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●当院では、小林 久人放射線科部長、藤井 貴子副院長が中心となり、IVRを積極的に治療法として
取り入れています。
●IVR は、Interventional Radiology の略語で、私たちの体内の血管や胆管や尿管、消化管など
のレントゲンや超音波画像、CT画像を見ながら、カテーテル(細い管)を挿入したり、熱の出る特殊
な針を用いて病気を治療する方法です。
●つまった血管や胆管を拡げたり、がんを養っている血管に抗がん剤を注入してがんを死滅させた
り、体の外からエコー画像を見ながら細い針を刺してがんを焼くなど、さまざまな治療が可能です。 
手術を必要とせず、体への負担が小さいことから、高齢の患者さまや病気が進行した患者さまにも
治療を行うことができ、入院期間も短くて済む体に優しい治療法と言われています。

血管 IVR
★透析シャントの閉塞に対する血管拡張術（シャントPTA）
　透析患者様がシャント血管の閉塞をきたした場合に、閉塞し
　た血管にカテーテルを入れ、バルーン(風船)で拡げて再開通
　させます。
★肝がんに対する肝動脈塞栓療法（TACE）、抗がん剤動注化学療法（TAI） 
　がんに栄養を送り込んでいる血管に抗がん剤を注入したり、小さなスポンジで栄養血管を詰める治療です。
★下肢静脈瘤に対するラジオ波を用いた血管内焼灼術
　下肢静脈瘤に対して、症状の原因となっている静脈にカテーテルを入れ、熱を加えて焼灼する治療です。
★中心静脈（CV）ポート留置術・PICC留置術
　中心静脈から薬剤（抗がん剤、高カロリー輸液）の点滴を行うための医療機器の埋め込みを行います。
　末梢留置型中心静脈カテーテル（PICC）留置も行っています。

非血管 IVR
★肝がんに対するラジオ波焼灼療法（RFA）、次世代マイクロ波アブレーション治療（MWA） 
　肝がんに対して、全身に負担の少ない局所治療を行っています。
　従来のラジオ波焼灼療法に加えて次世代マイクロ波アブレーション
　治療も導入し、短時間かつ安全な治療を展開しております。
★胆のう炎に対する経皮経肝胆のうドレナージ術（PTGBD） 
　胆石などによる胆のう炎発症時に、胆のうに対してエコーガイド
　下に穿刺し、溜まった感染した胆汁を持続的に排出します。
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ご存知ですか? 体にやさしい治療法 IVR (アイ・ブイ・アール)

インターベンショナル 　　　　 ラジオロジー

神戸朝日病院が行っている IVR (画像下治療)

NEW!



2愛と健康の　かけはし

★閉塞性胆管炎に対する胆管ステント留置術（ERCP/ERBDチューブ留置） 
　総胆管結石などにより閉塞性に胆管炎をきたした場合に、ERCP(内視鏡的逆行性胆管膵管造影法)
　を行い、内視鏡的に胆管を造影し、詰まった胆管にステントという細い金属の管を留置し、拡げて閉塞
　を解除します。
★ 水腎症に対する腎ろう造設術
　尿管結石などにより尿管閉塞をきたし、水腎症を起こしたり、尿路感染がコントロールできなくなった
　場合に、エコーガイド下に体の外から直接腎盂にカテーテルを通し、尿を体外に排出します。
★ 胃ろう(PEG)造設術
　何らかの原因で口から食べることが出来ない場合の栄養を摂る手段として、内視鏡観察下に胃に直接
　穴をあけて、短い管を通します。その管から栄養剤・水分の注入を行うことが可能です。

●以上が当院で行っている代表的な IVR 治療となります。
●当院は、中小規模の病院の特性を活かし、診療科の垣根なく、放射線科
医・内科医・外科医およびコメディカルがチームで IVR 治療に取り組んでい
るため、情報共有が徹底しており、迅速な対応を行っております。透析シャン
ト閉塞時や胆のう炎・胆管炎発症時など、緊急処置も可能ですので、必要時
ご依頼・ご連絡をいただけましたら幸いです。 
●また、在宅や施設等のご高齢の患者様で、嚥下機能の低下などにより、口
からお食事が摂れなくなった場合、 胃ろう造設・CV ポートや PICC 留置
などの選択肢のご提示・内容のご説明から施術まで担わせていただきます
ので、いつでもご相談いただければと存じます。

令和２年
　新入職員の紹介

看護師（３F病棟）

馬渕 こころ
看護師（３F病棟）

馬渕 こころ

1.みなさん、とてもやさしい。相
談しやすいし、反省点もしっ
かり教えて下さるので有難い
です。
2.淡路島
3.マンガの本を読むこと
4.家のローンの支払い。
5.いつも笑顔でいること。来院
される患者様に、少しでも安
心していただきたいから。

１．当院の印象はどうですか？
２．ご出身はどちらですか？
３．今、夢中になっていることは何ですか？
４．サマージャンボで1億円大当たり！あなたなら何に使いますか？
５．病院職員としてあなたが心掛けていることは何ですか？

質
　
問

看護師（３F病棟）

德　明菜
看護師（３F病棟）

德　明菜

1.アットホーム。
2.人口３万人の小さな島
3.“insta”の面白い動画を見る！！
4.土地購入
5.何か変だと思ったら、気を付
ける。 

とく
看護師（３F病棟）

佐々木 俊丞
看護師（３F病棟）

佐々木 俊丞

1.助手の時からお世話になって
おりますが、今も前もアット
ホームです。僕はそこが好き
です。
2.兵庫県宝塚市
3.部屋の掃除
4.家族孝行をします。家族には
迷惑を掛けてばかりなので。
5.患者様の個別性や背景を考え
て看護が出来るよう、日々勉
強することです。

しゅんすけ
看護師（４F病棟）

瀧川　紋
看護師（４F病棟）

瀧川　紋

1.先輩、上司に見守っていただ
いている感がとてもあります。
優しく接していただいたり、悩
みごとを相談させてもらった
り、恵まれていると思います。
2.神戸市北区。生まれは京都。
3.仕事のことです。コロナが落
ち着いたら、友人と会ったり
することを考えるのが楽しい
です。
4.神戸朝日病院のベッドを電動
にしたいです。患者様にも、職
員にも貢献できるかと…。
 車が欲しいです。ぶつけてもよ
いもので。
5.気持ちの良いあいさつと笑顔。
患者様が前向きに治療を受け
られるための信頼関係づくり。
新人を受け入れて頂いている
ことへの周りの人への感謝。

あや

治療についてのご依頼・ご相談は、地域医療連携室 078-612-5420 (直通) まで

多目的検査に対応するX線TVシステム
Ultimax-i

2020年7月新規導入致しました
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看護師（4F病棟）

宮本 早紀
看護師（4F病棟）

宮本 早紀

1.思っていたより落ち着いた雰
囲気で、熱心な人が多いなと
思いました。
2.神戸市
3.オンライン筋トレサークル
4.更衣室を広くしたいです。
5.面白い話や明るい話をするよ
うに心がけています。

医事課　主任

武内 純子
医事課　主任

武内 純子

1.チームワークが良く取れてい
る病院だなと思いました。
2.神戸市
3.日本酒ナビゲータの資格を
取得したので、今後は利酒師
の勉強を始めたいと思ってい
ます。
4.農園を購入し、家庭菜園をする。
5.相手の立場に立って想像し
行動すること。

臨床検査技師（検査科）

藤井 宏哉
臨床検査技師（検査科）

藤井 宏哉

1.他部署との関りが多い。
2.兵庫県小野市
3.本を読むこと
4.貯金
5.患者様第一

臨床検査技師（検査科）

岩﨑 秋保
臨床検査技師（検査科）

岩﨑 秋保

1.アットホーム
2.兵庫県赤穂市
3.韓国ドラマ
4.貯金・投資
5.向上心

薬剤師（薬剤科）

亀井 健人
薬剤師（薬剤科）

亀井 健人

1.外来や病棟の業務で忙しい
日々ですが、とてもやりがいが
あります。
2.淡路島です。
3.特にありません。
4.使う予定がないので、とりあ
えず貯金します。
5.自分勝手な判断はせず、分か
らないことは他人に確認する
こと。

看護師（4F病棟）

渕　愛奈
看護師（4F病棟）

渕　愛奈

1.先輩Nsや他の職種の方と距
離が近く、相談をしやすい。
2.大分県
3.あつ森
4.病院のベッドを電動ベッドに
変えます！！
5.笑顔を忘れない！！！

ふち あいな

看護師（4F病棟）

那須 信子
看護師（4F病棟）

那須 信子

1.スタッフの人数が多く感じま
した。
2.兵庫県
3.旅行の動画を見て、行った気
分になること。（国内、海外、
どこでも）
4.飛行機のファーストクラスに
乗って世界一周。
5.患者様に自分の家族のように
接することを心がけています。

なす

看護師（4F病棟）

安達 文子
看護師（4F病棟）

安達 文子

1.スタッフみなさんが、よくして
くれる。病院が坂の上にあり、
ベランダからの見晴らしはい
いが、通勤時に上るのが辛い。
2.熊本県
3.特になし
4.半分は旅行、買い物。残りは
老後のため。
5.自分の家族、友人にしてあげ
たい看護の提供。

あだち あやこ

看護師（4F病棟）

越田 香世子
看護師（4F病棟）

越田 香世子

1.病棟の人間関係が良い（何回
聞いても、教えてくれる）。
　雰囲気が良い。
2.石川県
3.なし
4.貯金
5.接遇

こしだ

看護師（5F病棟）

牧野 営子
看護師（5F病棟）

牧野 営子

1.患者様のことを昔から知って
いるスタッフが多く、地域に
根差している病院。
2.神戸市
3.家の中がいらない物だらけな
ので、片付けです。
4.家を買って引っ越します。
5.誠意

看護師（5F病棟）

鶴丸 和子
看護師（5F病棟）

鶴丸 和子

1.スタッフ皆さん親切で、お忙
しい中ご指導いただいて本当
に有難いです。患者様に対す
る声掛けもやさしく、明るい
雰囲気の職場だと思いました。
2.神戸市北区
3.ハンドメイド
4.家のローン返済。貯金。年末
ジャンボ購入。
5.患者様の立場に立って、誠実
で丁寧な対応を心掛けてい
ます。

看護師（5F病棟） 科長

依藤 紀子
看護師（5F病棟） 科長

依藤 紀子

1.思っていた通り、皆さんとても
良い人達で、個性があって、楽
しく仕事をさせて頂いています。
2.福島県
3.コロナの影響でできていませ
んが、ゴルフと弓道、茶道、陶
芸と、たくさんやりたいこと
があります。
4.古民家を購入し、リフォームし
て、沢山の人が集まる家にし
たい。病棟スタッフと一緒に
旅行に行きたい。
5.いつも笑顔で、誰にでも公平
であること。仲間を大事にす
ること。

よりふじ のりこ

つるまる

栄養士（栄養科）

布川 理紗子
栄養士（栄養科）

布川 理紗子

1.職員同士の仲が良く、アット
ホームで、明るい病院だと思い
ます。
2.神戸市
3.カメラ
4.ハワイ旅行
5.どんな時も一生懸命働くこと。

ぬのかわ

３Fクラーク（文書課）

金　美里
３Fクラーク（文書課）

金　美里

1.明るくてアットホームな病院。
2.神戸市
3.海外ドラマを観ること。
4.海外旅行・貯金。
5.患者様に笑顔で接すること。

きん み　り



認定施設 交通のご案内
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■ 二次救急指定
■ 兵庫県肝疾患専門医療機関
■ 日本肝臓学会認定施設
■ 日本消化器病学会認定施設
■ 日本消化器内視鏡学会認定施設
■ 日本内科学会教育関連病院

■ 臨床研修指定（神戸大協力型）
■ 日本医療薬学会認定薬剤師研修施設
■ 日本医療薬学会薬物療法専門薬剤師研修施設
■ 日本臨床栄養代謝学会認定NST稼動施設
■ 日本栄養療法推進協議会NST稼動認定施設

110 112

栄養士　笹野 さつき

作
り
方

■栄養量（1人分） エネルギー：284カロリー　たんぱく質：13.8g
　　　　　　　　  脂質：4.3g　カリウム：385mg　塩分：2.0g

材料 (1人分)

●野菜は旬の時期に一番栄養価が高く、夏野菜には各種ビタミ
ン類やカリウムなどさまざまな種類の栄養が豊富に含まれてい
ます。夏バテや熱中症対策に是非摂って欲しい食材です。
●そこに豚肉を合わせることで疲労回復につながるビタミンB1
が摂れ、身体の中に効率よく栄養を取り込むことが出来ます。
●蒸し暑い日々を乗り切るためにも、召し上がってみて下さい。

そうめん：１束
豚スライス：30g
ズッキーニ：1/4本
パプリカ：1/8個
オクラ：1本
ミニトマト：2個
めんつゆストレート：５0ml
ごま油：少々

①豚肉は3cmほどの長さにカットし、ズッキニー・パプリカ・オクラは
薄切りにする。プチトマトはヘタをとり四等分にする。
②プチトマト以外の野菜と豚肉、そうめんを茹でて、冷水で冷ます。
③市販の麺つゆに豚肉と全ての野菜を混ぜる。お好みでごま油を加える。
④そうめんを器に盛り③をかける。

編
集
後
記

　この度の豪雨災害で被害にあわれた皆様に、心より
お見舞い申し上げます。
現在、当院では、事務職員が交代で受付に立ち、来院さ
れる患者様にマスク着用と手指消毒のお声掛けをさせ
ていただいております。その際、施設から患者さまが運
ばれてくること、またその逆もあり、その都度、専門的な
トレーニングを受けていない自分はかえって邪魔をして
はいけないと、ただ傍で見ているだけ、もどかしいです。
当院では、先日も全職員対象にBLS（1次救命処置）の
研修会を実施したりと学べる機会が多くあります。
事務職であっても病院に勤務するものとして自然に
お手伝いできるような訓練をしていきたいと感じました。
　　　　　　　　　　  　　（企画管理課 松井未佳）

１. 当院の印象はどうですか。　－Academic, Active, Spirited
２. ご出身はどちらですか。　－兵庫県
３. 今、夢中になっていることを教えてください。　－ ゴルフ（＜ダイエット）
４. サマージャンボで1億円が大当たり。何に使いますか。　－大事にします。
５. 医師として、特に注意されていること、大切にされていることは何ですか。　－出来ることをちゃんとする。
６. 神戸朝日病院の患者様に、ひと言メッセージをお願いします。
 －「外科手術」と聞くと、“痛くて恐ろしい治療”というイメージであり、実際そうなのですが、近年は
　　低侵襲（より負担が少なく、傷が小さい）治療が、進歩して来ています。まずは、ご相談ください。

新入職医師のご紹介
奥田 豊一 先生奥田 豊一 先生

とよかず

外科部長 日本外科学会　専門医
日本肝臓学会　専門医
近畿外科学会　評議員

（大阪市立大学 平成 2年卒）

　この度は、新型コロナウイルス感染に対する
当院の取り組みにご理解とご支援をいただき
ありがとうございます。
　企業様、施設様、個人の皆様から、マスクを
はじめとする多くのご寄付を賜りました。紙面を
お借りして厚くお礼申し上げます。
　これからもより一層、地域医療に貢献できるよ
う取り組んで参ります。引き続き、ご理解、ご協力
のほど、よろしくお願いいたします。

新型コロナ感染症対策に関するご支援へのお礼

外来担当日：火曜日午前診
　　　　　　金曜日午後診


