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◦  生命と人権を尊重します。
◦  良質で安全な医療を提供します。
◦  地域医療機関と連携し、当院の分担すべき役割を果たします。
◦  良き医療人の育成をします。
◦  働きがいのある職場環境作りをします。
◦  国際医療協力を推進します。
◦  自立した健全な病院運営をします。
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　皆さん、こんにちは。私は、本年７月１日付で当セン

ター院長に就任いたしました。当センターは、明治22年

に設立された呉海軍病院を前身としており、第二次大戦

後の昭和31年10月に国立呉病院として再スタートしまし

た。全国の国立病院は、平成16年４月に独立行政法人国

立病院機構に属する病院群となり、当センターの正式名

称は、独立行政法人国立病院機構呉医療センターと変わ

りました。また、中国がんセンターという呼称も併せ持っ

ています。私は、戦後国立病院となってから10代目の院

長になります。

　私は病理専門医です。病理医というのは、多くの人に

とって聞きなれない名前かもしれませんが、人体から採

取された組織や細胞を顕微鏡で観察することによって、

“がん”などの病名を最終決定する医師です。本年７月

で、医師になって36年が過ぎています。最初３年間は外

科医を経験し、その後33年以上を病理医として、種々の

研究や病理診断などを行ってきました。病理医は、通常、

医師や看護師と専門的な話をすることが多く、“医師の

中の医師”とか、“最後の判定を下す医師”などと呼ばれ

ています。いろいろな治療の効果判定や臨床医が考えた

臨床診断の正しさを検証する役割を担っていることから、

“医療の監査役”とも呼ばれます。

　当センターは、前身の海軍病院時代から、地元の皆さ

んに親しまれてきたと聞いています。現在においても、

がんセンター、第３次救急救命センター、心臓センター、

人工関節センター、母子医療センター、緩和ケアセンター、

地域医療研修センター、医療技術センターなどの機能を

有する高度総合医療施設として、呉医療圏の中心的病院

となっています。そして、多くの患者さんが日々当セン

ターを訪れています。私は、院長として、当センターが

皆さんにとって今まで以上に親しみがあり、且つ、頼り

がいのある病院として機能していけるように当センター

を運営したいと考えています。

　私が考える医療の基本は、「正しい医療」、「理にかなっ

た医療」です。当センターは、“和気満堂（禅語：和やか

な雰囲気がめでたさを生み出す）”に通ずる“和やかな心”

を持って、相手の気持ちに配慮する“気配りの医療”を実

践することを病院の基本理念に掲げています。私の願い

は、家族のように相手を愛する気持ちを職員全員が持ち、

当センターにかかわるすべての人たち（患者さんと家族、

そして職員）が、より大きな幸せを得るようになること

です。相手を愛し、思いやる気持ちで、「正しい医療」、「理

にかなった医療」を分かりやすい平易な言葉で説明する

ことを医療者の新たな目標に掲げていきたいと思ってい

ます。よろしくお願いします。

　　院長　谷 山 清 己

院 長 就 任 挨 拶

小澤和博　作

　平成15年10月より10年９ヶ月にわたり、呉医療セン

ター・中国がんセンターで働くことができ、皆様に感謝

しています。

　私は副院長として大阪から急遽赴任し、佐治文隆前院

長と共に、国立病院から独立行政法人化した激動期を経

験いたしました。平成21年４月に佐治先生の後任として

院長を拝命した時最初に思ったのは、一番大切な病院の

「理念」を誰でもが覚えられる言葉で表現したいというも

のでした。「気配りの医療」に思い至ったのは東京出張で

の新幹線の中でした。ある雑誌に「気配りと気遣いとは

違う。どちらも相手のことを思うのは同じだが、気遣い

は疲れる。気配りは自分の喜びでもある。」という記事が

載っていました。まさにこれだと思いました。患者さん

のことを思うのはもちろんですが、病院で働く仲間のこ

とを思うことも大切です。そして、それが自分自身の喜

びに繋がれば尚一層素晴らしい。

　では、この理念を実現するにはどうするか。私の恩師

の一人である故曲直部寿夫先生の座右の銘は「和気満堂」

です。和やかな空気が場に満ちているという意味で、私

は大阪大学での研修医時代に教えていただき、ずっと大

切なことだと思っています。部下が素直に意見を述べる

ことができる雰囲気を上司は作ろう、そしてどの職種の

医療人であっても、お互いコミュニケーションを良くと

り、真の意味の「チーム医療」をしよう。それが「気配り

の医療」につながると思うのです。

　病院の正面玄関の所に「気配りの医療」という書が掲げ

てあります。理念の実現をめざして私の拙い字ですが思

いを込めて書きました。この５年間で少しずつ良くなっ

て来ているのを実感しますが、私自身を含めまだまだだ

なぁとの思いも強くあります。皆様からご指摘頂ければ

うれしいです。

　呉は気候も人も本当に良い所でした。次は京都府長岡

京市で、病院運営ではなく、医者をしようと思っていま

す。あっという間の10年９ヵ月間、皆様ありがとうござ

いました。お世話になりました。呉の方達のご健康とご

多幸をお祈りいたします。

� Alles Gute！

院 長 退 任 に あ た っ て

名誉院長　上 池 　 渉
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就 任 の ご 挨 拶

事務部長　植 木 直 富

　４月１日付けで事務部長として着任いたしました。こ

の伝統ある呉医療センターの一員となれましたことに身

の引き締まる思いでおります。どうぞよろしくお願いし

ます。

　出身は広島ですが、これまで呉医療センターにはご縁

がなく、今回が初めての呉医療センター勤務になります。

近年勤めさせていただいた南岡山医療センター、賀茂精

神医療センター、関門医療センターでは、中国四国管内

の多くの施設がそうであるように、いずれも建て替え整

備が行われており、移転新築、病棟建て替え等に関わら

せて頂きました。

　呉医療センターは、中国がんセンターをはじめ高度総

合医療施設、救命救急センター、地域がん診療連携拠点

病院、地域医療支援病院、地域周産期母子医療センター

等々多くの機能を有しており、地域の中核病院としての

役割を果たすことはもとより、国立病院機構中国四国管

内の中核施設として重要な役割を果たすことが求められ

ています。

　今、医療機関を取り巻く環境は大きく変わろうとして

います。

　医療はこれまでの「病院完結型」から「地域完結型」にな

り、「医療から介護へ、病院・施設から地域・在宅へ」の

流れを、医療と介護が一体となって行わなければならな

くなってきます。また、「緩やかなゲートキーパ機能」を

備えた「かかりつけ医」の定着も必須となってきます。

　このように大きく環境が変わっていく中、当院が地域

の中でどのような役割を果たさなければいけないのか。

そのためには、今後、当院はどうあるべきか、何をして

行かなければいけないのかなど、様々なことを考えなけ

ればいけない大切な時です。このように大切な時に、職

員一人ひとりが、組織の一員として全力でそれぞれの職

務が遂行できるよう、私も少しでもお役にたてるよう努

力してまいりますので、皆さまのご支援とご指導を頂き

ますようお願いいたします。

　耳鼻咽喉科・頭頸部外科では頸から上の脳、眼球、頸
椎以外のすべての領域の病気を扱います。この領域には
人が生活する上で重要な役割を果たす食事や会話さらに
は呼吸といった機能が集中しています。通常は食事や会
話は口（口腔）から呼吸は鼻（鼻腔）からというように通路
が分かれていますが、それらの通路は「のど」で合流する
ため、とりわけのどの機能は重要な役割を果たすことに
なります。通常「のど」という場合には漢字では「喉」と書
きますが、この場合の合流部位は咽（咽頭）といわれる部
位になります。咽頭は口蓋垂（のどちんこといわれてい
ますが）より上方の上咽頭と口から見える扁桃があるあ
たりの中咽頭、それより下方の下咽頭の３つに分かれま
す。これらの中で中咽頭といわれる部位には扁桃炎など
の炎症性疾患、中咽頭癌などの腫瘍性疾患、睡眠時無呼
吸症候群などの睡眠呼吸疾患、嚥下障害などの機能性疾
患など多くの疾患が生じます。一方で「喉」といわれる部
分は解剖では喉頭というところにあたりこの部位に声を
出す発声という機能があることはよく知られていますが
その他には食べ物など気管に入って欲しくないものを入
らないようにする「門」としての役割があります。そのた
め声を出す声帯のある部分を声門ともいいます。喉頭に
は声帯ポリープなどの炎症性疾患や喉頭癌などの腫瘍性
疾患が生じますが、年齢的な機能低下も重要になります。
年齢とともに喉頭の機能が低下するといわゆる「しゃが
れ声」といったかすれた声になるだけではなく、食べ物
や唾液さらにはのどの粘液などが気管に入りやすくなる
誤嚥という状態が起こりやすくなります。
　このような日常生活に重要な機能が集まっている「の
ど」の病気の中で「中国がんセンター」を掲げている当院
耳鼻咽喉科・頭頸部外科では主に癌の治療を中心に診療
を行っています。頭頸部領域の癌の治療は先に述べた重
要な機能をもつ「のど」の温存が重要な課題となります。
進行癌においては通常手術治療に加えて手術後に放射線
や抗癌剤による治療を行い治療成績の向上が得られます
が、手術に際してはできるだけ安全域をつけて大きく癌
を切除する必要があります。その際には先に述べた機能

を可能な限り補うような再建といわれる形成外科手術を
中心とした治療が必要となり頭頸部の進行癌の治療がで
きる施設は限られます。当院では広島県下で最も早期よ
り形成外科による再建手術が行われており、手術後の成
績も安定しています。
　また最近では進行癌に対する手術以外の新しい治療に
ついても積極的に取り組んでいます。当院にはIMRT（強
度変調放射線治療）が導入されており、従来の頭頸部領
域の癌における放射線治療の副作用である唾液腺や脊髄
ならびに眼球・視神経に対する合併症を軽減させること
が可能です。IMRTを使用することにより進行癌でもよ
り少ない副作用で照射が可能となるため、化学療法（抗
癌剤による治療）を組み合わせることにより根治が期待
できるような場合には進行癌でも積極的に治療を行って
います。抗がん剤の投与については従来行われてきた静
脈からの全身投与にくわえて、腫瘍を栄養する動脈から
の投与（動注化学療法）も行っています。また年齢や他の
病気により十分な化学療法が組み合わせることができな
い場合には、IMRT単独での治療となり本来期待できる
効果が得られませんでしたが、近年頭頸部領域に認可さ
れたセツキシマブという分子標的薬を積極的に利用し、
それらを放射線治療と組み合わせることにより根治治療
を目指すことも可能となっています。当科ではこれら分
子標的薬も症例に応じて積極的に使用し患者さんの状態
にあった最善の治療の選択ができるように配慮していま
す。

「のど」の病気について

耳鼻咽喉科・頭頸部外科科長　立 川 隆 治

診 療 科

紹 介

小澤和博　作
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当院の乳がん診療について
　最近の乳がん治療は、手術療法だけではなく、薬物療
法（化学療法・内分泌療法・分子標的治療）、放射線療法
を組み合わせた集学的治療が行われます。そのためには
正確な病理診断・画像診断、専門的な薬物療法などが必
要です。さらに治療期間や術後の通院期間は長期に渡り
ますので、治療に伴う副作用のサポート、心理的なサポー
ト、社会生活の問題のサポートなども重要です。
　したがって患者さんにとって満足度の高い医療を受け
ていただくためには、専門性を持った医師、歯科医師、
看護師、薬剤師、理学療法士、検査技師、放射線技師、
医療ソーシャルワーカーなどがお互いに連携を取り、ひ
とつのチームとして患者さんやそのご家族をサポートす
ることが重要と考えられます（図１）。

　当院では乳腺診療に関わるこれら全ての職種のスタッ
フが専門性を活かし、患者さんやご家族にとって安全で
有益な医療を実践することを心がけています。
乳腺カンファレンス
　当院では外来化学療法部の腫瘍内科医、看護師、薬剤
師が参加する化学療法カンファレンス、病理医、病理検
査技師が参加する病理カンファレンスを毎週行ってお
り、個々の患者さんにとって最適な治療をこれらのカン
ファレンスで検討し、患者さんに提案しています。
病理外来について
　当院では、乳がんの病理診断をよりよく患者さんやご
家族にご理解いただくために、乳腺専門の病理医が乳が
んの手術後に専門的な病理診断の情報をわかりやすい説
明でご提供する病理外来を開設しております。現在は手

術を受けられたほとんどの患者さんが病理外来を受診さ
れており、ご自身の病状を理解される上で役立っている
との感想を頂いています。
乳がんカウンセリングについて
　乳がん患者さんの多くは家庭や仕事などで中心的な役
割を担っておられ、治療に伴う副作用や将来に対する不
安や悩みをお持ちです。当院ではがん患者さんのカウン
セリング担当の看護師がそのような患者さんやご家族の
相談を受け、精神的なサポートを行うカウンセリング外
来を予約制で行っています。
呉地区の乳がんの問題点
　乳がん患者さんの予後
は診断された時の進行度
（臨床病期）によって変
わってきます。臨床病期
が０，１期の早期がんは
もともと予後が良好です
が、臨床病期２期の患者
さんも最近の薬物療法の進歩により予後が比較的良好に
なってきました。しかし、臨床病期３期（進行癌）、４期（遠
隔転移あり）の患者さんはいまだに予後が不良です（図
２）。したがって重要なことは、より早い段階で乳がん
を見つけることであり、そのためには定期的に乳がん検
診を受けていただく必要があります。広島県全体での乳
がん受診率は24％と全国平均並みですが、それでも受診
率が80％以上の欧米と比較するとよい成績とは言えませ
ん。中でも呉地域の受診率は11％であり、広島県内で最
下位となっています（図３）。現実的に当院を受診される
乳がん患者さんの中で臨床病期Ⅲ、Ⅳの占める割合は他
の地域と比べて高く、予後も良好とは言えません。呉地
域の乳がん検診の受
診率を上げるための
啓発や情報提供が必
要と考えられます。

図１　乳がん診療におけるチーム医療

図２　乳がんの10年生存率

当院の乳がん診療におけるチーム医療と
呉地域の乳がんの問題点

乳腺外科科長　尾 崎 慎 治

診 療 科

紹 介

図３　広島県内の乳がん検診受診率

　初めまして。４月より当院心臓血管外科医長として赴
任して参りました、流郷（りゅうごう）昌裕と申します。
前任地の愛媛大学医学部附属病院では、以前に当院心臓
血管外科医長として活躍された泉谷裕則教授の指導のも
と、研鑽を積んで参りました。よろしくお願いします。
　心臓血管外科は循環器科との協力により｢呉心臓セン
ター ｣を開設しており、お蔭様で地域の多くの循環器疾
患の患者さんを手がける機会に恵まれています。当科は
年間手術約150例、うち心臓、大血管手術は約80例と呉
地区で最も多い心臓手術を取り扱っています。その中で
常に心がけていることは、｢体にやさしい手術｣です。呉
地区は高齢者が多いため、当科では、心臓手術が負担と
なり術後QOLを損なわない術式を個々の患者さんに合
わせて行うことを、前々任の泉谷医師や、前任の仲村輝
也医師から一貫した基本方針としています。中でも力を
入れているのは1大動脈瘤に対する血管内治療（ステン
トグラフト治療）　2低侵襲手術（MICS）　3心房細動
治療　の３つです。
　ステントグラフト治療では、腹部大動脈瘤、胸部大動
脈瘤の治療を行っており、特に胸部大動脈瘤に対する治
療を積極的に行っています。高齢者をはじめとしたハイ
リスク患者では開胸手術が負担となり術後合併症も多い
ため、本術式に対する需要は今後も増してくると考えま
す。症例によっては難しいケースもありますが、その場
合は他施設の支援していただき、これまで良好な成績を
収めています（図１）。

　高齢者に増加している僧帽弁閉鎖不全症に対しては
弁形成術が弁置換術よりも生理的かつ合併症が少ない
と考えられ、第一選択としています。また当科では以前
より弁膜症に対して胸骨部分切開のみで行う低侵襲手術
（MICS）を行っていますが、最近ではさらに右小開胸ア
プローチによるMICSを行っています。この術式は胸骨
を全く切らないため感染のリスクがきわめて低く、出血
量が少ないなどの利点があります。また女性では乳房に
創部が隠れるため美容上極めて優れています（図２）。
 �

　弁膜症に合併した心房細動は脳梗塞の大きなリスクで
すが、これに対してはラジオ波による外科的アブレー
ション（メイズ手術）を積極的に施行しており、心房細
動治癒率も90%以上と良好な成績です。
　心臓手術を受けられる患者様は非常に大きな決心をし
て来られ、術後も不安が大きいものです。私たちは、命
を預けていただいた患者様に敬意を評するとともに、そ
の不安を支える心のケアも大切にしています。
　当科の診療には循環器科や病棟スタッフ、コメディカ
ルの協力が非常に大きく、温かく支えていただき日々の
診療が可能となっています。呉地区の心疾患の患者様を
一人でも多く救うため日夜奮闘しています。これからも
呉心臓センター、心臓血管外科へご指導をよろしくお願
いします。

図１

図２

体にやさしい心臓血管外科手術

心臓血管外科医長　流 郷 昌 裕

診 療 科

紹 介
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　一般にまぶたが下がって見えにくくなると眼瞼下垂症

と言われます。しかし、医学的にはまぶたが下がって見

えにくくなる疾患として眼瞼下垂症と上眼瞼皮膚弛緩症

があり、ここでは両者の病態・治療の違いについて少し

お話します。

　眼瞼下垂症はコンタクトレンズを20年以上つけてい

る、年をとってまぶたが垂れてきて上が見づらい、生ま

れつき目が大きく開かないなどさまざまな原因で起こり

ますが、まぶたを持ち上げる機能が低下している状態の

ことです。

　一方、上眼瞼皮膚弛緩症はまぶたを持ち上げる機能は

正常ですが、上眼瞼の皮膚が加齢により垂れてしまった

ために、見えにくくなっている状態のことです。

　眼瞼下垂症、上眼瞼皮膚弛緩症ともにまぶたを持ち上

げて見やすくするための治療として手術療法が有効で

す。

　眼瞼下垂症の手術はまぶたを持ち上げる機能を回復さ

せることが大切です。まぶたの瞼板という軟骨に付着し

ている眼瞼挙筋腱膜というベルトのようなものが伸び縮

みすることでまぶたが上がりますが、眼瞼下垂症ではこ

の機能が低下しています。そこで、この眼瞼挙筋腱膜の

長さを調節して位置をつけかえることで、まぶたが上が

りやすくしてあげます。

　一方、上眼瞼皮膚弛緩症は加齢により皮膚が垂れて

余っているために見えにくくなっているので、余った皮

膚を切除してあげるだけで、見えやすくなります。

　眼瞼下垂症手術は術後の上眼瞼の腫脹が強くなり、一

時的に視界が悪くなるため３日間程度の入院が必要とな

りますが、上眼瞼皮膚弛緩症の手術は日帰りでの手術も

可能です。

　当院では眼瞼下垂、上眼瞼皮膚弛緩症あわせて年間20

例以上の手術を行っております。また、眼瞼下垂症、上

眼瞼皮膚弛緩症はともに病気であるため、保険診療の適

応となります。適切な治療を行うことで、まぶたが上が

り視野が広くなります。手術された患者様のなかには肩

凝りや頭痛がなくなったと言われる方もいらっしゃいま

す。まぶたが上がりにくいと感じた場合は、呉医療セン

ター形成外科にお気軽にご相談してください。

眼瞼下垂症、上眼瞼皮膚弛緩症
について

形成外科医長　植 村 享 裕

診 療 科

紹 介

眼瞼皮膚弛緩症術前

眼瞼皮膚弛緩症術後

　皆様、呉医療技術研修センターをご存知でしょうか？
　当センターは、当院ならびに呉地区のシミュレーショ
ン教育にとって貴重な施設と考えています。平成22年の
春に開設され、丸４年が経過し５年目を迎えております。
　場所は附属看護学校の横にある３階建ての建物の１F
が当センターになります。
　管理棟の４Fの施設も地域医療研修センターという同
じような名前なので、院内院外を問わずこちらに迷って
来られる方も時々おられます。
　紛らわしいですよね！
　医療従事者が臨床にデビューする前には人形や模型に
よる様々なトレーニングが必要です。そのため、当施設
では、大（高額）小（少額）いろいろなシミュレーターを保
有しております。
　高額なシミュレーターは２つあります。
内視鏡手術トレーニングシミュレータ�
LapVR（右）とSimMan�3G（左）
　そのほかには、手技の練習をする導尿
モデル・吸引モデル・採血モデル・挿管
モデルなどいろいろなモデルがあります。

　これらの手技モデルは、持ち運び可能なので貸出もし
ておりますのでご要望があれば、ご連絡ください。
　また、最近の技術の進歩はすすんでおりまして左中段
のSimMan3Gもすごい機能があるのですが、それが今で
はipadならぬSimPad（右下赤枠）に進化してます。
　 �

　バイタルサインや心電図波形を指先一つでシミュレー
ターで表すことができます。ほんとに脈拍が触れ・血圧
が測れ・呼吸数（胸の上がり）が確認できます。
　昨年より看護学生のフィジカルの授業で使用していた
だいています。
　皆さんも是非触りに来て体験してみてください。
　そのほか、実習にこられている薬学部の学生や臨床工
学技士の学生に対して心肺蘇生法・ファーストエイド・
フィジカルアセスメントなどの実習もしております。
　医療人として身につけるべき蘇生法を実習にこられて

いる期間内に体験させてあげるのはいかがでしょうか？
　学生を受け入れている担当部署の皆様。ニーズにあわ
せて行いますので、いつでもご依頼ください。お待ちし
ております。
　また、院内の定期研修はもちろんのこと、学会などが
主催するガイドラインに基づく標準コースをそれぞれ年
１回開催しております。
①ICLS（アイシーエルエス：
　日本救急医学会認定）
　「目の前で急変し心停止にな
られた方の始めの10分に何をす
るか？」といったコースです。
②�JPTECプロバイダーコース
　（ジェーピーテック：
　病院前外傷救護）
　交通事故など外傷の患者さん
を現場では、どのように観察処
置をしているか？といったコー
スです。
③JMECC（ジェイメック：
　内科救急ICLS講習会）
　内科疾患の患者さんの急変対
応のコースです。
　こちらは医師対象です。
　昨年度は、学会主催とは別に
当センター主催第１回目のハン
ズオンセミナー鎖骨下穿刺と
CVC挿入も開催。
　呉圏域の研修医の方々が50名
も集まり大変盛況なセミナーと
なりました。
　今後の計画としては、地域の方々へ
肺蘇生法気軽に学んでいただける講習
会（ファミリー&フレンズ）を定期的に
開催する予定です。
　院外からの自由な利用を歓迎してい
ます。場所が少し離れておりますが、
気軽に来ていただけるセンターにした
いと思っております。

センターホームページ
http://gw1.kure-nh.go.jp/medicalcenter.html
呉医療センターのHPからアクセスできます。
フェイスブックもはじめました。
今後とも宜しくお願いいたします。

お問い合わせ・連絡先：呉技術研修センター　高浜賢一
e-mail�takahama@sc.kure-nh.go.jp�PHS�7099

診 療 部 門
紹 介

呉医療技術研修センターのご紹介

呉医療技術研修センター長　山 下 芳 典
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　臨床検査科・検体検査では患者さんから採取される血

液、尿や便を調べています。さらに検体検査は生化学、

免疫、血液、細菌、輸血検査に分かれます。各技師が責

任をもち、検体を処理し測定、データを確認し精度の高

い結果を報告しています。

　生化学検査では検体に含まれる化学物質を測定してい

ます。2014年５月より『尿中アルブミン定量』を外注検査

から院内検査に取り込みました。これは患者さんの来院

当日に結果報告することでその結果で透析予防診療を行

うためです。

　今回この項目についてと検査を行っている様子をご紹

介します。

　測定は検査科フロア

の中央の大きな機械を

つかいます。これは生

化学・免疫検査を行う

メインの機械で、正し

いデータが報告できる

ように日々管理されて

います。

　尿中アルブミンの結果は他の生化学検査とほぼ同じ時

間で報告が可能です。

　次にこの項目についてご説明します。

＊糖尿病性腎症の早期発見は、

　『尿中アルブミン』がポイント！

　アルブミンは他のタンパク質より小さいため、腎臓の

ろ過機能が低下すると先に尿中に出てきます。糖尿病性

腎症は慢性の高血糖状態が持続することにより引き起こ

されます。尿中アルブミンのみが認められる早期腎症期

が的確に診断され、適切な治療が施されることで腎症進

行を阻止できます。

�

　臨床検査科では患者さんの診療にお役にたてるように

スタッフ一同、迅速かつ正確な検査結果の報告を心がけ

ております。

　栄養管理室は管理栄養士７名、非常勤管理栄養士１名、
調理師８名、事務助手２名、調理助手９名の計27名のス
タッフで、入院・外来患者さんの栄養管理・給食管理に
取り組んでいます。
　今回は、化学療法などによる食欲不振の患者さん向け
に提供している、特Ｃ食の新たな取り組みについてご紹
介いたします。
　特C食とは、主食はいなり寿司やオムライス、茶そば
などの変わりご飯や麺類を中心とし、味をしっかり付け
た料理やさっぱりしたおかず、果物などを組み合わせた
食事です。食事の全体量は一般食と比べると少なく、食
欲の低下した患者さんの負担とならないように、配慮を
しています。食事の摂取量が減少し、栄養状態が低下し
てしまうと、その先の治療をすすめることができなくな
ることがあります。そのような患者さんに少しでも食べ
ていただけるよう、日々献立の検討を行っています。実
際に、「特C食に変えて食べられるようになりました」と
いう患者さんの声もいただいております。そこで、新た
な取り組みとして昨年12月から「スペシャル特C食」を開
始いたしました。

　スペシャル特C食とは、調理師考案のメニューを取り
入れた特C食のことで、毎週月曜日に提供をしています。
鯛のすまし汁を使った鯛茶漬け、フルーツトマトをカッ
プに見立てて盛り付けたポテトサラダなど、従来の特C
食にひと手間加えた献立になっています。通常の皿盛り
ではなく、弁当箱での提供とし、盛り付けにもこだわっ
ています。まだ開始したばかりですが、患者さんに季節
感を味わっていただけるように、旬の食材を取り入れた
り、彩りよく仕上げるために食材や食器の色を考えたり
と、その都度見直しを行いながら提供しています。
　この他にも特C食では、今年２月から毎週火・金曜日
にホテルオードブルを、毎週水曜日にサンドイッチを提
供するなど、患者さんに一口でも食事を味わっていただ
けるよう、工夫をしています。
　今後も栄養管理室では、患者さんに満足していただけ
る食事の提供、そして、治療の助けとなる栄養管理に努
めていきます。食事が食べられない、体重が減ってきた
など、気になることがございましたら、気軽にご相談く
ださい。

診 療
部 門
紹 介

診 療
部 門
紹 介

『臨床検査科・生化学検査の紹介』 栄養管理室の紹介
～食欲不振の患者さんに対応した食事（＝特C食）提供への取り組み～

臨床検査科　血清主任　出 口 せ り な 栄養管理室　管理栄養士　野 口 真 菜
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　７Ａ病棟は、ベッド数55床の泌尿器科・呼吸器外科・

皮膚科・外科の混合病棟です。H26年１月からは呼吸器

内科も受け入れています。Ｈ25年度の入院延患者数は

18,876名でした。（図１参照）主に手術、術前化学療法や

術後再発患者の化学療法、放射線療法、終末期の治療・

看護を行っています。泌尿器科を有しているため、入院

患者の男女比は圧倒的に男性が多く、平均年齢も約74歳

と高齢です。

　看護体制は固定チームナーシングであり、急性期と回

復期に分かれて看護しています。現在、経験３年目以下

の看護師が約45％を占めているため、新人看護師は計画

的に学習会を行い、２年目看護師はケースレポートを発

表することで知識・技術の習得に力をいれています。

　入院患者の特徴は、泌尿器科では前立腺生検の検査や

膀胱腫瘍の手術で、腹腔鏡下で行い身体に優しく、術創

が小さく術後の痛みも軽減しています。呼吸器外科も、

胸腔鏡下での手術で、当日離床をしています。外科は乳

腺・胸壁の手術目的が多く、皮膚科は蜂窩織炎、帯状疱

疹、熱傷の患者さんの入院が多くなっています。

　Ｈ25年度の手術件数は、各科合わせて569件です。（図

２参照）毎週金曜日に地域連携室との合同カンファレン

スを行い、患者・家族が安心して退院できるように支援

しています。

　また、５Ｓ活動に力を入れており、患者や職員に優し

い環境づくりを行っています。

　これからも、安全で安心な入院生活を送って頂けるよ

う、個々の患者さんと共に考え、寄り添った治療・看護

が提供できるよう、これからも頑張っていきます。

カンファレンス

７Ａ病棟職 場
紹 介 ７Ａ病棟　看護師長　原 田 年 子

〈病棟の概況〉

　当病棟は病床数55床の呼吸器内科、眼科などの混合病

棟です。呼吸器内科は化学療法・放射線療法を主とし、

慢性呼吸不全患者のステロイドパルス療法等も行ってい

ます。眼科は、短期入院による白内障手術を主とし、今

年１月から加わった神経内科は、薬物療法・運動機能療

法等を行っています。平均在院日数は、18.7日で前年度

より1.3日減少しました。在院日数短縮に向けてスタッフ

皆で取り組んでいます。

〈看護の実際〉

１．患者サービスの充実を図る

　患者サービスの充実を目指し、特に病状・治療に関わ

るIC後の患者さんやご家族のケアの充実に努めていま

す。インフォームドコンセント（IC）を受けた患者さん・

ご家族の反応を記録することで、スタッフと情報を共有

し細やかな看護に繋げています。

　また、患者参画型パスの充実にも取り組み、メディカ

ルスタッフとの合同カンファレンスを実施し、早期から

の計画的な退院支援を行っています。

　病棟行事としては、七夕会やクリスマス会を催し、療

養生活の中で少しでも患者さんやご家族に、季節感を味

わっていただけるように関わっています。

２．安全な療養環境の提供

　感染管理については、リンクナースを中心としてスタ

ンダートプリコーション・環境整備に努めています。

　また、人工呼吸器・輸液管理等については、勤務交代

時に複数の看護師で、指さし呼称によるダブルチェック

を行い、安全確保に努めています。

　　

〈教　育〉

　月１回の病棟内勉強会に加え、積極的に学習を行い、

知識・技術の習得を図り、業務に活かしています。

〈QC活動〉

　平成26年２月できることからはじめよう！国立病院機

構QC活動中国四国ブロック特別優秀賞：患者・家族に

よりそうIC～安心した入院生活を送るために～阿武真子

他。

　IC前訪問を行い、患者と家族のニーズに応えるICを試

みました。患者さんから「看護師さんに不安な気持ちを

伝えたら、先生が全部説明してくれたので安心した」と

いう声がありました。今後も、患者さん・ご家族の不安

や疑問の軽減・解決を行い、思いによりそっていけるよ

うに支援していきたいと考えています。

写真１　ダブルチェックの風景

写真２　病棟スタッフ

７Ｂ病棟職 場
紹 介 ７Ｂ病棟　看護師長　藤 田 博 子
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　呉市西消防署のご協力により平成26年３月４日㈫14：00
から夜間想定とし、通報訓練・避難訓練・初期消火訓練・
救出訓練・はしご車訓練を重点とした呉市西消防署との
合同避難訓練を実施しました。

　訓練参加者は、模擬患者役に看護学生20名、８Ａ病棟
看護師３名、各病棟からの応援者12名、当直者（医師２名、
当直看護師長１名、事務１名、薬剤科１名、検査科１名、
放射線科１名）、防災センター、救急外来看護師という
設定で行った。

　８Ａ病棟リネン室から訓練火災が発生し、夜勤看護師
は大声で出火場所を自病棟スタッフ・患者さんに周知し、
初期消火と同時に119番通報により間もなく、はしご車・
消防車・救急車が到着した。出火階病棟（８Ａ）では慌た
だしく避難誘導が始まり応援者に的確な指示を出し患者
避難誘導を行った。逃げ遅れ模擬患者を消防隊員が避難
誘導し、一方でははしご車により救出が行われた。全員
避難完了し鎮火。無事合同防火非難訓練が終了しました。

　火災はいつ、どこで発生するか分かりません。突然発
生した際に、冷静な判断が必要です。判明次第早急に初
期消火し消防署への通報を急ぐこと、患者さんの命を守
ること、早く安全な場所に誘導することが大切です。そ
のためにも、消防設備の使用方法、患者さんの安全を考
慮した誘導方法等、日頃からイメージトレーニングして
おくことの重要性を再認識しました。訓練で学んだこと
を生かし、これからも患者さんの安全確保に努めて参り
ます。

はしご訓練

模擬患者避難誘導

逃げ遅れ模擬患者を消防隊が救助

８Ａ病棟ナースステーション

管理課　庶務班長　山 崎 貴 元

呉市西消防署との合同防火非難訓練実施して

　病院に来院あるいは入院される患者さんは、免疫力が
低下している可能性があり、易感染性の状態にあると考
えられます。感染対策の目的は患者さんの安全を効率よ
く確保することです。また医療従事者の安全を確保する
ことも必要です。当院では安全管理部の中に感染対策委
員会（ICC）、インフェクションコントロールチーム（ICT）
があります。ICCにおいて感染に関する重要な項目を検
討し決定を行っています。ICTは小回りがきくように
ICCより少人数の構成となっています。メンバーは医師
６名、看護師長４名、検査技師２名、薬剤師２名、事務
２名の14名です。ICTにはインフェクションコントロー
ルドクター（ICD）３名、インフェクションコントロール
ナース（ICN）２名が参加しています。各職種の知識を生
かし、協力して活動を行っています。ICTは月に一度の
会議を行い、活発な議論を行っています。また必要があ
れば不定期に会議を開催しています。種々の活動を行っ
ていますが、一部を以下に示します。
１．教育、講習会
　感染対策の必要性を意識し、知識を得ることは重要で
す。院外の方も対象に含め感染対策講習会を年に２回は
行っています。その他、新人講習会、部署ごとの院内講
習会等を行っています。
２．サーベイランス
　自施設の感染の発生率を把握することは重要なことで
す。耐性菌の発生率、血液培養の結果等、種々のサーベ
イランスを行っています。また全国規模の院内感染対策
サーベイランス（JANIS）の手術部位感染（SSI）、全入院

患者部門、検査部門の項目に参加しています。
３．抗菌薬
　抗菌薬適正使用に対する取り組みを行っています。1
各科の抗菌薬の使用ガイドラインの作成。2カルバペネ
ム、キノロン系、抗MRSA薬の使用の届け出制。ザイボッ
クスは許可制。3同一抗同一の抗菌薬の長期使用の検討。
4抗菌薬の使用量の集計。各項目を毎月ICTにて検討し
ています。
４．感染防止対策加算
　平成24年度より院内感染の防止が独立した加算となり
ました。感染対策防止チームのある加算１の医療機関と
300床未満の加算２の医療機関の連携を行い、加算１の
医療機関同士が相互に連携することが要求されています。
当院では加算１の施設としてICNを専従とし、ICD、検
査技師、薬剤師を専任としています。加算1同士および
加算２とのカンファレンスおよび連携を行っています。
５．マニュアルの作成
　ICNが中心となって作成、適宜改訂を行っています。
　感染対策のためにはICTメンバーはもちろん、各科医
師、各職種との意見の調整を行うことが重要です。必要
時は各専門家を招集し、検討を行うことも必要です。感
染対策は一人では出来ません。各職種により構成され
たICTは感染対策に関する重要な役割を担っていますが、
医療従事者全員の認識と協力がなければ、感染対策を行
うことは困難です。全員で協力して感染対策を行うこと
が必要です。

I　C　T　の　活　動
外科医長、感染対策室長　富 永 春 海

感染防止対策チームのミーティング

中国労災病院との連携
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　今年も看護師確保の一環として、病院見学会とイン

ターンシップを各２回、開催を予定し、第１回目が終了

したところです。インターンシップは５月17日に開催し

15名の参加、病院見学会は５月31日で８名の参加があり

ました。

　今年は、看護部と事務部がペアとなって中国四国地方

の看護大学、養成所を訪問し種まきをしてきました。そ

の成果もあってか、今年の病院見学やインターンシップ

は愛媛や高知、山口、岡山からの参加がありました。

　インターンシップでは、病院説明会や学校訪問で配布

したパンフレットを見ての応募がありました。まず、看

護部長から病院、看護の概況説明があり、その後、院内

見学をしてから希望する病棟で約半日、先輩看護師と病

棟体験をしていただきました。はじめは緊張した面持ち

でしたが、先輩のやさしい声かけもあり、患者さんに接

していくうちに日ごろの明るい笑顔がでてきました。昼

食を摂るころには、すっかり指導してくれた先輩看護師

とも打ち解けていました。スターバックスの昼食も好評

でした。参加した学生さんからは、「実際に自分が働く

イメージがついたように思う。」「パンフレットではわか

らない雰囲気・環境・設備を実際に見ることができてよ

かった。」「ここに就職したいと思った」。など良い感想が

いただけました。インターンシップに参加した学生さん

の中には、病院見学会でもっといろんな病棟の話しを聞

きたいといった意見もあり再度、来院を希望する学生さ

んもいました。

　病院見学会では、病院や看護の概要、教育体制の説明

を実施し院内見学後、各病棟がブースを設け、先輩看護

師たちが自分の病棟の説明やアピールをしました。見学

会に訪れた学生さんからは、「もっと先輩看護師から話

しを聞きたかった。」「どこの部署に行きたいか悩んでい

たので参考になった」などの意見が聞かれました。

　インターンシップや病院見学会を実施することによっ

て、参加する学生さんは目的を達成して帰られますが、

当院のスタッフが学生さんに接する時の姿は眩しいくら

いはつらつとしています。こちらも参加した学生さんか

ら良い刺激をいただいたような気がします。

　今年度、２回目のインターンシップは６月14日、病院

見学会は７月５日に開催します。すでに20数名の参加申

し込みがあります。学生さんたちに選ばれる病院になれ

るよう当院の魅力、素敵な先輩看護師たちを見ていただ

き、病院全体でおもてなしをしていこうと思っています。

看護師確保対策ワーキンググループ活動報告
−平成26年度インターンシップ・病院見学会について−

副看護部長　舩 倉 直 美

　当院では、看護師確保に苦慮しているため平成24年10
月15日看護師確保ワーキンググループを立ち上げ「新人
確保・再就職者確保・離職防止」と３つの柱を掲げ活動
をしています。
　今までの活動としては、家庭を持ちながら仕事がした
いと考えている看護師をサポートするため、子育て支援
説明会を平成25年２月14日に開催。次に、みんなが憧れ
る看護師『モデルナース』を部署毎で選出し院長から任命。
などを行って参りました。
　平成26年１月６日看護師不足による労働環境改善のた
め病棟を再編成し１ヶ病棟休棟しました。そのため、平
成27年度は120名の看護師・助産師の確保を目標として
います。今までにない取組を行わなければ目標達成がで
きないと考え、まず、当院独自で平成27年度看護師・助
産師募集説明会を、平成26年３月15日㈯11：00～15：00
ホテルグランヴィア広島の１室を借りて開催いたしまし
た。看護学生への周知は、広島県内の18校の看護大学・
養成所には案内文・ポスターを持参して進路指導担当者
に会の説明をして回りました。その他の中国四国地方の
97校には案内文とポスターを発送しました。案内文には
軽食や来場プレゼントを用意、さらに、気軽にお立ち寄
り頂くため私服でお越し下さいとも明記しました。
　内容は単に病院紹介のみではなく、実際に病院で働い
ている先輩看護師から、看護学生が抱いている不安や疑
問についてアドバイスすることを主とし、採用後１年か
ら２年目の看護師、専門・認定看護師が個別に相談を受
ける「なんでも相談コーナー」をはじめ、当院における看
護師の活動も紹介しました。また、明るい印象を持っ
ていただくためスタッフ21名は、メディカルフェスタの
際の作成したＴシャツを全員着用しました。結果は残念

ながら参加者４名と少ない人数でしたが、参加された方
は１時間30分～２時間程度滞在されじっくりとスタッフ
の話を聞かれ充実した時間を過ごされたように感じられ、
当院を就職先病院の第一候補として考えていただけたと
実感しています。
　今回は初めての試みで試行錯誤しながら開催しました
が、今年の反省点を改善して来年度も引き続き開催し多
くの看護学生に参加していただけるよう工夫していきた
いと思います。
　その他の看護師募集の活動としては、業者主催の採用
説明会に３月22日から４月５日まで土日に６回参加（広
島会場・岡山会場・山口会場・高松会場）し当院の紹介や、
中国四国地方の国立病院機構附属看護学校４校を訪問し
直接学生に対して当院の紹介をしました。
　さらに本年度は、中国四国地方にある115校の看護大
学・養成所全校を４月下旬から５月中旬にかけて分担し
て看護部・事務部がペアで学校訪問を行い当院の特徴や
教育体制等についての説明を行い募集活動を行っていま
す。アポ無しの突然の訪問校もありますが、どの学校も
嫌な顔をせず時間を割いて私たちの病院紹介を聞いて下
さいました。
　いずれの取組も即効性はないものですが、できること
は手当たり次第に実践し、まずは病院を知っていただき、
当院の良さを分かっていただかなければ就職先病院の候
補として選ばれません。８Ｂ病棟を早期に復活させるた
めにも今後も地道な取り組みではありますが、継続して
いきたいと思います。皆様方にも友人・知人で就職を希
望されている方がおられましたらご紹介いただけたら幸
いです。また、その他看護師確保に効果的な取り組みが
ありましたらアドバイスいただけたら助かります。

当院独自主催の説明会風景 業者主催の説明会風景

看護師確保対策ワーキンググループ活動報告
−平成27年度看護師・助産師募集説明会の開催について−

管理課　庶務班長　山 崎 貴 元
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　５月９日㈮に看護の日記念行事として「看護の心をみ
んなの心に」をテーマに、午前中は外来に来られる方を
対象に当院１階ロビーにてイベントを行い、午後からは
高校生を対象に病棟で看護体験をしていただきました。

　１階ロビーにナイチン
ゲール像を置き、ロビー
の壁には当院の看護師の
子供たちが描いた「私の
お父さん・お母さんは看
護師さん」の似顔絵を100
枚展示しました。
　ロビーを通りかかる
方々も足を止め、微笑ましい様子で眺めておられました。
　子供たちが描いたお父さん・お母さんの絵は白衣姿の
ものもあり、お父さん・お母さんに頑張ってね、などと
いうメッセージがあるものもありました。

　９時から11時30分まで、血圧測定、体脂肪測定、栄養
士による栄養相談、栄養補助食品の展示を行いました。
いずれのブースもほぼ切れ間なく患者さんたちの訪問が
ありました。特に栄養相談のコーナーでは日常気になっ
ていることを栄養士や看護師に相談されている姿があり
ました。

　外来で血圧測定を行っておられる方も看護師とのコ
ミュニケーションを楽しんでおられる様子で、外来の待
ち時間を有効に使っていただけたのではないかと思って
います。
　血圧測定・体脂肪測定はいずれも131名の参加・栄養
相談は22名の参加をいただきました。
　当院には毎日約1000人の患者さんの来院があります。
イベントを通し、これからもたくさんの方々に呉医療セ
ンターを利用していただき、健康維持できるように、患

者さん一人ひとりの関わりを大切に看護の心を提供でき
ればと思っています。

　13時からは、近隣の高
校生63名をお迎えし、看
護体験をしていただきま
した。女子学生56名、男
子学生７名に参加しても
らいました。

　それぞれ白衣に着替
え、参加者全員が看護体験が行えるように、２グループ
に分かれて行動することを企画しました。

　１グループが病棟で看護体験を行っている時間、もう
１グループは病院紹介のＤＶＤを見てもらい、看護学生
の看護体験の紹介・衛生学的手洗いを実施してもらいま
した。看護師の「看」は「手」と「目」とからなっておりその
大切さを伝える時間にしました。

　全体の振り返り会では「緊張したけど、患者さんから
『ありがとう』と言ってもらい嬉しかった」や「耳の遠い患
者さんには大きな声で話しかけないといけないとわかっ
た」などの意見がありました。
　また、ふれあい看護体験に参加しての感想の中には「大
変そうだけどもっと勉強して看護師になりたいと思っ
た」「とてもやりがいのある仕事だと思った。優しい方ば
かりで、私もそんな看護師になりたいと思った」「看護師
さんの生の声を聞くことができて、ますます看護師にな
りたいと思う気持ちが強くなった」など看護師を志す嬉
しい言葉もありました。
　短い１日ではありましたが、看護にふれあってもらい
「看護の心をみんなの心に」というテーマを達成できたの
ではないかと思っています。

看護の日　記念行事を開催して
看護師自治会　会長　北 江 慈 子

故障・事故事例
①電源コードの断線
　【原　　因】�　未使用時に電源コードを輸液ポンプ本体に接続したままにすることで、コードの重みや壁との接触で接

続部に圧力がかかり断線の原因となる。また、コンセントから抜く際に、コンセントとの接続部以外を持
ちながら抜くことも断線の原因となる。

　【対　　策】�　使用時以外は輸液ポンプ本体から電源コードを外しておく。
②『アラーム０』
　【原　　因】　滴落検知器の未接続・位置不良・センサ面の汚れ。
　【点検結果】�　『アラーム０』が発生した全ての輸液ポンプの点検を行い、滴落検知器を正しく接続することで『アラー

ム0』の再現性は認められなかった。滴落検知器を上下逆さまに接続すると『アラーム０』が発生したことか
ら、装置の不具合ではなく、誤った接続方法によるアラームの可能性が考えられる。

③『アラーム２』
　【原　　因】�　輸液セット（20滴・60滴）の設定が違う・規格外の輸液セットを使用している。
　【点検結果】�　『アラーム２』が発生した全ての輸液ポンプの点検を行うが、『アラーム２』の再現性は認められなかった。

当院使用の輸液セットの多くは20滴制御であるが、輸液ポンプの『設定切換』にて60滴制御に変更すること
ができる。20滴制御の輸液セットを60滴制御の輸液ポンプで使用すると『アラーム２』が発生したことから、
誤った設定方法によるアラームの可能性が考えられる。

④閉塞アラーム
　【原　　因】　輸液回路の閉塞。
　【点検結果】�　閉塞箇所がないのに閉塞アラームが発生。閉塞センサのあるフィンガカセット（輸液セットをしごいて

薬液を送りだすプラスチックの羽）の薬液付着による固着が原因であった。固着した薬液を取り除き閉塞
アラームが発生しない事を確認した。

　【対　　策】　薬液が付着したときはこまめに拭き取る
安全使用のための知識

①輸液は常温に戻してから使用
　�　輸液の温度が低いと輸液ポンプの熱や外気により輸液が温められ、輸液中の残存空気が気化し気泡が発生すること
がある。輸液を常温に戻してから使用することで気泡警報の発生を抑えることができる。

②薬液が付着したときはこまめに拭き取る
　�　輸液の交換時や接続口から薬液が漏れることがある。漏れた薬液が機器に付着した場合すぐ
に拭き取るよう心がける。故障・事故事例のように薬液付着後の固着が閉塞アラーム等の原因
となることがある。

　＊�輸液ポンプ上流のチューブの弛みをＳ字型にすると、薬液がチューブを伝い輸液ポンプに薬
液がかかることを防ぎます。

③クレンメは輸液ポンプの下流側にセット
　�　輸液開始時のクレンメ開放忘れの際、クレンメがポンプ上流に位置した場合、閉塞警報が鳴らない事がある。
アラームの原因は…

問い合わせの多かった代表的なアラーム原因を紹介。詳しくは操作ガイドを参照。
①『気　　　泡』⇒輸液ラインへの気泡混入　　　　　　　　②『ド　　　ア』⇒ドアが開いている
③『閉　　　塞』⇒輸液セットの閉塞・閉塞センサの汚れ
④『電 池 電 圧』⇒バッテリの電圧低下　　　　　　　　　　⑤『空　　　液』⇒輸液容器が空になった
⑥『アラーム０』⇒滴落センサ関連（未接続・装着位置不良・汚れ・上下逆転）
⑦『アラーム２』⇒輸液ポンプと輸液セットの滴下数制御方式の違い（20滴・60滴）
ＭＥ管理室からのお願い

①薬液の汚れは返却前に清掃する。
　⇒故障や誤作動の原因となります。
②輸液ポンプに貼ったシール類は使用後に剥がす。
　⇒�機器管理バーコードを塞いだり、薬剤の組成や投与量指示が示されたシールが残っていた場合、次回使用者が輸液
操作を間違う危険がある。

異常・故障があった場合は…
ＭＥ機器管理システムの『故障登録』を行う。
①電子カルテより『共通』⇒『診療支援』⇒『医療機器管理』を選択
②メインメニューから『故障登録』を選択
③発生状況を詳しく入力
④出力される『故障発生状況票』と『医療機器返却票』を故障機器と共にＭＥ管理室へ返却

　現代の医療では生命維持や治療に医療機器は不可欠である。しかし、これらの医療機器も操作や管理
を誤れば重大な事故を招き、死に至るケースさえある。年に２回発刊される安全ニュースでは、ＭＥ管
理室で管理している医療機器を中心に最新情報、故障・事故事例、安全使用方法等の情報を掲載する。

第９回　輸液ポンプ（JMS社製）

医療機器安全ニュース ME管理室

①輸液は
　常温

③クレンメは下流側

②Ｓ字型
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３Ａ 三國　千史

４Ａ 木戸　優子

４Ｂ 藤原　麻衣

５Ａ 末釜　由美

５Ｂ 奥村　和恵

６Ａ 岩本実奈美

６Ｂ 加島　愛子

７Ａ 有長　織恵

７Ｂ 三好真奈美

８Ａ 岡下　愛子

９Ａ 石本　裕美

９Ｂ 盛中　早紀

10Ａ 酒井　晶子

ＯＰ 原田　麻美

外来 富原　寿恵

モ デ ル ナ ー ス の 紹 介第2回

　　　　７Ａ病棟　泉　敬子

　今回モデルナースとなり、
自分を見直す良い機会になっ
たと思います。
　私が就職した時、誰よりも
患者さんのことを知り、一人
ひとりに合わせた看護を考える先輩がいました。いつも
落ち着いて行動し、話しやすい雰囲気を与えていました。
私は、そんな先輩を見習い、「落ち着いて行動し、話し
やすいと感じてもらえる看護師になる」ことを目標にし
てきました。
　時には、患者さんから「看護師さん、忙しそうだから
いいよ。」という声を聞き、反省することもあります。し
かし今回は、自分の目標とする看護姿勢をモデルナース
として示すことができるようにと考え行動しました。
　今後も落ち着いて行動することを心がけ、患者さんか
ら遠慮なく話してみようと感じていただけるように努力
し、安心のできる看護へ少しでも繋げていきたいと思い
ます。

　　　６Ｂ病棟　倉田　真希

　私には、新人看護師の時か
ら目標にしている憧れの先輩
がいます。その先輩は、患者
さんにもスタッフにも、い
つも優しく接しておられます。
また、悩んだ時などには相談にのってくださり、とても
頼りになる存在です。終末期の患者さんを前に、どうし
たら不安を増強させない声かけや関わりができるのだろ
うかと悩んだ時などにも、「先輩だったらどんな声かけ
や対応をするだろうか・・」といつも考えます。
　そんな私が、「モデルナース」に選ばれた時は、本当に
驚きました。私はまだまだ未熟ですが、私が先輩に憧れ
るように後輩から慕われる存在になれるように今後も頑
張っていきたいと思います。

「モデルナース」として活動した２名に、半年間を振り返ってもらいました。

New! モデルナースの紹介（平成26年５月～10月）

どうぞ宜しくお願い致します!

うちの部署の接遇キラリさん

本人のコメント
少しでも放射線に対する不安をなくしてもらうような
説明、丁寧な接遇を心掛けています。

職場長からのコメント
姫野　診療放射線技師長より
患者さんや後輩達からも慕われる素敵な若者で、彼の
明るく元気な笑顔にいつもパワーをもらっています。

本人のコメント
不安を抱える患者さんが、安心して治療に望めるよう
に、また、生活の場としても過ごしやすい環境になる
ように、笑顔で元気よく接することを心がけています。

職場長からのコメント
中原　６Ａ病棟師長より
いつも、明るく優しい笑顔で、患者様やスタッフにも
気配りのできる、頼もしいスタッフです。

本人のコメント
微力ですが、日本語が話せない患者さんの受診に対す
る不安を私が間に入ることで少しでも解消できたらと
思っております。

職場長からのコメント
川本　医療情報部長より
仕事もてきぱき、笑顔でにっこり、心が落ち着きます。
みんなに好評です。

本人のコメント
闘病生活の長い患者さんやその患者さんを支えるご家
族の希望を汲みとり、ほっと安心できる看護を目指し
ています。
職場長からのコメント
森下　６Ｂ病棟師長より
患者さんやスタッフに、いつも優しく接してくれてい
ます。彼女の絶え間ない笑顔が、病棟の雰囲気を和や
かにさせてくれます。

放射線科
診療放射線技師

　　　　　　　　　
石井　　直　さん

看護部
６Ａ病棟
看護師
　　　　　　　　　　
西田　真奈美　さん

診療情報管理室
メディカルクラーク

　　　　　　　　　
後迫　麻紀　さん

看護部
６Ｂ病棟
看護師
　　　　　　　　　　
古谷　美穂　さん
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　平成26年４月10日、第52回生の入学式を挙行しました。
86名の新入生は、新しい環境や、学校生活への緊張や不
安のある中、これから自らが進んでいく道に対する希望

を胸に、本校の看護学生としての一歩を踏み出しました。
　現在、入学して約１ヶ月が過ぎ、聞き慣れない医療用
語に悪戦苦闘しながら、学校生活に少しずつ慣れてきて
おり、日々頑張っています。86名と大人数ですが、クラ
スで「一致団結し皆で頑張っていこう」と良い雰囲気で
まとまってきています。このままやる気を持ち続け成長
してくれることを願っています。

入学式を終えて決意を新たに…

　４月10日、待ち望んでいた呉医療センター附属呉看護
学校に入学しました。
　私は、呉看護学校が第一志望だったので、入学する事
ができてとても嬉しかったです。反面、入学したら勉強
についていけるか、友達ができるかなど不安な事が沢山
ありました。実際、授業は高校で習っていた内容とは違
う看護の専門的な内容ばかりで、初めて聞く用語が沢山
あり、焦りました。そのような中で、私が大切にしたい
のは、授業中は、先生方の話をしっかりと聞いて、大事
だと思うことは、どんどんメモをしていくことです。しっ
かりと聞くことで、常に頭を働かせながら授業を受ける

ようにし、一つ一つ確実に吸収していきたいと思います。
６月からは実習も始まり、テストも多くなります。今の
ところ勉強面は不安ばかりですが、必ず３年間で卒業し
て国家試験に合格し看護師になりたいと思います。私は
何事にも全力で取り組んでいる人は、とても素敵だと思
うので、自分にできる事を常に全力でやれる人になりた
いです。そして、友達と支え合って、クラス全員で２年
生になりたいと思っています。

　　 １学年（52回生）　岩 森 梨 奈 　

　　 看護学校　教員　天 野 志 保 　

岸　槌　医　院病診
連携
　海岸通で内科を開業しています岸槌と申します。当院

は初代院長である父（現在も現役で往診や施設対応をし

ています）が昭和34年に現在の場所で開業し、平成13年

より私が２代目院長として診療を行っています。開業す

る以前の父は済生会呉病院の内科に勤務し、私は研修医

時代を呉共済病院で過ごし、開業前の５年間を呉医師会

病院に勤務しました。

　開業するまで国立呉医療センターとの繋がりはつよい

ものではありませんでしたが、（身内では私が10歳の時

に祖父が胃がんで貴施設にお世話になりました）、開業

してからは外来、急遽診療（殊に救急対応では時間内外

を問わずいつも快くお引き受け頂き、感謝しておりま

す）、検査など貴施設には大変お世話になっており、紙

面をお借りしてお礼申し上げます。

　平成13年に当院は通所型介護施設を併設した内科クリ

ニックとして再スタートをきっていますが、当院のある

川原石地区は坂道や階段の多い地域です。また、ご高齢

の方も多く（川原石地区は旧呉市内中央地区で人口減少

率が２番目に高い地域ですので相対的に高齢化率が高く

なります）、必然的に外来通院が困難な方もいます。介

護施設を利用されている患者さんは送迎などでの対応を

行っていますが、介護を利用されない通院が難しい患者

さんには往診加療を行っています。父と二人で14時から

16時までを往診時間に充てていますが、坂道の多い居住

区ですので車（軽自動車しか入れない区域も多くありま

す）を利用しても夏の暑い日や冬の寒い日は中々の重労

働になっています。

　しかし、自宅で患者さんとお話ししていると、診察室

での仕事とはまた違った楽しみがあります。（看取りの

ケースもあり、楽しい時だけではありませんが）

　これからも地域に根差した診療を心掛けて行いたいと

考えています。しかし、医療の現場では思い通りになら

ないことも多く、これからも貴院には色々とご迷惑をお

掛けいたしますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

院長　岸 槌 健 太 郎

【住　所】〒737-0823　広島県呉市海岸２丁目16－12
【ＴＥＬ】０８２３－２１－７６２７
【ＦＡＸ】０８２３－２４－０３２３

【休診日】木曜午後、日曜日、祝日
【予　約】当日予約可、電話予約可
【駐車場】有り

診 療 時 間 月 火 水 木 金 土 日

  9：00〜12：30 ○ ○ ○ ○ ○ ○ −

16：00〜18：00 ○ ○ ○ − ○ ○ −

港町小学校

呉線

川原石駅

岸槌医院

至吉浦

至呉

聖慈幼稚園

川原石
駅入口

海岸２丁目

港町小学校
入口

マリンパーク
西入口

明光寺

呉海岸
郵便局

31

クレイトンベイ
ホテル
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表紙に掲載する写真・絵画等を募集しております。詳細は管理課　庶務班長まで　お願いします。

②『 各 受 付 窓 口 』が 移 動 し ま し た 。

①『 自 動 精 算 機 』を 導 入 し ま し た 。

お 　 知 　 ら 　 せ
≪ 会 計 時 間 が ス ム ー ズ に な り ま す ≫

2014年６月23日㈪より、待ち時間を短縮し患者さんが快適に受診されるよう、新しい
システムを導入しました。機械は苦手という方でも、職員が操作手順をご案内します
のでご安心下さい。

自動精算機導入に伴い、各受付窓口が移動しました。
導入後の窓口は以下のとおりとなりますので、ご承知おき下さい。

診察が終了しましたら、保険証確認・計算窓口にクリア
ファイルをお出し下さい。会計準備が出来ましたら、会
計案内表示でお知らせします。ご自分の番号が表示され
ましたら、自動精算機にてお支払い下さい。
※�自動精算機のご利用がわかりづらい方は、職員がご案
内しますのでご安心下さい。

０番 １番 ２番 ３番 ４番 ５番 ６番 ７番

外来予約
センター

入院
される方
・

面会案内

初めての方

２回目以降
の方
・

診断書

ご相談
保険証確認
・
計算

院外
処方せん お支払い

編集後記

　今年はエルニーニョ現象で冷夏が予想されています。でも日本全体としてみるとなかなか予想を的中させるのは難しく、
ある地域では猛暑、ある地域では冷夏と結構ばらつきがあるようで、一筋縄では行きません。人体はもっと複雑なのでしょ
うね。� （編集長�M.S.）


