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今年10月1日に、本庶佑先生が免疫の抑制に関連する「PD-1」という分子を発見した功績により、ノーベル生
理学・医学賞を受賞されました。本庶先生は京都大学特別教授と同時に、神戸医療産業都市推進機構の理事長で
もいらっしゃいます。私達も受賞を大変喜んでいます。今回は、この「PD-1」に作用する話題の薬「オプジーボ」
についてご紹介します。
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薬剤部副部長代行　池末　裕明

［どのような薬か］
の受け皿として免疫担当細胞が持っ
ているのがPD-1で、オプジーボは
このPD-1を妨げる薬です。つまり、
オプジーボはがん細胞が出している
免罪符を無効にして、免疫担当細胞
のブレーキを解除し、本来のがん免

オプジーボは免疫チェックポイン
ト阻害薬という抗がん薬の一種で、
成分名はニボルマブと言います。が
ん細胞はその表面に、免疫担当細胞
からの攻撃を免れるため免罪符の様
な分子を出しています。この免罪符

疫がしっかり働く環境にさせる薬で
す。
オプジーボを単独で使う場合は1
回30分以上かけて点滴し、これを
2週間ごとに繰り返します。複数の
がんに対する治療薬ですが、保険で
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認められている（＝治験によって
効果と安全性が確認された）がんの
タイプは限られており、どなたでも
オプジーボが効くという訳ではない
ので注意が必要です。国と製薬企業
が大変なエネルギーをかけて効果と
安全性を検証した薬で、いわゆる民
間の免疫療法とは全く違います。こ
のオプジーボ以外にも、複数の免疫
チェックポイント阻害薬がありま
す。

［治療を受けるうえでの注意点］
他の抗がん剤よりも重篤な副作用
が現れる頻度は低いのですが、免疫
のブレーキを解除する薬ですから、
免疫に関連する多様な副作用が出る
可能性があります。しかも、副作用
が出る時期は点滴して数日～何か月
と様々で、いつどんな副作用が出る
か予見しにくいので注意が必要で
す。患者さんを中心に、様々な医療
スタッフがそれぞれの役割を重ね合
わせて協力し、副作用対策を講じる
ことが望まれます。

［当院での取り組み］
当院では医師、薬剤師、看護師、
ソーシャルワーカーなどの職種から
なるチーム体制を整備しています。
これらのスタッフが定期的にミー
ティングして、安全性を更に高める
努力をしています。オプジーボに関
する説明冊子は、薬剤師を中心に作
りました。治療開始時には、薬剤師

が薬についてご説明します。説明冊
子は、様々な副作用をチェックでき
るダイアリーとしても活用して頂き
ます。患者さんご自身で分かる副作
用以外に、血液検査で分かる副作用
もあるため、医師や看護師と協力し
て綿密な副作用チェックを行ってい
ます。

［おわりに］
医薬品が試験管レベルから開発さ
れて、臨床で使用できる様になるま
で、多くは10年以上かかると言わ
れています。現在多数の医薬品が承
認されていますが、オプジーボ同様、
それぞれ色んなドラマがあることで
しょう。私たち薬剤師は、薬の安全
性を確保して有効性を最大限に引き
上げる役割を担っています。今回の
ノーベル賞に関する話題に触れ、そ
の想いを改めて感じました。

日本で承認されている
免疫チェックポイント阻害薬
商品名 成分名

オプジーボ ニボルマブ
キイトルーダ ペムブロリズマブ
テセントリク アテゾリズマブ
バベンチオ アベルマブ
ヤーボイ イピリムマブ
保険で認められているがんの種類と
状態は、薬によって異なります。
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◇◆◇ここが変わりました！！◇◆◇

10 月1日電子カルテシステムが新しくなりました！

9月29日（土）～ 30日（日）の更新作業期間中には救急の一部受け入れ制限を行うな
ど皆さまにはご不便をおかけして申し訳ございませんでした。
また、導入当初は不慣れな操作やシステムの不具合のため待ち時間が長くなり、患者さ

まにはご迷惑をおかけし、大変申し訳ございませんでした。
今後、より一層の待ち時間短縮や患者サービスの向上に努めて参ります。
ご不明点やご意見等ございましたら、なんなりと病院スタッフにお声かけ下さい。

•		画面が大きくなりました。
•		予約時間のある検査を受けられる場合もご利用いた
だくことになり、会計が出来たご連絡ができるよう
になりました。

※画面が割れやすくなっております。ご使用時には
必ずケースをご利用下さい。

【患者呼出機】

【再来受付機】

•		本館１階エスカレーター横にも
設置しました。

【自動支払機】

•		南館２階にも設置しました。
•	本館２階の全ての自動支払機でクレジット
カードのご利用が可能となりました。
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神経内科から脳神経内科に変わりました！

副院長兼脳神経内科部長　幸原　伸夫

神経内科という診療科の名称が患
者さんにはわかりにくいという声が
以前からありました。歴史も浅い診
療科なので社会的にもあまり認知さ
れておらず、精神科、神経科、心療
内科と間違えられることも多く、も
う少しわかりやすくしないといけな
いとの声が医師の中でも多く上がっ
ていました。そこで今年から全国的
に診療科の名前を神経内科から脳神
経内科に改めることが学会で決まり
ました。脳神経外科に対する脳神経
内科というイメージで捉えていただ
くとよいと思います。当院でも10
月1日に電子カルテシステムの変更
と同時に脳神経内科に名称変更しま

した。名前が変わっただけで診療内
容は今までと変わりませんのでご安
心ください。
ちょうどよい機会ですので脳神経
内科がどんな病気をみているかにつ
いて簡単にお話ししたいと思いま
す。脳神経内科外来（写真）には頭痛、
ふらつき、四肢のしびれ、筋力低下、
筋萎縮、歩行障害、手が使えない、
ふるえ、ぴくつき、けいれん、もの
わすれといった症状をもつ方、また
パーキンソン病やてんかん、神経難
病といわれる多種の疾患の患者さん
が多く来られています。また救急で
は脳卒中、てんかん、脳炎、髄膜
炎、急性の四肢麻痺、意識障害など

の患者さんたちを診療しています。
臓器でいうと脳、脊髄、末梢神経に
加えて筋肉の病気も含まれます。脳
神経内科の病気は外からみてわかる
ことも多いので診察がとても大切で
す。手足を動かしてもらったり、ハ
ンマーで鍵をたたいたり、歩き方を
みたりといったことです。従って初
診では診察に時間がかかることも多
く受診される方は必ずかかりつけ医
の先生などに紹介状を書いてもら
い、その先生から当院の地域連携へ
ファックスで予約をしてもらうよう
にしてください。
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画像処理部門のご紹介

放射線技術部　宇都宮　隆

当院では昨年より、放射線技術部
内に画像処理という部門を立ち上げ
ました。部門を立ち上げた経緯とし
て、画像処理ワークステーションの
進化に伴い、ＣＴ・ＭＲＩ等から得
られた2次元の画像を元に3次元画
像や動画等が診療に利用されること
が日常的に行われるようになってき
ました。

そこで、画像処理の専用窓口を設置
し、院内の画像処理に関する要望、相
談、問い合わせ等に対応すると同時に、
画像作成に関する新たな可能性を開
拓することを目的にしています。
画像処理で扱う３D画像の多く
は、CTから得られたデータを使用
して、骨や血管を立体的に画像作成
しますが、今では、CT、MRI、RI

など複数のモダリティからのデータ
を合成して３Ｄを作成する方法や、
３Ｄ画像から長さや容積が計測でき
るので、手術前のシミュレーション
等にも広く用いられています。
また、当院には多種類のワークス
テーションを設置し、用いられる使
用用途に応じて装置を使い分けて画
像や動画を作成しています。

肝臓シミュレーション 開頭シミュレーション 脳血管　CT+MRI		fusion

肺切除解析 気管支鏡シミュレーター
大動脈弁解析

大動脈解離　3D 腎臓解析
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救命救急センターを陰で支えるＥＲ救命士とは？  Vol.1

救命救急センター　ER救命士　古田　一真

チーム「BE KOBE」  メディカルラリーへ参加しました！

救急科専攻医　建部　将夫

先日当院救急科の医師、看護師、神戸消防の救命士でチームを結成し、「メディカルラリー」に出場しました。
メディカルラリーとは医学の知識と技術を駆使して模擬患者を治療していく、いわば救急医たちの大運動会のよ
うなものです。海外も含め、全国から２０チームが参加しました。模擬患者の中には特殊メイクをして傷だらけ
になっている人や、瓦礫に埋もれて動けなくなっている人など、かなり現実に近い状況が再現されています。当
院のチーム（「我々が神戸市民であることに誇りを持ち、人のために力を尽くす」という熱い想いを込めてＢＥ　
ＫＯＢＥと名付けました）は久しぶりの出場にもかかわらず第６位ということで善戦したのではないかと思いま
す。今後も知識と技術を磨いてより精度の高い医療を展開できるように努力していきたいと思います。

皆さんはご存じでしょうか。
救急外来では、医師・看護師と共に24時間一緒に救命に励んでいる職員がいます。

・	医師の救命処置中のカルテの代行入力 ・	重症処置、点滴薬剤のコスト請求 ・	敷地内急変（CPA）対応

・	二次救急の電話取り次ぎ ・	患者家族への対応 ・	土日祝祭日のDr.Car出動（現場
での医療補助）及び記録等・	胸骨圧迫 ・	患者搬送（南館）

・	心肺蘇生法講習会 ・	トリアージ代行入力

　など医師、看護師とともに仕事をしている　それは…ER救命士！！　（救急救命士）です。

■医療行為ができない中での救命士としての誇りある仕事
ERは救急車などで搬送された患者さんを最初に治療す

るところです。患者さんが重症なほど、マンパワーが必
要となり医師や看護師だけでは手が回らない場面が多く
あります。一人でも多くの患者さんを早く治療するため
にも医療行為の介助や検査等（心電図、バイタルサイン
の測定、電子カルテの入力等）をＥＲ救命士が行い、チー
ムとしてのより高度な救命医療を目指しています。

Vol.2をご期待ください。
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朝、晩の気温がめっきり低くなり、鍋物が合うシーズンとなってきました。

冬の野菜も豊富に出回るようになり、価格も安くなってきました。

今回は、冬の野菜の代表格とも言える白菜を使ったお手軽で野菜がしっかり摂取できる一品をご紹介します。

白菜は、旬を迎えると葉のすき間がなく詰まり、味も甘味を増します。

栄養的には、特定の栄養価が多い等の特徴は薄いですが、食物繊維やビタミンCは他の野菜と同様に含まれ、ま

た加熱することによりしんなりとしてボリュームが減り、味にくせがないので、多めの量でも食べやすいです。

炒め物(八宝菜等)、煮物、またサラダでも食べることができ、和風、洋風、中華風と料理の幅が広く、また漬物

の素材としても利用されます。

1玉は2～ 4㎏程度あり、家庭では1回に使い切るのは難しいので、丸々１玉を保存する場合は乾いた新聞紙に

包み冷暗所へ、カットしたものはラップで包んで冷蔵庫に入れて品質を保ち、いろいろな料理に利用しましょう。

しおかぜ食堂 レシピ紹介

《材料４人分》

・	牛肉ももスライス	 200g
	 (こま切れでよい)
・	焼き豆腐	 200ｇ(2/3丁)
・	白菜	 250ｇ(中4～ 5枚)
・	春菊	 120ｇ(約1束)

・	だし汁	 200cc
・	濃口しょうゆ	 大さじ2杯弱
・	砂糖	 大さじ1.5杯
・	みりん	 小さじ2杯
・	料理酒	 小さじ2杯

エネルギー 195kcal　たんぱく質　16.0g
脂質　9.3ｇ　食塩相当量　1.3ｇ

《 作 り 方》

　①牛肉は３～４cmのざく切りにする。
　②豆腐は1人1～2切れ程度になるよう大きさに合わせて切る。
　③白菜は3cm位のざく切りにする。
　④春菊は、ゆがいて、3cm位に切る。
　⑤だし汁と調味料を合せて煮立てる。
　⑥　⑤に牛肉をほぐしながら入れ、焼き豆腐も加えて煮込む。
　⑦牛肉に火が通り、焼き豆腐にしょうゆの色が入ったら、白菜を
軸から入れて煮立てば葉先も加える。

　⑧最後にゆがいた春菊を入れてひと煮たちさせて火を止める。

すき焼き風煮　[ ４人分 ]

栄養管理部

※献立内容と写真は日清医療食品から提供されたものです。
　なお、献立内容は、給食用を家庭で作りやすいように一部変更しています。
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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 30 年 7 月～平成 30 年 9 月）

平成30年11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　 細谷　亮

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

NPO法人さい帯血国際患者支援の会理事長　有田　美智世様
尾崎　一宇様　　蔵見　真紀様　　沖　美鈴様　　井口　君子様　
野呂　正治様　　大井　恭子様　　株式会社	慶　森岡	光津子様
明和海運株式会社　代表取締役　本岡　眞様
中谷カルナー財団　事務長　中谷　庄一様

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


