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1．先端医療センター病院の診療部門及び臨床研究・治験部門を、
市民病院機構に統合・集約します

　①中央市民病院を60床増床し、機能強化を図ります。
　②中央市民病院は、先端医療センターで実施していた医療機能、治験・臨床
研究を継承し、拡充します。

2．期待される統合の効果
　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病床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。
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平成29年11月1日より、南館（旧先端医療センター病院）での

Ｐ1・2	 「入院診療・生理検査・放射線検査・
	 	 	 放射線治療」を開始
Ｐ3	 がん相談支援センターのご案内
Ｐ4	 外来採血室からのお願い
Ｐ5	 IVR-CTが新しくなりました

Ｐ6	 院内ボランティア募集
	 	 ～あなたの優しさを求めています～
Ｐ7	 しおかぜ食堂	レシピ紹介　皿うどん
Ｐ8	 中央市民病院からのお知らせ

「入院診療・生理検査・放射線検査・放射線治療」を開始します
※南館での検査等予約時には、患者さんにわかりやすい案内図をお渡しします。
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　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．中央市民病院の運用に合わせて南館の工事を順次行います。
　①病棟の病室改修工事
　②リハビリ室工事
	 工事中はご迷惑をおかけいたしますが、快適な療養環境と医療の充実のた
め、安全な工事遂行に努めますので、ご了承願います。

4．本館と南館を結ぶ自律搬送ロボット「HOSPi」を導入します。
	 深夜など時間外の本館⇔南館搬送業務をお手伝いしてくれる、自律搬送ロ
ボットを２台導入します。

	 　病院のためにお仕事をしてくれるロボットとして、温かく迎えていただきま
すようお願いいたします。

	 　患者さんの前に現れることはあまりありませんが、もし見かけたときは、
お薬など大事な荷物を搬送するお仕事中ですので、そっと見守っていただき
ますよう、どうぞよろしくお願いいたします。

	 	 	 	 	 HOSPiの勤務時間
	 	 	 	 	 ・平　日21：00～翌8：00
	 	 	 	 	 ・土日祝18：00～翌8：00
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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

神戸市中央区港島南町2-1-1

☎078-302-4321（代表）
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外来採血室からのお願い

臨床検査技術部  外来採血室

採血は静脈に針を刺し血液を採取
するだけの簡単な医療行為ではあり
ますが、血管が細かったり、深かっ
たりなど触れにくい場合は、正確に
血管を穿

せんし

刺（針を体に刺して内部の
液体を吸い取ること）できない事が
あります。この場合、位置を変えて
もう一度穿

せんし

刺させていただくことに
なってしまいます。
外来採血室では、この再穿

せんし

刺を回
避し正確に採血できるよう、スタッ
フ一同常に細心の注意を払っていま
す。それでもなかなか“再穿

せんし

刺ゼロ”
にはなりません。採血は病院で行わ
れる医療の中でも患者さんの目前で
行う、そして患者さんと共同で行う
という点で特殊な医療行為です。正

確に血管を穿
せんし

刺するためには、我々
採血者の技術だけでなく患者さんの
ちょっとしたご協力でうまくできる
こともあります。
そこで今回、正確に穿

せんし

刺するため
に血管を太くさせる、あるいは血管
を浮き立たせるちょっとした工夫に
ついてご紹介します。採血をお受け
になる患者さんにはぜひご理解いた
だき、ご協力下さると幸いです。

１、とくに水分制限されていない患
者様は、あらかじめ水分補給をし
ておいて下さい。
	 （コップ一杯の水が、緊張を緩和
し収縮血管を改善させる効果があ
ります。）

図 1  背筋を伸ばした姿勢
背筋を伸ばすと心臓の位置が高く
なることと循環血流量の亢進効果で
静脈が太くなります。

図1　背筋を伸ばした姿勢
	 背筋を伸ばすと心臓の位置が高く
なることと循環血流量の亢進効果
で静脈が太くなります。

図2　前腕内転法
	 手首の内転により肘部の静脈が浮
き上がってくることがあり、認識
されやすくなることがあります。

図3	バトンリレースタイル法
	 肘屈曲側の静脈が非常に細い場合
は前腕背側の静脈が主経路となっ
ていることがあり、後ろを向いてい
ただくと背面を走行する太い静脈
を正確に穿

せんし

刺することができます。

図 2  手首の内転
手首の内転により肘部（肘の内側）
の静脈が浮き上がり、血管が認識さ
れやすくなります。

図 3  バトンリレースタイル法
肘部の静脈が非常に細い場合は、
前腕背側の静脈が主経路となってい
ることがあります。
後ろを向いていただくと背面を走
行する静脈を正確に穿刺することが
できます。

シャキッ！　
と伸びた背筋

①掌と肘を上に
向けた状態で

②手首のみを
　内側に回転する

前腕後面を
走行する
太い尺側皮
静脈の分枝

２、緊張すると血管は収縮します。
採血時にはできるだけ緊張なさら
ずリラックスできるよう心がけて
下さい。（ちょっと怖いと思うか
もしれませんが…）

３、採血時は背筋を伸ばした姿勢	
(図1)でお願いします。猫背や足
組み、腕だけを前に出した姿勢で
は血管が太くなりません。

４、採血に適した血管を探すために、
差し出していただいた腕の向きや
位置を変えたり(図2)、後ろを向
いていただくこともあります	(図
3)。
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IVR-CT が新しくなりました！！

放射線技術部

IVR-CT	装置とは	X	線により体内部を透視・撮影する血管造影装置と体内部の精密な断層画像が撮影可能な	
CT	装置が一体となった装置です。
この度、当院のIVR-CTが更新されたので、この場を借りてご紹介したいと思います。

IVR-CTの特徴

画質（0.5mm）で広範囲（一度に
16cm）の撮影が可能です。さらに
最新のアプリケーションにより被ば
くの低減も実現されています。
このシステムでは、術前・術中に
撮影したCT撮影で作成した血管の
３Ｄ画像を２次元透視下の画像と融
合させることが可能になりました。
これにより検査・治療をスムーズに
行うことができます。

透視装置にはフラットパネルディ
テクター（FPD）が搭載されており、
大きな視野で高精細な画像を見るこ
とが可能です。さらに、術中の線量
をリアルタイムにモニタリングする	

Dose	Tracking	System	が搭載さ
れており、透視装置、画像視野、ベッ
ドに連動して線量が表示され、術中
での全身的な被ばく状況を見えるよ
うにすることができます。これらを
組み合わせることにより長時間に及
ぶ検査でも線量を分散・低減させる
ことが可能となっています。

この装置の導入により、大きく進
化した装置の特性を活かした検査・
治療を行っていくと共に、患者さん
に優しい負担の少ない検査ができれ
ばと考えております。

２つの装置が一体となったことに
よる一番の利点は、これまでは治療
の途中でCT撮影が必要となった際
に、CT室へ移動し撮影する必要が
ありましたが、IVR-CTでは透視下
で検査・治療を行っている寝台のま
までCT撮影を行うことができます。
それにより、移動に伴って発生する
リスクや手技にかかる時間を大幅に
軽減することが可能となりました。
また、その装置においても、様々
な面で機能が向上しています。

CT	装置の特徴としては検出器
が、16列から320列となったこと
により、高速（0.3秒/回転）に高
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院内ボランティア募集

ボランティア室　ボランティアコーディネーター
　崔

チェ

　孝
ヒョヘン

行

ポートライナー・医療センター駅を降り連絡通路を通って病院玄関に足
を踏み入れると、みなさんが最初に目にするのは、「ステップbyステップ」
と染め抜いたエプロンを着て、「案内ボランティア」のプレートが置かれ
たデスクに座っているボランティアの優しい笑顔のはずです。
ステップbyステップは平成16（2004）年に発足した中央市民病院の院
内ボランティアグループです。院内ボランティアは、「市民の目線」で、
病院職員と協力して患者さんやご家族が安心して療養生活を送れるように
支援し、市民の方々をあたたかい雰囲気で迎えられるように努めます。ボ
ランティアは、職員と協働し患者さんを支援する＜チームの一員＞です。
又、ボランティア活動には素晴らしい「効能（？）」があります。「やっ
てみよう！」で始めるのがボランティアです。自分から進んでやるから楽
しめるし、仲間もふえます。楽しいから誰でも参加できるし、長く続けら
れる―新しい出会いと新しい世界、それがボランティアです。
みなさん、是非ご一緒しませんか！
※ボランティアには「外来案内」「図書室運営」等いくつもの活動があり
ます。募集に関する詳しい内容は、中央市民病院ホームページ（「中央
市民　ボランティア」で検索）を参照して下さい。

～あなたの優しさを求めています～

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15弾
として、咽喉がんをテーマに「がん市民フォーラム in 
KOBE」を開催いたします。

第 15 回がん市民フォーラムのご案内
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当院では、毎週土曜日の昼食は、主食を麺にした献立にしてお
り、普段のご飯とおかずのパターンとは目先も変わり、喜んでい
ただいています。その中から、今回は、皿うどんを紹介します。
キャベツを多く使用し、1品で野菜(110g)がしっかりと摂取で

き、たんぱく質の多い食品は豚肉やうずら卵が入りますのでバラ
ンスのとれた１品です。
　献立の写真、献立内容は日清医療食品から提供してもらいました。

しおかぜ食堂 レシピ紹介

《材料４人分》

・焼きそば用麺(太麺)	 ４玉
・濃口しょうゆ	 大さじ1.5杯
・油	 小さじ2杯

・豚肉ももスライス	 160ｇ
・下味		(酒	小さじ2、おろし生姜小さじ1)
・うずら卵(缶又は袋入り)	 8個
・なると	 40ｇ
・キャベツ	 240ｇ(中７～ 8枚)
・玉ねぎ	 120ｇ(中1/2個)
・ピーマン	 40ｇ(小2個程度)
・赤ピーマン又はパプリカ	 40ｇ
	 	 	 (小1/2個程度)
・油	 	 大さじ2杯弱

《調味料》
・水	 	 400cc
・中華味	 小さじ2杯
・濃口しょうゆ	 大さじ1杯
・酒	 	 小さじ2杯
・塩	 	 小さじ1/4杯
・こしょう	 少々
・片栗粉	 大さじ2杯
・水(片栗粉用)	 大さじ	2杯

エネルギー　505kcal　
たんぱく質　19.7ｇ　食塩相当量　2.7ｇ

《 作 り 方》

【下準備】
　①豚肉は３㎝程度に切り、下味をつける。
　②なるとは、縦半分に切り、斜め切りにする。（赤いかまぼこでもよい）
　③うずら卵は水気をきる。
　④キャベツは芯をとり、芯にそって半分切り、２㎝程度のざく切りにする。
　⑤玉ねぎは、スライスする。
　⑥ピーマン（パプリカ）はスライスする。

【調　理】
　①麺はさっと茹でて、しょうゆ、油をまぶす。
　②豚肉を炒める。玉ねぎ、ピーマン（パプリカ）を加える。
　③玉ねぎがしんなりしたら、キャベツを入れて蓋をして蒸し焼き状態
にする。

　④キャベツがしんなりしたら中華味を溶いた水、調味料を合せて加
える。

★中華味のタイプにより味の付き方が異なる場合があるので、と
ろみをつける前に味の確認が必要。
　⑤なるととうずらを加える。
　⑥調味料が沸騰し、⑤の材料が加熱されたら最後に水溶き片栗粉で
とろみをつける。

★材料からの水の出方により、濃度が変わるので水溶き片栗粉は
2/3程度を入れて濃度を見て必要であれば全部入れる。

【盛付け】
　皿に①の麺を入れて、⑥でとろみをつけたあんをかける。
★青みを残したい場合は、ピーマンをゆでて最後に入れてもよい。

栄養管理部

皿うどん [ ４人分 ]
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当機構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）。
いただいたご寄付につきましては、できるだけご寄付いただいた方のご
意見に沿って活用させていただきます。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 7 月～平成 29 年 9 月）

平成29年10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

当院は、これからも地域の皆様へ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。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。

院長　 坂田　隆造

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。

お問い合わせ：地域医療連携センター

岸野景志　様、
木村秀雄　様

黒精美考　様、 藤原三七子様、 中島清和　様、

ご寄付窓口

PET-CT（平成 24 年 7月より稼働中）

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

ご寄付のお願い


