果が出る
場合がありますが、根本的な治療になると、手術になります。ケロイドの
切除手術を行う場合は、再発を予防するために、切除術後に放射線治療を
併用します。この治療で、再発をかなり抑える事が出来ます。

当院形成外科では、肥厚性瘢痕・ケロイドを専門に長年研究・治療して
きた医師による適切な診断と治療のための、「ケロイド外来」を開設いた
しました。ケロイドは治療法のないもの、とあきらめずに、一度ご相談く
ださい。

形成外科ケロイド外来の新規開設のご紹介

形成外科　池田 実香

「ケロイド外来」を新規開設いたしました！！

治療前 切除 + 放射線治療後

◇毎週木曜日　午前中「ケロイド外来」で一度ご相談ください
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近年、肺癌抗がん剤治療の進歩が
めざましい。抗がん剤とは文字通
り「がん」にあらがう薬剤である
が、そこには様々な種類の薬剤があ
る。1990年代には「細胞障害性抗
がん剤」といい、文字通り正常な細
胞もがん細胞も倒すという比較的副
作用が多い治療のみが選択肢であっ
た。しかし2000年代に入り「分子
標的薬」という特別な遺伝子の変異
を持ったがんのタイプに対して著効
し、副作用も少ない治療が開発さ
れ、大きく治療を変えた。そして最
近、肺癌としては３つめの種類であ
る「免疫療法」が注目されている。
現在肺癌で用いられる免疫療法と

はネット上で氾濫する免疫療法と
は一線を画したものであり「免疫
チェックポイント阻害剤」といわれ
る薬剤を用いたものである。現在
肺癌では2015年末に使用可能とな
り、オプジーボ、キイトルーダとい
う薬剤が認可されている。免疫シス

肺がんにおける免疫治療の進歩

呼吸器内科　藤本　大智

テムには免疫応答を活性化するアク
セルと抑制するブレーキが存在して
いる。その働きがバランスを取るよ
うに身体の中では働いているのであ
る。例えば、車でもアクセルだけで
は事故を起こしてしまうように、風
邪をひいたときに熱が出るのがアク
セルの働きであれば、ブレーキはそ
の熱が一定でおさまるようにという
働きである。もしもブレーキが存在
しないのであれば、体は免疫応答に
より過剰な炎症反応が持続すること
によって破壊されてしまうためブ
レーキは重要な働きを担う。そのブ
レーキの役目を果たすのが「免疫
チェックポイント分子」という存在
である。癌細胞は巧妙にもこの免疫
チェックポイント分子を用い、自身
を攻撃する免疫機構にブレーキをか
け、攻撃されないようにする。正義
と悪は逆となるが、まるで水戸黄門
が印籠を出すと周りが攻撃できなく
なるように、肺癌（水戸黄門）が免

疫チェックポイント分子（印籠）を
出して免疫担当細胞が攻撃できない
状況を作り出すのである。ここを阻
害し、癌細胞に対する免疫が再びア
クセルを踏み、攻撃できるようにす
るのがいわゆる「免疫療法」であ
る免疫チェックポイント阻害剤であ
る。
当初、「夢の治療」などともては
やされ、医学的に大きな問題となっ
た。効果があれば比較的長期に有効
性を示し、細胞障害性抗がん剤より
も毒性が少ないという点は魅力的で
はある。しかし、効果があるのは
100%には程遠く患者全体の約20%
であり、毒性としての炎症が全身に
起こりうるのである。当科研究も含
めた様々な研究にて効果がある人が
わかってきており、特に免疫染色と
いう方法で見つけた効きやすい患者
ついては免疫療法が最初の治療（1
次治療）でも用いられるようになり
大きな進歩を遂げている。今後より
多くの方がメリットを受けることが
できるように、さらに進歩していく
と思われる。また、毒性も当院では
総合病院のメリットを生かし多科多
職種からなる肺癌化学療法チームを
作り、当初からできるだけ安心快適
に治療が行えるように努めている。
今後、免疫療法を本当の意味での「夢
の治療」とするため、当院でも様々
な取り組みを行っていきたい。
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外来採血室からのご案内

臨床検査技術部　外来採血室

外来採血の１日平均件数

□はじめに
外来患者さんの増加にともなって、年々採血件数も増えています。
現在、採血室では1日に600人近くの患者さんが採血を受け、その
うち午前中に受ける患者さんが8割近くを占めています。

□混み合う時間帯と待ち時間
・	絶食の指示や午前診察前の採血指示を受けた患者さんが多く、
	 8時台～10時台が大変混み合います。
・	混み合う時間帯ピークの10時台では、平均28分の待ち時間があります。

□混み合う時間帯を避けた採血のご案内
【	対象になる患者さん	】
	 １）	 絶食指示がない患者さん
	 ２）	診察日当日の採血指示がない患者さん
	 ３）	他の検査の予約日に併せて採血をお受けになる患者さん
	 ４）	診察1週間前までに採血だけでご来院される患者さん

当院は「地域がん診療連携拠点病院」であり、「がん
センター」が整備されてからは、関連診療科が連携して、
緩和ケアを含めて、効率的ながん治療を行っています。
昨今の急激な高齢化社会において、がん患者は増加傾
向にあり、がんに対する関心が全国的に高まっています。
市民の皆さんに対して、当院をはじめとした最新の治
療情報をわかりやすく提供し、がんの正しい理解を深め
て少しでも不安軽減につながるよう一般市民・患者向け
の講演会を開催しています。今回はシリーズ第13弾とし
て、悪性リンパ腫をテーマに「がん市民フォーラム in 
KOBE」を開催いたします。

採血は17:30まで行っています。13 ～
14時以降の時間帯をご利用ください。
ほとんどお待たせすることなくお受け

になることができます。患者さま皆さま
のご協力をお願いいたします。

第13回がん市民フォーラムのご案内

　■申込み・お問い合わせ
　　神戸市イベント案内・申込センター

	 	 	TEL:078-333-3372　
　受付　4月18日〜5月18日（9：00〜21：00）

■事務局
　神戸市立医療センター中央市民病院がん相談支援センター
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簡単ヘルシー！病院食レシピ紹介コーナー☆

今回は「卵料理」を１品紹介します。
卵は、健康という点からは、最近では敬遠されがちですが、良質のたん
ぱく質として、また手軽で安価な食品としてご利用いただければと思いま
す。１日の摂取量の目安は、成人であれば１個(50g)となっています。卵
はコレステロールの多い食品となりますが、実際には、エネルギーの摂り
すぎから体内で合成される量の方が身体への影響は多いとされています。
ただし、外食が多かったり、洋菓子をよく食べる方は、どうしても卵の摂
取量が目安量より多くなってしまいますので、偏らないように注意が必要
です。
さらに、食物アレルギーの点からも乳幼児期に摂取を遅くする傾向があ
るようですが、進め方に注意しながら、少量ずつ摂取することはアレルギー
の予防の観点から大事であると言われています。

《材料４人分》
・卵	 	 大４個
・鶏肉ひき肉	 40ｇ(ささ身や胸肉)
・プロセスチーズ	 40ｇ(スライスチーズでも可)
・玉ねぎ	 小１個(160ｇを目安に)
・ピーマン	 大1個(30 ～ 35ｇを目安に)
・水	 	 大さじ２杯
・チキンコンソメ　	 2ｇ
	 (小さじ1/2程度、キューブなら1/2)
・塩	 	 小さじ1/8程度
・こしょう	 少々
・植物油	 小さじ2杯(炒め用)　小さじ2杯(卵用)
	 （☞卵がくっつかないように多めになっても良い）
・ケチャップ	 大さじ２杯
※付け合わせ：ブロッコリー	 120g(小1個程度)

エネルギー 174kcal、たんぱく質　11.6g
食塩相当量　1.3ｇ

【 作 り 方 】
☆下準備☆
①卵は溶きほぐす
②チーズは1cm角位に切る。
③玉葱は長さ1/2のスライスに切る。
④ピーマンは縦半分に切り、種をとり、スライス
にする。

☆調　理☆
⑤鶏ひき肉と玉葱、ピーマンはフライパンに油を
入れてしんなりする程度に炒める。その後、さ
ましておく。
⑥卵に、水・コンソメ・塩・こしょう・チーズ②・
具材⑤をしっかり混ぜあわせる。
⑦フライパンに油を熱して、⑥の液卵を流し込み、
ふたをして弱火で焼く。
⑧焼きあがったら８等分に切り分け、ケチャップ
を添える。
⑨ブロッコリーは塩ゆでしてさまし、オムレツに
付け合わす。

※給食では、クッキングシートを敷いたホテルパ
ンに定量を流しこみ、スチームコンベクション
オーブンで焼いています。

スパニッシュオムレツ
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先端医療センター病院の中央市民病院への統合について

昨年、神戸市長から、先端医療センターの中央市民病院への統合の要請
を受け、神戸市民病院機構（中央市民病院）では統合に向けて検討を開始
しています。

1. 統合の概要
先端医療振興財団の診療部門及び臨床研究・治験部門を市民病院機構に
集約することとし、以下の3項目を実施する方向で検討を進めています。

2. 統合の効果
期待される統合の効果として、以下の２項目が想定されます。

①中央市民病院の救急医療体制の拡充効果：
	 中央市民病院の一部診療科を先端医療センター病院に移行することによ
り、中央市民病院本館に救急バックベッドを確保し、さらなる救急医療
の拡充を図ります。
②神戸医療産業都市における臨床研究実施体制の拡充：
	 先端医療センター病院の臨床研究・治験部門を中央市民病院に統合し、
体制を強化することで臨床研究中核病院機能の確保を図ります。

3. スケジュール（概要）
29年10月頃：
	 中央市民病院と先端医療センター病院をつなぐ「渡り廊下」完成
29年後半：
	 先端医療センター病院廃止、中央市民病院増床　⇒　統合

①先端医療センター病院（病床60床）を廃止する。
②病床の優先配分により中央市民病院を（病床60床）増床し機能強化
する。
③中央市民病院は、先端医療センター病院で実施していた医療機能、治
験・臨床研究を継承、拡充するとともに、救急バックベッドを確保する。
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神戸市立神戸アイセンター病院が開院します

神戸市立医療センター中央市民病院眼科は、より充実した眼科診療と眼
科領域の臨床研究を行うことができる体制を整備するために、これまで診
療と臨床研究で連携してきた神戸市の外郭団体が運営する先端医療セン
ター病院眼科と統合し、12月1日（予定）より神戸アイセンター病院に移
行します。
また、地域医療機関との連携及び協力体制を推進し、積極的な連携を図
り、特に隣接する中央市民病院とは、医療機能面における役割分担のもと
緊密な連携を図ります。
さらにiPS細胞を用いた臨床研究をはじめ、中央市民病院と連携のうえ、
眼疾患に関する臨床研究及び治験推進の臨床基盤としての役割を果たして
いくとともに、アイセンターに入居する理化学研究所、（公社）ネクスト
ビジョン（ロービジョンケア）と緊密に連携を行うことにより、重篤な眼
疾患から社会生活へ復帰を支援するワンストップセンターとしての役割を
果たします。

◇ 施設概要
（１）所 在 地	 神戸市中央区港島南町二丁目1番地の8
（２）診療科目　眼科
（３）病 床 数	 30床
（４）施　　設	 敷地面積約2,000m2	　延床面積約8,800m2

	 	 	 	 建物構造	鉄骨造地上7階建
（５）開院予定	 12月1日（予定）　※建物竣工は10月予定

◇ 神戸アイセンター病院の役割
・	中央市民病院と先端医療センター病院の眼科機能の集約・拡充
・	眼疾患に関し、市民病院として神戸市域において標準医療から最先端の
高度眼科医療まで地域医療を高い水準で担う基幹病院

・	眼疾患に係る臨床開発（治験・臨床研究）推進の臨床基盤

「目の疾患にお困りのことがあれば、アイセンターへ！」 

三宮でポートライナーに乗り継ぎ、
「医療センター」駅で下車、徒歩2分。
中央市民病院研修棟と先端医療セン
ター病院の間に建設中です。

※先端医療センター病院は、平成
29年後半に中央市民病院に統合
予定。

※眼科の救急は引き続き、中央市民
病院で対応していきます

外観イメージ（ポートライナーより） 

 外観イメージパース（東方向より） 

 2 階ロービジョンケアイメージ 

 南東方向より撮影（4 月 3 日現在） 

建設工事の様子



�

当院にご寄付を賜りました方々を、感謝の気持ちとともにここに掲載さ
せていただきます（順不同掲載）。改めて感謝申し上げます。

お問合せ先：	神戸市立医療センター中央市民病院　事務局総務課経理調達係
	 〒650-0047	神戸市中央区港島南町2丁目1番地の1　

　　	 078-302-4321（代表）　E-mail：kifu@kcho.jp

ご寄付をいただいた皆様　（平成 29 年 1月～平成 29 年 3 月）

平成29年4月発行　地方独立行政法人神戸市民病院機構	神戸市立医療センター中央市民病院

ご寄付のお願い

当院では、これからも地域の皆様に対して、より良質で安全な医療を提
供していきたいと考えております。その一助として、企業、個人の皆様に
寄付という形で当院の運営に共に携わっていただきたいと思っております
ので金額の多寡にかかわらず御支援を賜りますようお願い申し上げます。

神戸市立医療センター中央市民病院からのお知らせ

他の医療機関からの『 紹介状・ＦＡＸ ( ファックス ) 予約 』があれば…

かかりつけ医からの紹介状・FAX予約について

①診察までの待ち時間が短くなります。
②「紹介状」をお持ち頂くと、初診時選定療養費（5,000円）の負
担がなくなります。
③「かかりつけ医」からの情報を参考にすることで、スムーズな
診療が可能になります。

※かかりつけ医とは、「日頃、診察や健康管理を行ってくださる医
師」のことです。
※かかりつけ医をお持ちでない場合は、お近くの診療所等を受診
して紹介状をご持参いただきますようお願いいたします。

鶴目　昭三		様
鶴目多津子		様

中島清和		 様
田中勝正		 様			

広 瀬元治		 様
北 方　 元		 様

池田敏彦		 様

ご寄付窓口

PET-CT（平成 24 年 7月より稼働中）

かかりつけ医を持ちましょう！

いただいたご寄付の用途
いただいたご寄付の用途として

は、病院環境の整備、患者サービス
の向上、最新医療機器の整備、臨床
研究などがあり、できるだけご寄付
された方のご意見を反映して使用さ
せていただきます

お問合せ先：神戸市立医療センター中央市民病院　地域医療連携センター
078-302-4321（代表）


