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�患者さまに信頼される質の高い医療をめざします。
�患者さまの生命と人権を尊重します。
�職員が誇りをもって働ける病院をめざします。
�自立した健全な運営をめざします。
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　このたび平成21年3月末をもって定年退職いたしまし
た。呉医療センター院長として在任いたしました5年半
のあいだ、多くの方々にご指導、ご支援、ご協力をいた
だき、深く感謝申し上げます。
　私は院長として在任中、呉医療センターの健全経営を
行うことによって、地域に最高の医療を提供出来ること
を目標として病院の運営を行ってまいりました。さいわ
い当院は、全国の国立病院の中でも有数の規模を持ち、
しかも平成13年に更新築が終了したところでした。病院
の外観にふさわしい医療内容にしたいという私の願い
に、副院長以下全職員が応えてくれました。その思い出
の数々を挙げてみます。（1）診療や看護を充実させるた
めに、医師、看護師、薬剤師をはじめ多くの職種の増員
を行いました。（2）CT、MRIなど多くの医療機器も高
機能なものに一新しました。（3）電子カルテなど医療情
報設備も最新のシステムを導入しました。（4）地域がん
診療連携拠点病院として、がん相談センターの設置、医
療情報検索のための患者用パソコンの設置などを追加整
備しました。（5）無料シャトルバスの運行や24時間空調、
洗浄トイレの設置など患者アメニティの向上にも努めて
まいりました。
　これらの私が理想とする医療に近づくことが出来たの
は、職員、職員OB/OG、地域医師会や医療機関、関連
諸大学の方々、応援団とも言うべき存在の病院ボラン
ティアのおかげです。そして何よりも、時には励ましを、
また時にはお叱りをいただきながら、当院を支持してく
ださった患者さんのおかげです。心から御礼を申し上げ
ます。
　在任中に国立呉病院創立50周年という節目の年を迎
え、創立50周年記念誌ならびに呉海軍病院史を発刊する
とともに、創立50周年式典を盛大に開催することが出来
たのは望外の喜びでもありました。そのほか、がん予防
展やメディカルフェスタなどのイベント、各種学会の開
催等でも、職員は本当に一生懸命働いてくれました。こ
の団結力は、呉医療センターの大きな財産であり、今後
の更なる発展の原動力となるに違いありません。みなさ
まのご多幸をお祈り申し上げます。

　独立行政法人国立病院機構呉医療センター・中国がん
センターを利用させていただき、いつも大変お世話に
なっています。私の父を含めると50年以上もお世話に
なっていることになります。私も昭和60年から平成3年
まで7年間、臨床研究部で研究をさせていただきました。
このたび、開放病床を利用させていただいた者として、
開放病床を利用した感想を述べさせていただきます。
　私は、平成17年3月に呉市広大広に有床診療所（19床）
を開業いたしました。精神科、心療内科の患者様の治療
に当たっていますが、高齢者が多いこともあり、開放病
床設置以前でも身体合併症の悪化のたびに紹介させてい
ただきました。平成19年4月に開放病床登録医として登
録いたしました。
　その後、約2年間にのべ30名の患者様を紹介させてい
ただきました。そのうち14名が救急車での入院で、現在
までに6名の方が亡くなられています。今まで紹介となっ
た方々は悪性腫瘍であったり、重症肺炎であったり呉医
療センターの急性期、高度医療の必要な場合がほとんど
でした。呉市内で唯一の総合病院精神科を有することも
あり、他の総合病院では対応できない患者様を紹介して
まいりました。
　開放病床が設置されて以来、週にほぼ1回のペースで
診察をさせていただいています。毎週のように地域医療
連携室に伺っていますが、いつも丁寧に対応していただ
きスムーズに診察を行うことができています。病棟でも
担当医、看護師の方に病状を詳しく説明していただいて
います。担当医が作成される退院時のサマリーも丁寧で、
専門外の者でもよく理解できるように書かれており、大
変勉強になっています。当院の診療時間が終わって時間
外に開放病床での診察を行う場合でも、地域医療連携室
にあらかじめ連絡をしていれば、診察ができるのは非常
に助かっています。利用しやすい開放病床だと思われま
すので、これからもよろしくお願い申し上げます。

院長　佐 治 文 隆

地域に信頼される高度医療の
提供をめざして
〜院長退任の
� ごあいさつ〜

開放病床を利用して

早川クリニック　早 川 　 浩 　平成21年１月24日にシティープラザスギヤにおいて、
第2回呉がんチーム医療研究会（当番幹事病院：呉医療
センター・中国がんセンター）が行われました。日本に
おける、ホスピス・緩和ケア分野の先駆者である、金城
学院　学院長・大学長柏木哲夫先生に「いのちに寄り添
う―緩和ケアの実際―」という特別講演をしていただき
ました。呉がんチーム医療研究会は、呉地区の行政・医
療・介護関係者が一丸となって、がんに取り組むことを
目的に発足した研究会です。柏木先生は以前、当院精神
科に1年間在籍されておりました。当時は、大村名誉院
長とご一緒に勤務されました。
　ホスピスでの豊富なご経験を元に、興味深い講演をし
ていただきました。その中で感銘を受けた二つの内容に
ついて紹介します。
　形のある・有限の「生命」と、形のない・無限の「いのち」
について、次のことばを引用されました。「私の生命

4 4

は
まもなく終焉を迎えます。しかし私のいのち

4 4 4

は、すなわ
ち私の存在の意味、私の価値観は永遠に生き続けます。
ですから私は死が怖くありません。」私も講義を受けた、
故中川米蔵先生（大阪大学医学部助教授・医学概論）が
亡くなられる少し前に語られたことばです。我々医療者
は、生命

4 4

に対するだけでなく、いのち
4 4 4

に向き合っていか
なければならないということを教えていただきました。

　「気配り」について、気づき、驚き、行動をおこすこと、
という3点が大切であることを、エピソードを交えて教
えていただきました。
　障害を持たれたお子さんを数十年間介護し、そのお子
さんが亡くなられた後、悲嘆のあまり外出することもで
きなかった老夫婦が、初めて旅行に出かけた時の飛行機
の中での話です。「左側に富士山が見えます」というア
ナウンスがあり、バッグの中から遺影を窓側に出されま
した。ちょうど飲み物のサービスを行っていたキャビン
アテンダントが、遺影に気づきました。ご夫婦に二つの
飲み物を出した後、もう一つ飲み物を取り出し、「窓側
の方にもどうぞ」と言って、そっと差し出しました。「あ
りがとう」と言って、ご夫婦は飲み物を受け取られまし
た。これこそ、行動をおこした点で、「気配り」の何た
るかを教えられるエピソードです。我々も、常に行動を
起こすところまで「気配り」ができるように心がけてい
かなければならないと教えていただきました。
　川柳がご趣味のようで、非常にユーモアの盛り込まれ
たお話で、213名の聴衆もひきこまれて、あっという間
に講演が終了の時間を迎えてしまいました。
　講演翌日、ご多忙の中、当院の緩和ケア病棟にも来て
いただき、「日本のホスピス・緩和ケア病棟の中でも、5
本の指に入る立派な施設です。」と、身に余る評価をし
ていただきました。

がんチーム医療研究会

緩和ケア科医長　砂 田 祥 司

金城学院　学院長・大学長
柏木　哲夫先生略歴 

1965年大阪大学医学部卒業、同大学精神神経
科に３年間勤務（内1年間は呉医療センター精
神科勤務）した後、ワシントン大学に留学。
帰国後、淀川キリスト教病院でターミナルケ
アに従事。1984年日本で2番目のホスピスを同
病院に開設。現在は名誉ホスピス長。1993年
大阪大学人間科学部教授に就任。同大学を定
年退官後の2003年金城学院人間科学部教授に
就任。2004年4月より現職。
大阪大学名誉教授。日本ホスピス・緩和ケア 
研究財団理事長。

柏木先生

緩和ケア病棟ラウンジ
柏木先生、佐治院長、緩和ケア病棟スタッフ
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　平成21年2月23日から27日（4泊5日）の日程でタイ
王国の首都バンコクにあるタイ国立ラジャビチ病院

（Rajavithi Hospital）において開催された第20回ラジャ
ビチ病院医学会と姉妹病院提携記念式典に出席してきま
した。今回は佐治院長を筆頭に谷山臨床研究部長、竹林
精神科科長、藤田医師、神田副看護部長、森吉副看護師
長、久岡の総勢7名での参加となりました。
　初日は広島空港から直航便で約6時間のフライトの後、
新バンコク国際空港（バンコク中心部から東へ約27㎞）
に到着しました。入国手続きが無事終了した後、空港ま
で迎えに来てくださっていたThiti先生と合流しました。
Thiti先生は昨年7月に当センターで開催された第一回呉
国際医療フォーラム（K-INT）に出席のため来日されて
おり、その際に少し会話をした私のことまでおぼえてい
てくださっていて大感激でした。
　今回私たちが訪れたタイは東南アジアにある王国で、
国土面積は日本の約1.4倍、公用語はタイ語、通貨はバー
ツ（THB）です。時差は日本のマイナス2時間で、体調
への影響もほとんどありませんでした。バンコクは東南
アジア屈指の世界都市で、寺院や歴史的建造物などの観
光資源が多数存在する他、物価も比較的安いことから、
東南アジア観光の中心地となっています。一般的には2
月上旬頃までは乾期で湿度も低く快適な気候とのことで
すが、私たちの滞在中は連日35度以上の暑い日が続いて、
日中は現地の人たちもぐったりしていました。
　2日目は朝から学会に参加するためにラジャビチ病院
へ向かいました。病院に到着するとまず病院の玄関・通
路などいたるところに日本とタイの国旗がきれいに飾ら

れているのに気付き、職員のみなさまが準備してくだ
さった歓迎のお気持ちに一同大感激しました（写真1、
2）。また会場の入口では大勢のかわいい子供たちが両国
国旗を振りながら出迎えてくれ、この上ないおもてなし
に、とても温かい気持ちになりました（写真3）。その
後、今回の一大イベントである姉妹病院提携記念式典が
大講堂にて盛大に執り行われました。タイ国厚生省事務
次官（Permanent secretary, ministry of public health, 
Thailand）であるDr. Prat Boonyawongvirot立会いのも
と、当センター佐治文隆院長とタイ国医療長官（Director 
general, Department of Medical Service, Thailand）で
あるDr. Rewat Wisutwetが署名し、両病院間の友好と交
流の促進を目的とした取り決めの締結がなされました。
調印式は多くの報道陣に囲まれ、両国の艶やかな国民衣
装を着た看護師による双方調印者のエスコートが行われ
るなど、華やかに、且つ、厳粛な雰囲気のもとに執り行
われました（写真4）。引き続き、第20回ラジャビチ病院
医学会「指導的国際医療センターを目指して」が開始さ
れ、その冒頭に谷山部長「Collaboration among Asian 

ラジャビチ病院（タイ王国）との姉妹病院提携記念式典への
参加と第20回ラジャビチ病院医学会での発表報告

臨床研究部　精神神経科学研究室　研究員　久 岡 一 恵

countries is essential to protect the patients from infec-
tious diseases: HPV 52 and 58 in Asia：アジア各国間に
おけるコラボレーションの重要性：HPV52、58の感染か
ら人類を守るためには」、竹林科長「Biological aspects 
of pathophysiology and treatment in mood disorders：
生物学的観点からの気分障害の病態と治療」、久岡「Novel 
mechanism of antidepressant in glia：グリアにおける
抗うつ薬の新しいメカニズム」の3人が招待講演を行い
ました。興味深いことに、ラジャビチ病院の学会では聴
講者を増やすために、学会場の入口に聴講者がネームプ
レートを入れる箱を設置し、講演終了後に聴講者の中か
ら抽選でプレゼントが当たるという工夫をしているとの
ことです。もちろん私たちの発表後にも抽選が行われた
のですが、プレゼンターとして登場された佐治院長が数
多くの聴講者の中から偶然にも神田副看護部長を引き当
てるというハプニングもあり、会場は一段と盛り上がり
ました。学会は講演以外にも、フロアにはポスターが多
数掲示されており、また企業による展示ブースも設けら
れて、非常に活気があふれていました（写真5）。
　その後は病院内の視察を行いました（写真6、7）。こ
のたびめでたく当センターと姉妹提携が結ばれたラジャ
ビチ病院は1951年に創設され、現在は11の部門がある総
合病院です。外来患者は1日あたり約3000人（年間60万
人以上）、入院患者は年間約6万人で約1200の病床を有
しています。職員は医師約400人（そのうち200人はレ
ジデント）、看護師約600人、薬剤師34人、放射線技師11
人、理学療法士13人などで構成されているとのことで
す。Rangsit大学医学部やコメディカルを養成する機関
を併設していることから、教育面でも大きな役割を果た
しているとのことでした（ラジャビチ病院ホームページ
http://www.rajavithi.go.th/inter/Default.htm参照）。
　夜には、ラジャビチ病院の幹部の先生やタイ王国医療
界の重鎮の先生も集まられたお食事会にお招きいただき

ました。私は竹林科長、藤田医師と一緒にラジャビチ病
院の精神科の先生方や事務の幹部の方たちと同じテーブ
ルでした。そこでは、タイにおいても日本と同様に「自殺」
が大きな問題になっていることが話題となり、熱心な討
論が繰りひろげられ、今後の共同研究につながる話が進
められました。他にも、タイにおける医療の現状として
産科医不足や医師の都市への偏在、美容皮膚科が人気で
ある等、いろいろお話を伺うことができました。私の方
からはタイの薬剤師の現状について質問したところ、ラ
ジャビチ病院では現在は入院患者の調剤で手一杯である
が、将来的には薬剤師も研究など活躍の場を広げる必要
性があるため、今後さらに人数を増やしていく必要があ
ると事務の方から伺いました。実際にタイの薬剤師教育
は以前から5年制とのことで、日本は最近4年制から6年
制になったばかりと伝えるととても驚かれていました。
その後も会話は弾み、タイではカラオケが大人気で、日
本の歌（昴、北の酒場など）もよくご存じとのことから、
藤田医師がリクエストに応じて「スタンドバイミー」を
アカペラで熱唱して一気にその場の雰囲気を盛り上げま
した。引き続き、私たちのテーブルではタイの先生方も
歌ってくださったので、日本側は「スキヤキ」を３人で
合唱し、すっかりお互い打ち解けて両国間の距離が近く
なり、楽しい夕食会となりました。
　3日目は竹林科長、藤田医師と私は他の人達とは別
行動となり、サミティヴェート・シーナカリン病院

写真１ 写真２

写真３

写真４ 写真５

写真６

写真７
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（Samitivej Srinakarin Hospital）を訪問しました（写真
8）。今回の訪問は精神疾患の治療法のひとつである電
気刺激療法（ECT）に関する研究で世界的に有名なDr. 
Worrawat Chanpattanaがバンコクにおられるので、竹
林科長がメールで交渉してアポイントが取れたため実現
しました。Chanpattana先生は初対面にも関わらず、私
たちを温かく迎えてくださいました。その後、約2時間
にわたりChanpattana先生のこれまでの研究論文や、当
センターの精神科で行われているECTの研究内容をもと
に活発な議論が繰りひろげられました（写真9）。当セン
ターの精神科はECTの年間施行回数が西日本でトップレ
ベルであることから、Chanpattana先生と竹林科長との
共同研究の話も持ち上がり、非常に充実した対談になり
ました。また藤田医師も現在ECTに関する論文をまとめ
ている最中だったので、参考になるアドバイスが得られ
て有意義だったと大満足でした。
　対談終了後には病院内を案内していただきました。17
階建の近代的な病棟にはエステやスポーツジムも併設さ
れ、美しい庭園もあり非常に充実した施設でした。また
内装は病院らしくない鮮やかな配色で、小児病院内はカ
ラフルな絵が描かれ、心温まる空間でした。驚いたこと
に、日本語が話せるスタッフも駐在しており、日本人の
患者さんも多い時で1日2，3人程度訪れるとのことでし
た。昨日訪問した国立のラジャビチ病院と私立のサミ
ティヴェート・シーナカリン病院の格差に、同じタイ王
国内とは思えず、ただただ愕然としました。
　4日目は最終日ということで、午前中は王宮とワット・
ボーを見学しました（写真10）。ただ、35度を超える暑
さと連日の疲れで早々にホテルに帰り、夜にはバンコク
国際空港から全員無事に帰国しました。

　最後に、今後ラジャビチ病院と当センターの交流はま
すます盛んになり、これからタイに行く職員も増えると
同時にタイの方を当センターにお迎えする機会も増える
と思います。そこで私が現地で教えてもらったタイ語を
伝達したいと思います。一般的な挨拶（おはようござい
ます、こんにちは、こんばんは）はサワディカ（男性の
場合はサワディカップ
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）です。お礼（ありがとう）はコー
プンカ（男性の場合はコープンカップ

4 4

）です。ぜひ笑顔
で挨拶してみてください。きっとタイが身近に感じられ
るはずです。

写真１：ラジャビチ病院玄関の様子

写真２：タイと日本の国旗

写真３：左から谷山部長、竹林科長

写真４：姉妹病院提携記念式典終了後の記念撮影

写真５：左から谷山部長、佐治院長、藤田医師

写真６：救急外来の様子

写真７： ラジャビチ病院玄関にて　左から神田副看護

部長、谷山部長、森吉副看護師長、佐治院長、

久岡、竹林科長、藤田医師

写真８：サミティヴェート・シーナカリン病院

写真９：左からChanpattana先生、竹林科長

写真10：王宮にて

写真８

写真９

写真10

　平成21年3月4日㈬に第9回医療安全取り組み成果発表
会が過去最多数の参加者188名で盛大に行われました。
投票結果は以下のとおりです。
口演発表の部

 最優秀賞 6A病棟

 「 化学療法後の内服管理方法の考案」

 優秀賞 臨床検査科　「転ばぬ先の血液培養」

 特別賞  リスクマネージャー注射ワーキンググ

ループ　「流量エラー“0”を目指して！」

 敢闘賞 ４B病棟

 「予想外でしたうちの子が落ちるなんて」

   リハビリテーション科

 「えっ、こんなに動いているの！」

  ７A病棟

 「口頭指示に秘めたインシデントの存在」

ポスター発表の部

 最優秀賞 ５B病棟　「みんなで守る　患者の安全」

 優秀賞  地域医療連携室

   「 退院支援スクリーニングシート

 導入の対策と課題」

   緩和ケア病棟

   「 その人らしさを支える

 安全対策について」

　本会は、副院長の発案で2005年より年2回、リスクマ
ネージメント部会が中心となり開催されてまいりまし
た。今回は23部署から計25演題の応募がありました。
　ポスター展示は、第7回発表会より白地を基調とした
読みやすい形式に統一されました。内容も結果も数字で
具体的に示す方法が増え、さらに美しい仕上がりで、人
に見てもらえる工夫がなされており、非常に洗練され理
解しやすい演題が多数見られました。今回は特に、演題
だけで引きつけられるものが多く、この内容を聞いてみ

たい、という気持ちにさせられました。また、前回の発
表後の講評として、データの背景の整理、統計学的手法
を用いてデータの処理を行うなど、科学的な発表および
論文にするように、指導がありました。今回は、目的が
明確で、計画・方法・研究デザインともに優れていると
の講評もあり、会を重ねるごとに向上していることを実
感しました。
　発表会では、他部署交え活発な意見交換もされ、皆の
意識の高さを感じました。他の部署の人から「ぜひ一緒
に取り組ませて欲しい」、「もっと詳しく具体的な取り組
みを教えてほしい」などの意見の出る演題もありました。
他部門が一緒になって取り組むことの大切さを実感しま
した。他職種間での横のつながりの強化、共同運用とい
う本会の本来の趣旨に沿った取り組みが実感できたこと
は、主催者側の一員として本当に喜ばしい限りでありま
した。
　今回から投票形式にも一工夫させていただきました。
従来は、口演発表賞は3賞しかなかったために、口演発
表を行っても入賞できないこともありました。発表者の
モチベーションを持続させるため、口演賞はすべて入賞
できるように賞を増やしました。ポスター発表賞を口演
発表者以外の全演題から投票できるようにして、入賞演
題数を増やしました。入賞するチャンスが広がることで、
モチベーションも高まり参加部署、参加数ともに増加し、
今後の発表会へつながることを期待しております。
　今後もこの発表会を通して、職員一人一人が全国に通
用する医療安全への取り組みに強い意識を持つことに
よって、病院全体の姿勢や意欲を向上させ、最終的には
患者さんへ、より安全な医療を提供したいと強く考えて
います。我々リスクマネージメント部会スタッフ一丸と
なって本会を推進していきますので、病院職員皆様のご
協力を何卒よろしくお願い申し上げます。

医療安全成果発表

第9回医療安全取り組み
成果発表会を開催して

リスクマネージメント部会

6A病棟　副看護師長　平 谷 文 乃
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日本人の貧血は増えている

　日本人の食生活の欧米化に伴い、メタボリックシンド
ロームをはじめとする生活習慣病が増えてきていること
がいわれています。一方貧血というと栄養不良と関係が
ありそうで、栄養がよくなった最近では貧血の人は減っ
たのではないかと考えられがちですが、実はそうでは
ありません。むしろ貧血の人は増加傾向にあり、これは
食事による鉄摂取量の低下が原因であるといわれていま
す。実に30歳代から40歳代女性の4人に1人が貧血で、3
人に1人は鉄欠乏状態にあるといわれているのです。そ
こで今回は、貧血と鉄のおはなしをしてみたいと思いま
す。
　
鉄欠乏性貧血について

　貧血の原因で最も多いのは、鉄欠乏性貧血です。多く
の場合出血による鉄喪失のためにおこりますが、若年女
性の場合は生理出血のためにどうしてもこの貧血が多く
なります。そして最近の食事による鉄摂取量の低下が、
この貧血の増加に拍車をかけているようです。一方男性
や閉経後の女性では、出血する原因として消化管出血や
婦人科疾患の有無を調べる必要がありますので、胃カメ
ラ・大腸カメラ・婦人科受診などを行っていきます。
　治療は鉄剤内服がメインになります。よく「食事の改
善で何とかなりませんか？」との質問を受けますが、貧
血になった時点ではかなりの鉄欠乏状態ですので、少々
の食事の改善ではなんともなりません。内服治療で改善
したのちの再発予防には、食事の工夫を行なっていくこ
とになります。

日本人の鉄摂取量について

　先程から鉄摂取量の低下の話がでてきていますが、成
人男性の鉄所要量は10mg/日、成人女性では12mg/日と
いわれています。それに対する鉄摂取量ですが、平成11
年度までは国民一人一日あたり10mg以上あったものが、
平成13年度以降は8mg程度と著明に減少しており、特に
学童期から30歳代までの女性における鉄摂取量が著しく
少ないと報告されています。このままでは日本人の貧血
はますます増える一方です。欧米でも一時期貧血の増加
が問題となり、食品に鉄を添加して鉄欠乏を予防するよ

うになった歴史がありますが、日本も国をあげてとりく
む時期にきているのではないでしょうか？

鉄摂取量を増やすために

　とはいえ現状では鉄を添加した食品はないわけで、サ
プリメントの鉄を飲むか、食事の工夫を行なうしかあり
ません。ここでは、鉄摂取を増やす食事の工夫について
ご紹介いたします。以下をご覧ください（当院の栄養管
理室から提供していただきました）。鉄を多く含んだ食
品といえばひじきやレバーが有名ですが、そればかり食
べる必要はありません。含有量に差はあるものの、鉄は
ほとんどの食品に含まれているため、通常の食事を2000
カロリー摂取すれば10 ～ 12mgの鉄を摂ることができる
といわれています。極端な偏食や無理なダイエットをし
ないことは最も大切なことです。

貧血と鉄のおはなし
血液・腫瘍内科医長　　　

　新 美 寛 正

MENU 1
まずは、「ヘム鉄」からご賞味あれ。
食品に含まれる鉄分には、「ヘム鉄」と「非ヘム鉄」の2
種類があります。
魚や肉に含まれる鉄分がヘム鉄。野菜や穀類に含まれる
鉄分が非ヘム鉄。
ヘム鉄は非ヘム鉄に比べて、数倍も腸での吸収がよいの
です。

脱貧血には、ヘム鉄を十分にとってください。

MENU 2
いろいろなメニューをお楽しみください。
血液は鉄分だけでなく、タンパク質・ビタミンB6・ビタ
ミンB12・葉酸・ビタミンC・銅などから作られます。
これらを十分にとるには、いろいろなものを偏りなく食
べることが必要。
貧血解消には、やはり、バランスのよい食事が必要です。

MENU 3
「非ヘム鉄」も、召し上がれ。
野菜や穀類に含まれる「非ヘム鉄」は、吸収のよくない
鉄分。
ただし、動物性タンパク質といっしょにとると、吸収が
よくなります。
献立しだいで、捨てたものではありません。

MENU 4
ビタミンCもお忘れなく。
ビタミンCは、鉄を吸収しやすい形に変えてくれる貧血解
消の味方。
ヘム鉄も、非ヘム鉄も、ビタミンCとともに食卓へ！

MENU 5
すっぱいお味、辛い刺激はいかが？
酢や香辛料、梅干しなどを使った料理は、胃粘膜を刺激。
胃酸の分泌を高め、鉄分の吸収をよくしてくれます。
また、よくかんで食べることも、胃酸の分泌を促進します。

MENU 6
仕上げは、ほうじ茶・ウーロン茶
食前・食後の緑茶・コーヒー・紅茶は、貧血の敵。
これらに含まれるタンニンが、鉄の吸収を悪くします。
どうしても飲みたい時は、ほうじ茶やウーロン茶を。
鉄剤を飲む場合は、鉄の量も多く、吸収も高まっている
ので、お茶を控える必要はありません。

How to eat
鉄分たっぷり！“脱貧血”
メニューをご紹介します
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　リハビリテーション科では疾病、外傷により身体に障
害を持たれた患者様おひとりおひとりの病状に適した医
療・リハビリテーションサービス（理学療法・作業療法・
言語聴覚療法）を提供しております。当科のスタッフは
医師2名、理学療法士10名、作業療法士6名、言語聴覚士
2名、合計20名です。（平成21年3月1日現在）
　それではそれぞれの療法についてご説明いたします。
　理学療法－理学療法とは、身体に障害を持った方に対
し、身体と心の両面から機能回復・維持を図るリハビリ
テーション医療の一つです。治療内容は筋力・関節可動
域の改善、基本動作能力の獲得、歩行訓練などを行う運
動療法。温熱、光、電気等物理的刺激により痛みや循環
の改善を図る物理療法。日常生活を円滑に行うために必
要な動作の助言・指導・練習を行うＡＤＬ訓練。車椅子・
補装具の調整。介護指導です。
　作業療法－作業療法とは、身体または精神に障害のあ
る方、またはそれが予測される方に対してその主体的な
活動の獲得をはかるため、諸機能の回復・維持および開
発を促す作業活動を用いて行うリハビリテーション医療
の一つです。治療内容は木工や陶芸、手芸など作業活動
を用いての手足の訓練。スプリント（手の装具）の作成。
食事・更衣・排泄・入浴などの日常生活活動の練習。炊
事・洗濯・掃除など家事動作の練習。利き手交換。自助
具の作成。家屋改造の助言・指導。福祉用具の紹介など
です。
　言語聴覚療法－言語聴覚療法とは、音声機能・言語機
能または聴覚に障害を持つ人に対して、その機能の維持

向上を図るための言語訓練、その他、摂食・嚥下障害に
対しても関連する器官の機能改善を目的として訓練を行
います。治療内容は、コミュニケーションするための基
本練習。文字盤利用など代用手段の訓練。語、文章の理
解・産生など言語能力回復の練習。口腔ケア、アイス
マッサージなど間接的嚥下訓練。実際の食べ物を使用し
ての直接的嚥下訓練。飲み込み時誤嚥しないための姿勢
調整・環境設定などです。
　リハビリテーションの適応となるのは
１． 脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、脳腫瘍、脳炎、

多発神経炎など中枢神経疾患
２． 高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、重度の頚

髄損傷及び頭部外傷を含む多部位外傷
３． 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の骨折もし

くは手術後
４． 外科手術、肺炎等内科疾患の治療時の安静により生

じた廃用症候群
５． 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経、筋

又は靭帯損傷後
などです。
　平成19年度リハビリテーション科で理学療法を実施し
た患者数は入院患者33,015人、外来患者1,746人、1日平
均114人。作業療法を実施した患者数は入院患者14,933
人、外来患者2,764人、1日平均59人。言語聴覚療法を実
施した患者数は入院患者4,380人、外来患者127人、1日平
均20人です。
　リハビリテーション科ではスタッフがチームを組み急
性期から慢性期、新生児から高齢者の方まで多種多様な
患者様に最適なリハビリテーションサービス（理学療
法・作業療法・言語聴覚療法）を提供し、すべての患者
様のQOL（生活の質）向上をめざして、日々努力を重ね
ています。

リハビリテーション科職 場
紹 介

理学療法士長

林　　宏則

　呉医療センターには2つの図書室があります。1つは11
階にある患者様用図書室の癒しの文庫、もう1つは医局
にある職員専用の医学図書室です。癒しの文庫は病院ボ
ランティアの方々により管理されております。私達は事
務部管理課に所属し、2階の医局図書室と呼ばれている
ところで仕事をしております。
仕事は、大きく3つに分けられます。
１）図書関係

１． 書籍購入希望調査、受入登録、図書分類、バーコー
ド管理

２．雑誌（和・洋）購読希望調査、受入登録、配架
３．雑誌製本（欠号チェック、受入登録、バーコード管理）
４． 文献依頼（所蔵検索、依頼書作成、文献代支払い）：

所蔵館を確認後、Fax依頼
５． 文献受付（文献相互貸借）：他院から文献複写申し

込みがあれば必要部分をコピーして送付
６．寄贈雑誌整理
７．書籍貸し出し管理
　医師の学会発表の増加や研修医の呉クリニカルフォー
ラムでの発表や看護研究も盛んに行われるようになり、
近年文献依頼が増加傾向にあります。年間約2000件の文
献依頼の内訳は、医師67％、看護師28％、コメディカル
4％、院外1％です。中国四国九州の55病院図書室と文献
相互貸借ネットワークを組んでおり、3日以内には入手
できるような協力体制にあり、所蔵がない場合は広大霞
図書館を始め、所蔵大学図書館を検索後依頼し、殆どの
文献が迅速に入手可能となりました。医学図書館協会に
も加盟し、電子ジャーナルや医学雑誌関係情報収集やス
キルアップのために大変役に立っています。外部との良
い人間関係を築くことで、急な必要文献入手が可能にな
りました。国内所蔵のない文献は海外より取り寄せるこ
とも可能です。直接患者さんとは接することのない部署
ですが、少しは診療や研究のお役に立てているのかなと
感じられる時です。
　オンラインジャーナルのProQuestとメディカルオン
ラインを契約し、文献検索はPubMedと医学中央雑誌を
使って院内のどのパソコンからでもある程度の雑誌は読
める環境にあります。毎年洋雑誌の価格高騰と予算の削
減により、より多くのジャーナルをより安く利用できる

環境を整えるため、情報収集は欠かせないものです。
　現在、年間購読雑誌は洋雑誌が68タイトル、和雑誌62
タイトル、製本雑誌は洋雑誌177タイトル、和雑誌147タ
イトル、約8268冊、書籍は3164冊（洋書516冊、和書2508冊）
を所蔵しています。
２）研修医教育関係

１． 臨床研修部として研修医のレポート提出状況把握
２． 3ヶ月毎に開催される呉クリニカルフォーラムの抄

録のまとめ
３． 毎週木曜日の内科系カンファレンスの準備と医長講

義のまとめ
４． 学生見学の段取り、希望見学科の先生と日程調整
５． ＣＰＣ発表予定調整
６． 臨床研修委員会の資料作成、委員会書記
３）医局関係

１．病院年報作成
２． 業績まとめ
３．医長会・医局会関係
４． 医師会
　毎年発行される病院年報の編集をします。約300ペー
ジの原稿収集と校正・掲載写真の選択などです。病院年
報や病院評価に必要な業績のまとめも重要な業務１つで
す。学会発表、論文発表、教育講演、マスコミ関係（新
聞・テレビ・雑誌）のスクラップ等すべてをもれなくファ
イルし、登録しています。
　毎月の医長会と医局会の資料作成と準備、後片付け、
送別会の準備などもあります。
　呉市医師会、広島県医師会、日本医師会との連絡と入
退会手続きをしています。
　毎日の先生個人のメールボックスの郵便配布と、隔日
届くクリーニングから戻ってきた150人分の白衣の配布、
休憩室のお茶、コーヒーの補充や毎日の麦茶作りと給湯
室の掃除、タオル交換等、プリンタートナー、コピー用
紙の補充、医局OB会の事務局のお手伝い他、医師に関
わるさまざまな雑務を3人で日々こなしています。
　私達に心と時間のゆとりがある時は、愛のこもった
コーヒーサービスもしており、多忙極める職場の中で
ほっとできるスペースとして、静かに本や新聞を読みな
がらリラックスしていただける場でもありたいと願って
います。また、先生方が医師本来の仕事に専念していた
だけるよう、私達に何ができるか考えて行きたいと思っ
ております。

医局図書室職 場
紹 介

事務助手

新田　和子
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編集後記
　櫻も咲き始め当院にも多くの新人を迎え活気あふれる気節になりました。連携室もメンバーも変わりお部屋もリニューアルいたしま
した。今以上に院内外の連携強化し、地域の皆様によりよい医療が提供できるよう取り組んでいきたいとメンバー一同決意も新たにし
ています。呉医療センターの窓口として愛される連携室にしたいと思っています。皆様もお気軽にお声をかけて下さい。� M.M

ご意見箱 皆様のご意見やご要望をお聞かせいただき、業務の改善に活かし
病院の円滑な運営に役立たせていただきます。

【ご意見・ご質問】①
　　小児科は、救急で来院しても時間外だと診てもらえないのでしょうか。
　　子供に何かあったらと思うと心配です。

【お答え】
　呉地域では、夜間小児輪番制をとっています。これは、昨今に於ける医師不足により、小児科や産科の医師が減
少している事に起因します。小児科の医師の過労働を解消するために「かかりつけ医」の推進や「輪番制」をとっ
ています。
　小さなお子さんのいらっしゃるご家族さまには、急な発熱等でお困りになる事も多いと思います。輪番病院は電
話で確認できますのでご活用下さい。

  ○休日昼間は医師会病院、夜間は夜間小児診療所、市内下記三病院の輪番です。
　  （平成21年3月31日現在。平成21年4月1日以降は変更される場合があります。）




