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井上・先端医療センター長が構想を語る

第３回マタニティ坐禅を開催しました
管理栄養師の簡単レシピ
がんサロン
高額療養費について
別紙

がん哲学外来のお知らせ
院内コンサートのお知らせ
七里ヶ浜の夕景（鎌倉市）
撮影者：医事課 内海 貴大

Interview
湘南鎌倉先端医療センター長

井上 登美夫

Shonan Kamakura

先生
私たち湘南鎌倉総合病院は、2020年のオープンを目指して
「湘南鎌倉先端医療センター」の開設を計画しています。
がん医療に関して化学療法や放射線治療の標準治療はもちろん、先進的な臨床・研究施設と
して、陽子線治療や BNCT
（ホウ素中性子捕捉療法）
、RI
（放射性同位元素）内用療法、PET 創
薬研究・支援などに取り組む方針です。４月に着任した井上登美夫・同センター長に構想など
を伺いました。井上センター長は群馬大学医学部核医学講座助教授や横浜市立大学医学部放射
線医学講座教授、医学部長などを歴任し、日本核医学会理事長を務めた経験をお持ちです。
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井上・先端医療センター長が構想を語る
先端医療センターは湘南鎌倉総合病院の南西側の隣接地

物質を標識した診断薬＝ FDG やその他様々な PET 診断薬）

に建設します。計画では地下１階地上４階建てで、目玉と

を作製する設備を導入します。また、PET 検査装置はがん

なる陽子線治療装置や BNCT は１階に配置します。陽子

の診断だけでなく様々な病気の治療効果の判定や治 験

線は体表面から深い位置でエネルギーが急速に高まり、そ

参加者のスクリーニング
（選別）
などにも活用する予定です。

の後急速に低下。狙った病変に強い線量を効率良く集中し、
他の正常組織へのダメージを減らせるのが特徴です。
今年４月の診療報酬改定で保険適用が拡大され、現在、

医薬品開発の早期の段階に、新薬の候補物質を低用量、
ヒトに投与し、薬物動態を調べることをマイクロドーズ
試験と呼びます。これは新薬として見込みのある物質を

頭頚部がん、骨軟部がん、前立腺がん、小児がんの一部

絞り込む試験です。また、PET を用いた同試験も視野に

が保険診療となっています。一方、BNCT は、がん細胞

入れ、創薬研究・支援に取り組んでいきます。２階には

に取り込まれやすいホウ素化合物を静脈注射し、中性子

CT、MRI、マンモグラフィ、内視鏡室などを備えた健診

を照射すると反応してα線を発生。がん細胞の内部から

センターを設置し、将来的には遺伝子診断も取り入れま

破壊します。国内では関西と東北地方の２カ所で治験が

す。３階には医薬品・医療機器開発の第Ⅰ相試験（フェー

行われている段階です。陽子線治療は保険適用の拡大を

ズⅠ）などを行う研究施設、外来化学療法室を配置。４

受け、ますますニーズが高まっていくでしょう。当セン

階は幹細胞などを用いた再生医療設備を入れます。

ターは保険診療、先進医療、治験、臨床研究と様々な切

このほか私たちが期待を寄せているのが RI 内用療法で

り口で、がんでお困りの患者さんに陽子線治療など先端

す。同療法は、RI（放射性同位元素）を組み込んだ薬剤

的な医療を提供していきます。BNCT は当センターにとっ

を選択的にがん細胞に取り込ませて攻撃する治療法であ

てチャレンジングな取り組みですが、患者さんの利益に

り、特にα線核種を用いた同療法は、放射線のエネルギー

なる技術を他に先駆けて取り入れることは大きな意義が

が強く、がん細胞に大きなダメージを与えることができ、

あると考えています。

飛程距離が短いため他の細胞への影響を抑えられるなど

地下１階と地上１階には PET（陽電子放出断層撮影）検
査装置や、PET 検査の診断薬（ブドウ糖に PET 用放射性

のメリットがあります。当センターでは臨床・研究の両
面から同療法に取り組む意向です。

先端医療センター完成予想図（赤枠部分が先端医療センター）

井上 登美夫

いのうえ とみお

専門分野は放射線医学・核医学・先端医科学。群馬大学を卒業後、アメリカにおけるがん治療の名門、テキサス大学 MD アンダー
ソンがんセンター留学や横浜市立大学医学部長を経て現在では湘南鎌倉総合病院先端医療センター長を務める。放射線医学、特に
核医学における日本の第一人者であり、核医学のアウトリーチ活動も積極的に行なっている。
略歴
1977 年

群馬大学教務員

1980 年

群馬大学医学部附属病院助手

医学部放射線医学講座

1981 年

関東逓信病院第 1 放射線科に勤務

1984 年

関東逓信病院放射線科

1985 年

群馬大学助手

医学部核医学講座

1989 年

群馬大学講師

医学部核医学講座

1992 年

群馬大学助教授

1994 年

米国テキサス大学 MD アンダーソンがんセンター

群馬大学医学部附属病院助教授

群馬大学助教授

医学部核医学講座

群馬大学医学部附属病院助教授

放射線部（兼任）

2001 年

横浜市立大学医学部教授

放射線医学講座

2008-11 年

先端医科学研究センター  センター長（兼任）

横浜市立大学医学部附属病院部長

医学部核医学講座

診断放射線部に留学

1995 年

中央放射線部

放射線部（兼任）

放射線部

2014-16 年

横浜市立大学附属市民総合医療センター病院長（兼務）

2016 年

横浜市立大学医学部長、医学教育センター長（兼務）

2018 年

横浜市立大学

2018 年

医療法人沖縄徳洲会湘南鎌倉総合病院

定年のため退職

先端医療センター  センター長

（Medical Note より引用）
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Zazen
3rd Maternity

北鎌倉 建長寺

第３回
6/8金

マタニティ坐禅を開催しました！
！

妊婦さんが坐禅 ... ？
当院のお産センターでは従来から女性の産む力と赤
ちゃんの生まれる力を最大限に引き出す、 WHO に基づい
た アクティブバース のお産を目指しております。 このよう
な体制の中で最近は自分の内部に意識を向け、 ゆったりと
した呼吸でこころを整える “坐禅” に着目しており、この度、
建長寺の方々のご協力のもと、 妊婦さん向けの新たなプ
ログラムとして 『マタニティ坐禅』 を開催しました。

Letter From
Dr.井上

（アクティブバースとは）

★What's Active Birth?

アクティブバースと呼ばれる 『自分で産む』 という気持ちを
尊重し不必要な医療介入を避け、 分娩台でお産を行うので
はなく畳の部屋で楽な姿勢での出産を行い、 ご自宅にいる
のと同じようなリラックスした環境で自分の望むお産が行え
る自然分娩、 フリースタイル分娩のこと。

お産の時に分泌される「オキシトシン」
というホルモンについて

■お産の時の陣痛をおこすオキシトシンが、 実はそれ以外にも母子に大切な影響を与える
ホルモンであることがわかったのは、 スウェーデンの生理学者シャスティン教授の功績だっ
た。 その物質は母子関係だけではなく、 子の将来の健康や他人を思いやる社会性を身につ
ける人間形成にも大きな役割を演じる。 今お産への過度な不安や恐怖が無痛分娩への選
択に拍車をかけ、 一方でそれを受け入れやすい環境が存在し、 お産の時に分泌される大
切なオキシトシンの恩恵にあずからない産婦さんが増えている。 今まで多くの産婦が経験し
てきたお産 （陣痛） を今の産婦さんたちが乗り越えられない理由があるのだろうか？高齢？
不安を増長する SNS ？どんなに時代が変化し、 ライフスタイルが変わっても、 またどんな
産婦人科 主任部長
に知性や理性が備わっても、 昔から変わらない人類のお産がある。
井上 裕美 副院長
■シャスティン教授はこの陣痛と豊富なオキシトシンの環境が失われる現在を 「人類の自
然の遺産の喪失」 として、 その失われた後の人間の社会に危惧を抱いている。 何とか自然体でお産にのぞめないの
だろうか。 この人類の大事な遺産を守るために、 マタニティ坐禅の取り組みは今始まったばかりである。
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1日のおおまかな流れ
❶建長寺正門前に集合。
❷説明を聞きつつ建長寺の歴史に
触れます。
❸静けさのなか、坐禅を組み自分
と向き合う。
❹音を立てず、話をせず、
「食」と
向きあう時間を過ごします。

第３回妊婦さんのための

マタニティ坐禅レポート 助産師 堀内 敦子

2018 年 6 月 8 日、 ３回目マタニティ坐禅会を建
長寺にて開催しました。 妊婦さん 14 名、ご家族 4 名、
医療関係者 16 名、 計 34 名の参加がありました。
当日は、 春風が心地よい晴天に恵まれました。 は
じめに、 境内を説明を受けながら散策したあと、 長
尾教学部長よりお話をいただき、 坐禅を組みました。
その後、 参加者全員で精進料理をいただき、 食と向
き合う時間を過ごすことができました。
坐禅を組んでいる際、 呼吸に集中することで、 普
段当たり前にしている息を吸って吐くということが、 い
かに大切か、 生きていること ・ 生かされていることや
命のありがたさを実感し、 自分自身と向き合うことが
できました。 また、長尾教学部長のお話の中で、「『息』
という字は、 自らの心と書きます。 息 （呼吸） を整
えていくことで、 心も整っていくのです」 という言葉
にとても感銘を受けました。 お産の時は、 不安や痛
みから呼吸が不安定になることがあります。

お産以外でも妊娠中 ・ 子育てや普段の生活の中
でも、 悩みや不安から心が乱れることがあります。
そのようなときに、 この言葉を思い出して胸いっぱい
深く呼吸をして息 （呼吸） を整え、 心も整えること
ができるように、 私自身の中でも助産師としても心
がけていきたいと思います。

第４回 マタニティ坐禅開催します！！
日
会

時 ： 12 月 17 日 （月） 10:00 〜 13:30
場 ： 北鎌倉 建長寺

対
予

象 ： 体調のよい妊婦さん
約 ： 湘南鎌倉総合病院 お産センター
0467-46-1717 （代表番号）
SHONAN
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夏に負けるな！

「 なすとひき肉のピリ辛麻婆茄子」

材料（2 人前）
• ナス

2本

• ねぎ

1/3 本

作り方 ＜少し頑張って作る日は！＞

• ニラ

1/3 束

• ひき肉

• トマトケチャップ

• トマト

大1

150ｇ  • サラダ油

小さじ 2

• ごま油

少々

少々

①ナスは乱切り、ニラは 3㎝切り、トマトは 1㎝角、
ねぎはみじん切りにする。
②サラダ油をひいて、ひき肉をよく炒める。
③にんにく、しょうが、豆板醤を加え炒める。

• にんにく
• 豆板醤

少々

•酒

大さじ 1 と 1/2

大さじ 1

• 醤油

• しょうが

• こしょう

•水

少々

• 砂糖

こしょうを加える。

1 カップ

• オイスターソース

小さじ 1

④香りがよくたったら、水、酒、オイスターソース、醤油、砂糖、

少々

⑤トマトは半分量、ナス、ニラを入れ煮る。

大さじ 1

⑥トマトケチャップで味をやや濃いめに調える。

小さじ 2

• 片栗粉

大さじ 1（水で溶く）

市販の麻婆ソースで代用可能

⑦水溶き片栗粉でとろみをつける。仕上げに残りのトマトを入れ、
ごま油を少々入れ、混ぜる。
⑧皿に盛り付けたら、みじん切りしたねぎを散らしたら、完成！

＜手軽に作る日は！＞
＞
＜ 1 人前の栄養量
16.0 ｇ
cal   ・たんぱく質
0k
32
ー
ギ
・エネル
ｇ  ・ 塩分 2.8 ｇ
・炭水化物 25.0

※市販の麻婆ソースを使用する際、トマトは他の食材を加える時
に入れるとよいです。
最後にトマトケチャップも加えましょう。

Point!

肉の量は記載されている量より多めだと、更においしいです。

初夏の

管理栄養士の

簡 単 レシ ピ
Easy Recipe

For Early Summer
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豆知識
なすの皮にはアントシアン系色素で
ある「ナスニン」というポリフェノー
ルの一種が含まれています。ナスニ
ンには抗酸化作用があり、眼精疲労
にも効果があるといわれています。
そのため、なすを調理するときは皮
ごと使いましょう。

管理栄養士
副主任

伊藤 典子

ピリ辛味と相性のよい旬の
夏野菜がたっぷり摂れる
メニューです。

2

野菜の甘味たっぷり

「かぼちゃと枝豆のスープ」

材料（2 人前）

作り方

• かぼちゃ

100g

①玉ねぎは粗みじん切り、かぼちゃ

• 玉ねぎ

100g（1/2 個）

は 1.5cm 角に切り、ベーコンは

• 冷凍むき枝豆 20g（30 粒程度）
•水

300ml

小さく刻む。
②鍋に水と顆粒コンソメと①を入れ
て中火にかけ、沸騰したら弱火に

• 顆粒コンソメ 小さじ 1
• 塩こしょう

野菜の甘味が溶け出た和洋中の献立に
合うスープです。冷やしても美味しく召
し上がっていただけます。

する。アクを取り除き、かぼちゃ

少々

が柔らかくなるまで 3 ～ 4 分煮る。
③冷凍むき枝豆を加えて、塩、こしょ
うで味を調え、火を止める。

管理栄養士

20g（1 枚）

Point!

今井 聡美

• ベーコン

養量＞
＜ 1 人前の栄
塩分 1.3g
124kcal ・
ー
ギ
・エネル
5.1g
4.4g ・脂質
・たんぱく質

豆知識
かぼちゃはビタミン E の含有量が野菜の中ではトップ
クラス。強力な抗酸化作用があり生活習慣病やがん
を予防するほか、肩こりや冷え症にも効果があります。
また、食物繊維も豊富に含まれており、腸内環境を
整え、便秘の改善、動脈硬化の予防に役立ちます。

Select!
ずっしり重いもの。ヘタがコルク
状に枯れているものが完熟。
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7 21 土 14～16時
布谷 玲子 乳がん看護認定看護師
によるレクチャー付き

〈最初の３０分に〉

大石 弘貴 薬剤師

によるレクチャー付き

「便秘と下剤のいろは」

がん体験者の語りの場です。ふらっとお気軽にお越しください！

２ 階 ２１番オンコロジーセンター待合室
〈対象〉 患者さんとそのご家族 〈定例〉 第 ３ 土曜日（祝日除く）

〈場所〉

参加費無料・事前申込不要・自由参加

70歳以上の
皆さまへ（※）

平成３０年８月から

高額療養費の上限額が
変わります。

（※） 65歳以上の方で障害認定を受けて後期高齢者医療制度に加入している方も対象になります。

特 集 ：□□□□□□□□□□□□□□□□□
特集：井上
・先端医療センター長が構想を語る

「抗がん剤による
脱毛のメカニズムと
アフターケアについて」

Number 136
2018 July

8 18 土 14～16時

〈最初の３０分に〉

ひと月に医療機関に支払った額が高額になった場合に、 定められた

高額療養費制度とは？ 上限額を超えて支払った額を払い戻す制度です。 上限額は、 個人や
世帯の所得に応じて決まっています。

高額療養費制度の詳しい内容は、厚生労働省のホームページでも
ご覧いただけます。

医 療 法 人 沖 縄徳洲会

〒247-8533 神奈川県鎌倉市岡本1370番1
TEL 0467-46-1717（代表） FAX：0467-45-0190

ホームページアドレス： http://www.shonankamakura.or.jp
（直通）
健康管理センター：0467-44-1454 人工膝関節センター：0467-46-7172
しょうなんメール 編集・発行：湘南鎌倉総合病院 年報広報誌委員会
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年報広報誌委員会

湘南鎌倉総合病院

編集・発行 湘南鎌倉総合病院

平成３０年８月から、上限額（月ごと・ 70歳以上）が変わります。あわせて
「限度額適用認定証」
が
必要になる場合がありますので、ご留意ください。詳細はご加入の保険者へ。

