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病院の 
基本理念 

ホームページ http://www.hosp.kobe-u.ac.jp/ 
ご意見、ご感想をお願いします。神戸大学医学部附属病院 〒650-0017 神戸市中央区楠町7丁目5番2号 

電話：（078）382-5111（代表） FAX：（078）382-5050

忘れ物、落とし物は、1階
受付6番窓口でお預か
りしています。内線3075  

病院敷地内
全面禁煙  

院外処方箋の使用期限は
発行日を含めて4日間です。
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お 知 ら せ 患者 さん
への

診療科から

　呼吸器内科は気管支と肺の病気を診る内科です。一番ピ
ンとくる症状は、咳・痰・息切れでしょうか。この咳・痰・息
切れの原因となる病気は、いろいろあります。気管支喘息、
咳喘息、慢性閉塞性肺疾患（COPD）、結核、気管支炎、肺
炎、間質性肺炎、肺がん、胸膜腫瘍などです。私たちは専門
的な知識で、皆さんの症状を伺い、必要な検査をし、何が原
因かを突き止めます。例えば、1－2か月咳が止まらず、咳
止めばかり飲んでいた患者さんの病気を咳喘息と診断し、
つらい咳が吸入薬で数日以内に改善したということがあ
ります。私たちは、よりよい医療を提供できるよう最新の
医療機器を備え、質の高いエビデンスに基づいたチーム医
療を行っています。一人の医師だけで診断や治療を決定せ
ず、時には他科の先生も交えてカンファランスで熟考し、
患者さん一人一人に最も適切で安全な治療を行うことを
心がけています。また、希望ある新たな次の治療を作るべ
く、臨床試験や治験も多数行っています。肺癌治療に関し

ては、がんゲノム医療を積極的に行うとともに、患者さん
が自分の生活を続けながら、安全に外来で治療を受けられ
るよう取り組んでいます。最後に、一言。レントゲンの健診
は毎年必ず受けてくださいね！
呼吸器内科ホームぺージ
https://www.med.kobe-u.ac.jp/resp/patient/index.html

偶数月発行 NO.76 R2.6.25 発行責任者：病院長 編集：附属病院広報委員会 
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呼吸器内科

　新型コロナウイルス感染症によって、私たち
の日常生活も大きな変化を余儀なくされてい
ます。そして、学校や仕事、人とのつながり、買
い物や趣味、当たり前にあった日常が否応なく
奪われた中で、私たち誰もが、たくさんの心理
的なダメージを知らず知らずに受けています。
　私たちは、事故や災害など、自分の身が危険
にさらされた時、それを恐れ、不安を感じます。
これは、自分たちの身の安全を守るための当然
の気持ちの変化です。しかしこのような恐れや
不安は、気持ちのゆとりや冷静さを奪うだけで
なく、不信感や怒りなどネガティブな感情を増
幅させてしまうことがあります。
　また、多くの人は、前向きに頑張ろうとする
ことで、困難を乗り越えようともします。阪神
淡路大震災の時のことを憶えておられる方も
多いでしょう。当時、復興に向けたキャッチフ
レーズの一つは「頑張ろう！神戸」でした。しか
し人はいつまでも頑張り続けることはできま
せん。
　先の見えない中で心身とも消耗し、こころが
少しずつ悪循環に飲み込まれてしまうことを
私たちは知っています。悪循環の中で起きる以
下のような心身の変化に、どうかご注意ください。

❶ イライラしやすく、ニュースや人のふるま
いを腹立たしく感じる。

❷ 食欲が落ちた。何を食べても美味しいと感
じない。

❸ 何かにつけて不安で、そわそわして落ち着
かない。

❹ 悪い風に考えたり、悲観的にとらえたりす
ることが増えた。

❺ おっくうで、家事や身の回りのことをする
気になれない。

❻ 寝つきが悪い。夜中に何度も目が覚める。
❼ お酒やタバコの量が増えた。

　こんな時こそ、普段の生活リズムや自分の
ペースを保ち、いつも以上に人とのつながりを
大切にしてください。普段できなかったような
会話、電話や手紙、ささやかでも楽しむこと、ど
れも悪循環を防ぐために大切なことです。そし
て、どうしても悪循環から抜け出せないとき
は、医療機関に相談することも方法の一つであ
ることも知っておいてください。
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　現在、院内では一部を除きレストランの営業を継続しており
ます。食事はライフラインの一部であるという配慮からです。
　ただし、飲食時は感染が起きやすいことから、対面飲食を禁
止し、席の配置を変更させていただいております。
　皆様におかれましては、席や椅子の移動を行わず、静かに飲
食を行うようよろしくお願い申し上げます。
　また、待合室などでの飲食は固くお断りいたします。

対面飲食を避けてください
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食事・栄養についてのご相談は、月～金曜日に
予約制で行っています。お気軽に医師、看護師、
管理栄養士にお申し出ください。

●栄養相談に関する問い合わせ先●

受付時間 平日8：30～17：15
栄養管理部 078-382-6820（直通）

材料（4人分）

作 り 方 

厚揚げの南蛮漬け

一品料理で満足感アップ
夏のさっぱりメニュー

栄養量（1人分） 
エネルギー 
たんぱく質 
脂   質 
炭 水 化 物 

130kcal
7.0g

  5.8g
12.3g
  1.3g食塩相当量 

※写真のお皿は直径17cm、盛り付けは1人分です
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　今年も梅雨の季節がやってまいりました。
　今回はさっぱりとして食べやすい「厚揚げの南蛮漬け」をご紹介し
ます。酢には食欲増進作用があり、食欲の落ちやすいこの時期にぴっ
たりな一品となっています。
　また、この一品で野菜の1日摂取目標量の約1/3を摂取することが
できます。ぜひ、お試しください。

厚揚げ ………………………………………… 200g

玉ねぎ …………………………… 100g(中1/2個)

人参 ………………………………… 70g(中1/2本)

セロリ ………………………………… 60g(1/2本)

きゅうり ………………………………100g(小1本)

トマト …………………………………100g(小1個)

＜漬け汁＞
酢………………………………… 90g(大さじ6)

砂糖……………………………… 18g(大さじ2)

しょうゆ………………………… 36g(大さじ2)

だし………………………………90ml(大さじ6)

・漬け汁が温かいうちに具材を入れることで味が染み込みやすくなります。

・お好みで酢を黒酢(砂糖不使用)にしたり、食欲増進作用のある香味野菜のしょうがやみょうが、香辛料の赤唐辛子
を入れても美味しくいただけます。

メニュー考案：エームサービス(株) 服部　友行、　編集：栄養管理部　中谷　早希

計量の単位は大さじ1＝15ml

1玉ねぎは皮をむき、薄くスライスし、水にさらし

ておく。人参、セロリ、きゅうりは千切り、トマトは

1cm角に切っておく。

2厚揚げは食べやすい大きさに切り、フライパンで

焼き色がつくまで焼く。

3鍋にAを入れ、沸騰するまで火にかける。沸騰
したら火を止め、1と2を入れ、2～3時間ほど

漬ければ完成。

　新型コロナウイルス感染を防ぐため、
窓を積極的に開けましょう。
　飛沫やエアロゾルによる感染を防ぐ
ためには、継続的な窓開けが有効です。
　特にオフィスや店舗など人の集まる
ところでは密閉を避けるため、積極的
な窓開けをお願いいたします。
　対面のドアなども開放し、空気を動
かしましょう。

神大病院の皆様
神戸を救う皆様の力に感謝！
コロナに負けずにがんばりましょう！

湊翔楠中学生徒一同

窓を開けよう

神戸市立湊翔楠中学校から

メッセージを
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