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病院理念“相手の心情に寄り添う愛のある
医療を笑顔で実践します”と
病院の本年度目標について

院　長　谷 山 清 己

　平成30年４月１日に、６年に１度の介護報酬との同時
改定となる診療報酬改定がおこなわれました。
そこでの国の基本方針は、
１）人生100年時代を見据えた社会の実現、
２）どこに住んでいても適切な医療・介護を安心して受
けられる社会の実現（地域包括ケアシステムの構築）、
３）制度の安定性・持続可能性の確保と医療・介護現場
の新たな働き方の推進と言われ、
その中での重点課題は、（１）地域包括ケアシステムの構
築と医療機能の分化・強化、連携の推進とされています。
また、他の具体的な方向性として、（２）新しいニーズに
も対応でき、安心・安全で納得できる質の高い医療の実現・
充実、（３）医療従事者の負担軽減、働き方改革の推進、 

（４）効率化・適正化を通じた制度の安定性・持続可能性
の向上が挙げられています。更に、将来を見据えた課題
としては、ア）団塊の世代が全て75歳以上の高齢者とな
る2025年と団塊の世代の子供世代が65歳以上となる2040
年を節目ととらえ、急速に進行する高齢化進展に伴う医
療ニーズ変化や生産年齢人口減少に対して、継続可能な
医療提供体制を構築していくこと、イ）質の高い在宅医療・
訪問看護の普及やＩＣＴ活用による医療連携・医薬連携
を検討すること、ウ）受けた医療や診療報酬制度を患者
にとってわかりやすくするための取組を進めていくこと、
エ）予防・健康づくりを国民が主体的におこなえるよう
な環境整備を進めること、が謳われています。
　当センターは、平成28年度以来続くDPCII群（新しく
DPC特定病院群と改名）に平成30年度も分類されてお
り、国の方針と連動しながら高度急性期医療を強力に推
進してまいります。その基本となる平成30年度運営方針

（大項目）と国の方針との関係を以下に示します。なお、
当センター理念“相手の心情に寄り添う愛のある医療を
笑顔で実践します”は、医療の原点です。また、運営方
針を英語で書き換えて、その頭文字を並べると“LOVE 
AND SMILES”（和顔愛語）というキーワードになります。

病院理念
Practice medicine from the heart, create smiles every day
相手の心情に寄り添う愛のある医療を笑顔で実践します

運営方針
Key word；LOVE and SMILES 

《大・中項目》（関連する国の政策）
Live healthy
● 健康的な人生を応援します（国：人生100年時代を見

据えた社会の実現）

Own your personal health
● 疾病予防を支援します（国：予防・健康づくりを国民

が主体的におこなえるような環境整備）

Value an amiable, cordial atmosphere
● いかなる暴言・暴力も許しません（国；医療従事者の

負担軽減）

Ensure effective medical services
● 安心・安全で理にかなう医療を目指します
　  （国；新しいニーズにも対応でき、安心・安全で納得

できる質の高い医療の実現・充実）

Accelerate good work practices
● 働きやすい職場環境を促進します（国；医療従事者の

負担軽減、働き方改革の推進）

Nurture quality hospital management
● 健全な病院運営をします（国；継続可能な医療提供体

制構築）

Demonstrate partnership with local medical services
● 地域医療と緊密に連携します（国；質の高い在宅医療・

訪問看護の普及やＩＣＴ活用による医療連携・医薬連携）

Secure safety first
● 安全を最優先します（国；適切な医療・介護を安心し

て受けられる社会の実現）

Minimize adverse events
● 副作用や合併症を最小限にします（国；安心・安全で

納得できる質の高い医療）

Invest in staff education
● 優秀で国際的な医療者を育成します（国；新しいニー

ズにも対応）

Lead in life expectancy results
● 人命を尊重します（国；適切な医療・介護を安心して

受けられる社会の実現）

Engage and care for patients
● 相手の心情に寄り添います（国；適切な医療・介護を

安心して受けられる社会の実現）

　現在の診療は中野喜久雄（昭和55卒）、北原良洋（平

成７卒）、三登峰代（平成25卒）、濱田亜理沙（平成26卒）

の計４名で行っています。

　当院の入院患者は図１に示すように肺がんと肺炎が

年々増加しています。そこでこの２大疾患に対する診療

を中心に御紹介します。

　最近の肺がんは肺の末梢に発生する場合が多くなり、

気管支鏡下での組織採取が困難な場合も増えてきまし

た。それを改善する目的で新たに気管支腔内超音波断

層を用いたガイドシース法（EBUS-GS）が開発され、

2017年10月に当院でも導入し、組織採取をしています 

（図２）。例えば図３のように胸部Ｘ線写真では描出され

ず図４のＣＴでのみ判明

する矢印の小さな結節影

の場合、Ｘ線透視での陰

影確認ができないため従

来の気管支鏡では組織採

取が困難でした。それに

対 しEBUS-GSを 使 う と

図５のようにエコーで病

変を描出でき、確実な組

織採取が可能となってき

ました。

　当科での肺がん治療は

化学療法が主体です。そ

の一つとして分子標的薬

が2002年に開発され、肺

がん治療のパラダイムシ

フトが起こり、劇的な治

療効果が得られるように

なりました。さらに2015

年12月には免疫チェック

ポイント阻害剤が承認さ

れ、第二のパラダイムシ

フトとして期待されてい

診療科紹介（写真１枚）

役職名　　名 前　名 前

呼吸器内科の紹介

図１

　図 4（CT）

図 5（EBUS-GS 画像）

図２（EBUS-GS）

図 3（胸部Ｘ線写真）
肺癌と肺炎の患者数
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	 副院長	
呼吸器内科　科長　　中　野　喜久雄



波と風  vol.43

54

ます。これまでの殺細胞性抗がん剤による５年生存率は

４％程度でしたが、この免疫チェックポイント阻害剤に

よって16％と、４倍の長期生存が得られるようになって

きました。当院での治療例を図６に示しますが、治療後

約２年経過しても大きさが判らない程に縮小し、長期的

な効果が期待できると思います。

　日本での病気による死亡原因は超高齢化社会を反映し

て、2011年から肺炎が癌、心疾患に次いで３番目に多く

なっています。それを裏付けるように当院の肺炎入院患

者数も毎年増加し、2016年は321名と、これまでにない

最多の数になっています（図１）。その肺炎によって呼

吸不全状態に陥る場合がありますが、その際に以前は侵

襲の強い人工呼吸器しかなく、高齢者に装着するか否か

悩み苦労していました。しかし近年では苦痛の少ない効

果的な人工呼吸器ＮＰＰＶ（図７）が開発され、高齢者

に対しても容易に使用でき、当科での使用件数は図８に

示すように年々増加しています。

　今後、肺癌と肺炎が増加する呉地域において看護師、

薬剤師、理学療法士、ＭＥ管理士、医療社会福祉士等の

医療スタッフと連携し、中核的診療科を目ざして地域医

療を支えていく方針です。

　　治療前　　　　　　　　治療後 1 年 10 カ月
図 6

図 7（NPPV）

図 8

肺炎に対するNPPV件数

29 

41 

57 
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NPPV

患者

＜放射線腫瘍科について＞
　放射線腫瘍科は「がん」など腫瘍に対する治療におい
て、放射線治療を中心に関わっている診療科です。放射
線治療は手術療法、化学療法と並ぶがん治療の３本柱で
あり、病巣部に放射線を集中して照射することにあり、
がんの治療を行います。近年の放射線治療の進歩、高齢
化と共にがん治療患者さんの増加により、放射線治療を
受けられる患者さんは増加傾向にあります。
　「切らずに治す」放射線治療は、特に前立腺がん、子
宮頸がん、肺がん、喉頭がんなどは早期であれば放射線
治療のみで90%以上の局所制御率があり、手術とほぼ同
等の治癒率と言われています。しかし、全がん患者さん
のうち、放射線治療を受けられるがん患者さんの割合は
欧米（アメリカ66%、ドイツ60%）と比べ日本では25%
と低く、まだ充分がん治療において普及されているとは
いえない状況のようです。

＜診療内容・対象疾患＞
　乳がん、肺がん、前立腺がんなど、ほとんどすべての
がんが放射線治療の適応となります。がんを根治的に治
療する目的で行われる根治照射、症状を緩和する目的で
行われる緩和照射など、がん治療の様々な場面において
放射線治療を行っています。なお、甲状腺眼症やケロイ
ドなど良性疾患においても放射線治療の適応となること
があります。

＜当院の特色＞
　当院の放射線治療はトモセラピー（図１）という放射
線治療機器を用いて行っております。トモセラピーは病
変に放射線をピンポイントに照射するIMRT（Intensity 

Modurated Radiation Therapy：強度変調放射線治療）
専用機です。2012年３月より当治療を開始し、今年で６
年目となります。
　また、病変により正確に照射できるよう、毎回の治療
時にCTを取りながら位置を合わせるといった精度の高
い放射線治療である画像誘導放射線治療（Image-Guided 
Radiation Therapy：IGRT）を全患者さんに行っていま
す。なお、脳転移のある患者さんには、がんのところだ
けにピンポイントで放射線を照射する、脳定位放射線治
療（Stereotactic Radiation Therapy：SRT）を呉地区
では唯一当院のみ行っております。

＜最後に＞
　当科では、内科、外科など多くのがんに関わる診療科
の先生方と連携し、当科スタッフ（放射線腫瘍医、放射
線治療技師、品質管理士・物理士、放射線治療看護師、
事務員）がチームとして常に情報を共有し、患者さんに
最良の放射線治療を提供できるよう心がけ治療を行って
おります。（図２、３）
　他の治療方針はあるのか、放射線治療の話だけでも聞
いてみたい、などご心配事ありましたら遠慮なくご相談
ください。

放射線腫瘍科の紹介

図 1　IMRT 専用機のトモセラピー

図２　放射線腫瘍科　カンファレンス風景

図３　放射線腫瘍科スタッフ

　放射線腫瘍科　科長　　幸　慎太郎
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　消化器内科とは、消化管、肝胆膵疾患を対象とした診
療科です。食道、胃、腸のほか肝臓、胆嚢、膵臓など腹
部臓器の病気を扱います。
　今回は、Ｃ型慢性肝炎及び代償性肝硬変に対する抗ウ
イルス療法と今後の課題について紹介します。

１. はじめに
　我が国の肝癌の特徴はそのほとんどが肝細胞癌であ
り、その中でもＢ型肝炎（HBV）関連の肝細胞癌が約
20％、Ｃ型肝炎（HCV）関連の肝細胞癌が約40％を占
めています。これら肝炎ウイルスに対する抗ウイルス療
法は肝炎の進展を防止するだけでなく、肝細胞癌の発症
防止にも寄与します。
２. Ｃ型肝炎治療の現状
　1989年にC型肝炎ウイルスが発見されてから、1992年
からインターフェロン（IFN）治療が保険適応となり抗
ウイルス療法が始まりました。当初のHCV排除率（SVR
率）は低率であり、治療の副作用も大きく満足いくもの
ではありませんでした。その後、新たな薬剤が開発さ
れ副作用の軽減と治療効果の向上が図られてきました。
2014年からはIFNなしの経口薬のみによる治療（直接作
用型抗ウイルス薬：DAA）が開始となりました。
　当科でのDAAによる治療成績について紹介させて頂
きます。
　2014年９月から2016年５月までにDAA治療を開始し
た293例（ダクルインザ/スンベプラ（DCV/ASV）150例、
ハーボニー（SOF/LDV）61例、ヴィキラックス（OBT/
PTV/R）11例、ソバルディ /リバビリン（SOF/RBV）
71例）の治療成績です（図１）。HCV排除率（SVR率）は、
DCV/ASVは92.7％（150例中139例SVR）、SOF/LDVは
100％（60例中60例SVR）、OBT/PTV/Rは90.9％（11例
中10例SVR）、SOF/RBVは97.0％（71例中69例SVR）と

いずれの薬剤でも90％以上と非常に高い治療効果が得ら
れていました。HCVが排除されることにより、肝病変
の進展は阻止され、逆に線維化が改善してくることで、
肝硬変であっても予備能力が改善してきます。
３. HCV排除後の課題
　HCVが排除されたあと、肝細胞癌が全く発生しない
かというとそうではありません。
　既に数10年間にわたり持続感染を続けてきたわけです
から、HCVが排除されてもすぐに元に帰るわけではあり
ません。当院でのHCV排除後の発癌率についてお示しし
ます（図２及び３）。DAA治療前に肝細胞癌のない214例
の１年間の非発癌率は95.6％でした。つまり１年の発癌
率は4.4％ということになります。肝硬変症例と慢性肝炎
症例で分けてみると、１年間の発癌率はそれぞれ9.0％と
3.8％になります。このように肝細胞癌のriskが全くなく
なるわけではないため、定期的な受診と画像検査を欠か
さずに受けていただくことが必要となります。
　

　Ｃ型肝炎は今では、内服薬だけでほとんどの患者さん
で治癒に持っていけるようになり、治癒後は肝臓の機能
は回復し、線維化も改善していきます。しかし、治癒し
た後の受診もしっかり行っていただくことが大切です。

C 型慢性肝炎及び代償性肝硬変に対する
抗ウイルス療法と今後の課題

各治療法別の治療成績(SVR率) 
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図１　各治療法別の治療成績（SVR 率）
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図２　累積非発癌率

図３　背景肝別の累積非発癌率

職場
紹介

呉医療技術研修センターの紹介

　呉医療センター附属呉看護学校の隣に呉医療技術研修
センターがあります。

　このセンターは、平成20年４月をもって閉校となった
附属リハビリテーション学校の校舎跡の有効利用を目的
として、先々代の佐治院長が発案されたスキルアップ・
ラボ構想に端を発しています。

　いろいろな検討がなされ、平成22年４月より前、上池
院長により運用が開始され現在では、谷山院長のもと運
営をしています。

　私が３代目のセンター長を拝命し２年半がたち軌道に
乗っているのではないかと思っています。

Ⅰ.研修センター利用状況（28年度）
　 研修名 参加人数
1 看護部研修 980
2 看護学校授業 888
3 Hands on セミナー 134
4 CPR ／ AED 59
5 JMECC 74
6 JPTEC 45
7 呉ICLS 21
8 心電図セミナー 48
9 KINT 33
10 広島文化学園大学実習 125
11 メディカルフェスタ 24
12 タイ見学 36
13 医工連携 31
14 医療安全(ME) 22
15 研修医（個人研修） 22
16 呉圏域MC講習 470
17 裁判所との相互理解研修 24
18 病院見学会 60
19 リハ科研修 37
20 呉放射線技師研究会 40
21 病理研究会 124
22 薬学部学生研修 22
23 臨床工学技士学生研修 15

合計 3334

　センターでは、多くのシミュレーターを保有していま
す。紙面ではすべて紹介しきれないので、よく利用され
ているものを１つ紹介します。人型のシミュレーターで
PCにてバイタルサインをいろいろ変化させることがで

きるシミュレーターです。

下記の写真は使用例です。

　このセンターには、専属スタッフで高浜というものが
おり、シミュレーターの管理・メンテナンスをしています。

　研修センターとしては関係ないかもしれませんが、こ
れまでに附属看護学校の紹介DVDを作成したり、看護
教育用の動画作成をしたり、はたまた宴会用の音楽編集
をお手伝いしたり、いろいろなニーズに対応しています。
いまでは、iPadアプリなども作成したりしています。

　作成したアプリは、Let’sTriage（レッツトリアージ）
といい災害時に患者さんの重症度を判別するトリアージ
方法をグループで
トレーニングする
アプリです。
　呉看護学校の学
生さんに授業でト
レーニングしてい
ただいています。

QRコードはこちらになります。
ご興味のある方は覗いてみてください。

　呉医療技術研修センターの詳細は呉医療センターの
ホームページに掲載されています。
　 ま た、FaceBookペ ー ジ も（https://www.facebook.
com/NHOKureSkillsLab/app_120925214660243）やって 
いますので一度覗いてみてください。

	 内科系診療部長	
消化器内科　科長　　高　野　弘　嗣

医療技術研修センター長　　大　庭　信　二
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　本年度の院内研究発表会は、平成30年１月27日土曜日
に開催されました。竹林副研究部長による開会挨拶に続
き午前９時00分より発表が始まり、合計24演題の報告が
ありました。今回のテーマは、院内の臨床研究の活性化
を企画し、「Research Mind を問う」といたしました。
内訳は、症例発表11演題、臨床研究６演題、業務改善事
例３演題、基礎研究１演題、その他２演題、教育講演１
演題でした。これらの分類は演題申し込み時の申請に基
づいています。 
　症例発表11演題のうち５演題は医師（消化器内科１、
外科１、研修医４、２演題は看護部（ＴＣＳＡ、緩和ケ
ア、各１）、１演題は薬剤科、２演題はその他のメディ
カルスタッフ（臨床検査科、リハビリテーション科、各
１）が担当しました。臨床研究６演題のうち３演題は医
師 （総合診療科、神経内科、病理診断科）、１演題は看
護部（看護師）、１演題は精神科（心理療法士）、１演題
はME管理室 （臨床工学技士） でした。業務改善事例３
演題のうち、１演題は栄養管理室（管理栄養士）、１演
題は薬剤科 （薬剤師）、１演題は企画課でした。その他
２演題は、１演題は看護部 （看護師）、１演題は管理課
でした。基礎研究１演題は医師（検査科）でした。また
今回の教育講演として、外科医長の檜井先生に「臨床に
役立つリサーチ“from bench to bedside”をめざして」
について講演いただきました。
　筆頭発表者の職種別頻度は、医師７人、初期研修医４
人、薬剤師２人、看護師４人、臨床検査技師１人、臨床
工学技士１人、理学療法士１人、管理栄養士１人、心理
療法士１人、事務部２人でした（図１）。

　今回の発表時間は６分、討論２分の時間配分でした。
一部の発表が時間超過しましたが、午後１時30分に終了
しました。座長は、医師５人、看護師１人、薬剤師１人
が担当しました。座長未経験者には座長心得を用意しま
した。参加者は初期研修医・医師31人、看護師19人、薬
剤科７名、臨床検査技師18人、理学／作業療法士２人、
臨床工学技士２人、心理療法士２人、栄養士７人、事務
９人、合計98人でした（図２）。

　会場には院長からの差し入れられた焼き立てパン170
個が準備され、４時間半の研究会の間、全て参加者の胃
袋に収まりました。総評として、終始和やかな雰囲気の
中で活発な討論が交わされました（図３）。発表内容は
各職種とも日常業務での気づきを研究や業務改善に進め
ようと感じられる発表が多く、今後当センターの臨床研
究がより精度の高いものになると期待されます。またこ
れらの成果を展開し、積極的に論文化していくことも重
要だと考えられます。今回はいろいろな職種からの発表
があり、有意義な意見交換ができました。
 

平成29年度　第36回院内研究発表会
　臨床研究部長

　
　山　下　芳　典

図３　会場光景図１　発表者職種別頻度

図２　参加者比率

管理栄養士

発表者総数24人
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後日の幹部会議にて優秀発表３演題が決まり、管理診療会議にて表彰を行いました（図４）。
優秀発表演題は以下の通りです。

　１）経験年数別に見た中堅看護師が離職を考慮する要因
　　　〇大山　香織、大黒　香、河野　由佳、炭谷　容子、大西　奈津紀、三戸　貴史、岡田　愛

　２）抗血栓ポリマーでコーティングした血液透析膜の拡散特性
　　　○多賀谷正志、岡野慎也、原和信

　３）事務部門から始める呉医療センターの経営改善
　　　○竹内亘弘、徳臣雅彦、永田隆史

図４　表彰光景

向って、左から　
竹内業務班長、大山副看護師長、
谷山院長、多賀谷副技士長

図３　会場光景
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　リスクマネージメント部会では、毎年全職員を対象に

医療安全研修会を開催しています。内容は、実際に当院

で発生したインシデント事例を元に、メンバーがロール

プレイを行います。その動画を見てもらい、どこに問題

があるか、どの様にすればよいか等々会場のみんなで意

見交換をします。

　今年度は、２月26日に「患者誤認防止研修会～名前聞

き 確認 復唱 フルネーム～」のテーマで開催しました。

研修会の内容は、救急外来で患者さんのご家族にＩＣを

する場面です。医師は診察した患者さんの名字のみでご

家族を呼んだため、父親の付き添いできていた同姓の娘

さんが自分と思い込みＩＣを受けた事例です。自分の名

字が呼ばれたため、返事をして案内されるままに診察室

へと入りＩＣを受けたのです。（図１）　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　この事例での一番の問題点は、名前の呼び方です。患

者さんの名前をフルネームで呼ぶ、ＩＣ前には患者さんと

の続柄を確認する事が出来ていなかった為発生しました。

　このように、現場ではヒヤリ・ハットする事が発生し

ます。患者さんの確認は、フルネーム、しかも医療者側

がフルネームを呼ぶのではなくて患者さんに名乗っても

らうことを推奨しています。

　当院は、院内のあちこちに、「お名前をフルネームで

名乗って下さい」というポスターを掲げております。ど

うぞ、患者さん方にも、ご協力をお願いしたいと思って

おります。医師・看護師・放射線技師・検査技師等々が

それぞれの場面でくり返し「名前を名乗ってください」

と言いますが、間違えない為の最善の方法です。（図２）

　今後私達は、個人情報保護の観点からもプライバシー

保護にも十分配慮しながら、患者さんに安全で安心して

医療を受けていただけるよう努めていきたいと思います。

「患者誤認防止研修会　～名前聞き　確認　復唱　フルネーム～」
医療安全管理係長　　小　阪　美　鶴

図１　ＩＣの場面
（実は別の患者さんのご家族でした）

図２　外来での一場面
（患者さんに名前を名乗ってもらい
案内票の名前を確認しお渡しします）

お名前をお伺いした際は、フルネームで
お答え下さい。当院では、患者さんの取り
違えを防ぐ目的で診療や検査、点滴など
の際に、お名前をお聞きしています。
ご協力をお願いします。

苗字だけでな
く氏名でお願
いします。

呉医療センター・中国がんセンター院長

提示期間：無期限

呉医療センター

安全確認の為

“お名前”を
名乗っていただいて

います。

　当病棟では、2017年４月～６月の３ヶ月間で薬剤の破
損金額が約３万円と院内ワースト１位でした。その主な
原因は、「落下」「中止後の薬剤の溶解」「誤って開封」
でした。スタッフの行動を観察すると、トレーを使用せ
ずに薬剤を取り出している場面や、常備棚から薬剤を
持ったまま、歩いている様子が見られました。また、環
境面では、常備棚の扉が十分に開く事ができていません
でした。そのため、これらの原因に対して３つの対策を
立て改革に取り組みました。

　１つ目は意識改革として、薬剤を取り扱うときはマ
ニュアルの手順を守るよう、注意喚起を促すためのカー
ドを作成し、コストに対する意識を高める目的で常備棚
のそれぞれの薬剤の単価を掲示しました。２つ目は環境

改革として、 注
射準備室の不要
な物は全て除去
し、注射準備室
の 医 療 廃 棄 物
BOXの 種 類 ご
とで置く場所を
変更しました。

３つ目は行動改革として、 高
カロリー輸液の調剤時間や、
変更・中止時は調剤時間まで
に薬剤部へ一報するように医
師・看護師へ周知しました。
また、トレーを使用するよう
常備棚に注意喚起ポスターを
作成・掲示し常備薬チェック
表の位置を変更しました。これら３つの改革を行った結
果、スタッフの薬剤コストに対する意識が高まり、人対
人・物の接触による破損を減らし、薬剤の落下による破
損・調剤後の薬剤の破損を防ぐことができ、約３万円の
破損金額が約300円まで減少しました。
　今回の取り組みから決して高額な減少ではありません
が、「意識改革」「環境改革」「行動計画」のキーワード
が大切である事を学びました。

院内QC発表会で最優秀賞を受賞しました
　７Ａ病棟　看護師　平　井　る　り
　　〃 　　　〃　　増　山　加　奈
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　2018年２月20日から２月24日までタイ王国の首都バ

ンコクで開催された第29回Rajavithi Hospital Annual 

Academic Meetingに団長の繁田正信先生をはじめ、本

院より８名のスタッフが参加しました。過去数年に渡っ

て当院から参加させていただいており、例年通り、また

はそれ以上に熱気溢れる会が催されました。

　今回は、泌尿器科科長・繁田正信先生を筆頭に、臨床

研究部・田口和浩先生、３A病棟・長岡孝典看護師、６B 

病棟・矢野明日香看護師、ME管理室副技師長・多賀谷

正志臨床工学技師、放射線科・山根明哲放射線技師、２

年目初期研修医・峠香苗、１年目初期研修医・中野志保

が参加しました。

　海外発表はもちろん、英語での発表は初めてという参

加者も多く、ポスター作成の段階から不安や緊張感が常

にありました。私は昨年の参加者の方から、海外での発

表を一度でも経験し、挑戦することが大事であると伺っ

ており、その言葉に背中を押され学会への参加を希望し

ました。堂々とすることと、堅実に自分の発表する内容

に関して学び、それを英語でも伝えられるようにするこ

とを意識し練習を行い、タイへと出発しました。

　スワンナプーム空港に到着すると、冬の日本とは打っ

て変わり、湿度の高い熱気と、南国特有の甘い匂いと喧

噪に包まれました。緊張が解け、これからの５日間に胸

を膨らませたことを覚えています。

　 到 着 後 か ら 最 終 日 ま で、 私 た ち は 主 にRajavithi 

HospitalのNingさんとNutさんに案内をしていただきま

した。お二人は英語が堪能で私たちの全ての行程を把

握・誘導をしてくださり、細やかな配慮でもてなしてく

ださいました。国際交流において、相手をもてなし、自

国のことを伝える熱意を感じ、その気持ちを当院での

KINTでお返ししたいと思いました。到着後に開かれた

Welcome Receptionでも、台湾やベトネムなど各国から

招かれた参加者と食事を共にし、自国の医療について語

り合う光景をみて、翌日の学術発表がさらに楽しみにな

りました。

　学会当日は、まず病院内の見学をさせていただきまし

た。見学したICUでは、病床の多

さと、機材・人材の充実ぶりに

医療水準の高さを感じました。心

臓血管外科手術後の管理を行う

SICUでは、IABPによる循環管理

が数人の方に行われていました。

また看護師の方は小児から高齢者

まで幅広く看護しており、そう

いった日本との細かな差違も勉強

になりました。

　 そ の 後Rajavithi Hospitalの 大

ホールで開会式が行われました。

多数のカメラが取材をする中、タイ政府高官の講演など

が行われ、この学会のタイにおける重要度がうかがえま

した。そのような聴衆に囲まれてのポスター発表は至極

緊張しましたが、練習通り堂々とすることを心がけ、鋭

い質問に最大限の持てる知識と、拙い英語を伝えたいと

いう気持ちを身振り手振りでカバーし、必死に答えるこ

とができました。ポスター会場では各々のポスターの前

で熱い議論が交わされており、それを見ているだけでも

今後医師として医療に携わるにあたって、国際的に隔た

りなく学びを深め、議論できるようになることが必要だ

と感じました。同時に初期研修医の段階でそれを肌で感

じることのできる場に連れてきていただけた幸運を痛感

しました。

　発表後は公式のパーティが開かれ、盛大な会となりま

した。タイ料理がふるまわれ、伝統舞踊、楽器の演奏な

どが披露されました。看護師の方々が伝統衣装に身を包

み、踊りを披露してくださるなど、趣向が凝らされ、そ

の歓待ぶりに感動しました。会の最後にはダンスパー

ティが行われ、国や立場、年齢を越え、視線を交わして

音楽に身を委ねて大いに楽しみました。

　旅を通しての全ての体験がまたとない貴重な経験でし

た。見識も広がり、国際的な舞台で様々な人と語り合い、

活躍したいという思いが強まりました。また、こういった

学会や病院同士の交流の意味・重要性が理解できました。

　最後になりましたが、このような機会を与えて下さっ

た谷山院長及び、メンバー不在の間業務をフォローして

下さった皆様に心より御礼申し上げます。

第 29回 Rajavithi	Hospital	Annual	Academic	
Meeting	“SMART	HEALTHCARE”	に参加して
呉医療センター・中国がんセンター　臨床研修医（２年） 　峠　　　香　苗

同　　（１年） 　中　野　志　保
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　私達は、今回2018年２月20日から24日までタイのバン

コクで開催された“The 29th Rajavithi Hospital Annual 

Academic Meeting”に参加しました。私達は、ポスター

セッションの発表で長岡孝典は、「ICDSCを用いたせん

妄判断　～看護師経験年数が与える影響～」、矢野明日

香は、「腹部温罨法による消化器疾患患者の腹部膨満感

の軽減効果　～温湯とアロマオイルの比較～」という

テーマでした。初めての海外発表ということもあり、ポ

スター準備の段階から多くの方々にご指導、支援を頂

き、無事にポスター作成ができました。私達はタイに入

国後、ラジャビチ病院スタッフから「ウェルカムパー

ティー」でもてなしていただき、緊張もほぐれ、学会の

日を迎えることができました。学会当日は、午前中にラ

ジャビチ病院の施設見学を行い、看護部の役割、ICU、

ER、内視鏡センター等の見学を通して医療水準の高さ

を感じました。特に、ICU見学時に入院中の小児挿管患

者へ看護師２名が体位ドレナージによる排痰援助を行っ

ている姿がとても印象的で、改めて看護が世界共通であ

ることを実感しました。午後からのポスターセッション

では英語での発表に苦戦しながらも、相手の質問に対し、

応答をすることで自分の自信につながる良い経験になっ

たと思います。また、不慣れな英語とともにボディーラ

ンゲージを用いて相手に伝えようとすることで、非言語

的なコミュニケーションを交えた国際交流を図ることが

できました。

　学会終了後のレセプ

ションパーティーで

は、余興やダンスな

ど、一緒に参加したメ

ンバーとともに楽しい

時間を過ごすことがで

きました。

　２日目は、バンコク市内観光をしました。アユタヤ王

朝の史跡見学やゾウ乗り体験など、タイの文化に触れる

ことがとても良い経験となりました。

　今回の海外発表を通して改めて言葉の壁を乗り越え

て、『看護』という共通言語を通したコミュニケーショ

ンの大切さ、相手の文化を尊重した関わりの重要性を学

ぶことができたと思います。

　この度、このような貴重な機会を与えてくださった、

谷山院長先生、鴫田看護部長始め、皆様に感謝し、今後

も患者さんの心情に寄り添った、愛のある看護を実践し

ていきたいと思います。

The	29th	Rajavithi	Hospital	Annual	
Academic	Meeting	2018 に参加して

３Ａ病棟（救命救急センター）　看護師　長　岡　孝　典
６Ｂ病棟（消化器内科病棟）　看護師　　矢　野　明日香



波と風  vol.43

1716

　１月18日（木）14：00から、

外来待合ホールにおいて、ボ

ランティアによる新春コン

サートを行いました。このイ

ベントは、当院のボランティ

アにより開催し、演奏を「邦

楽グループＫＡＭＯ」の方々

が、担当しました。

　「邦楽グループＫＡＭＯ」は、東広島周辺の「箏（こと）」、 

「三弦」、「尺八」等、和楽器が好きなメンバーが集まっ

て、流派を超えて1995年に結成されました。現在13名

（尺八５名、弦方８名）のメンバーで活動しているとの

ことです。また、毎月８月に定期演奏会を開催するほか、

文化祭の参加や学校、老人保健施設等でボランティア演

奏を行っているとのことです。

　当日は、病棟や外来の患者さんや付き添いの方々が多

く参加され、同時に病棟の院内テレビ中継も行いました。

会場は大変盛況で、満席となり、多くの方がその音色に

耳を傾けておられました。箏と尺八の音色は、新春にふ

さわしく、「さくら」や「荒城の月」などの演奏は、と

てもすばらしいものでした。

ボランティアイベント　
新春コンサート　～箏と尺八の音色にのせて～

　平成30年３月１日に第53回卒業式が行われました。
　不安と期待を背負って入学した３年前、真っ白な白衣
とナースキャップを身にまとった先輩方を見て、「どの
ような学校生活になるのだろう。」「私もあんな風にかっ
こよく白衣を着ることができるようになりたい。」と思っ
たことを今でも覚えています。医療・看護の専門知識や
看護技術の習得、臨地実習と学ぶべきことの多さに悪戦
苦闘しながら、講師の先生方、呉医療センターの医師・
看護師の方々、学校の先生方にご教授いただき、時には
学生同士で協力しながら日々学びを深めていきました。
私自身も、日々変化する患者さんの状態に合わせてどの
ように関わればよいのか、迷うこともありました。その
際には、指導者さんや先生方からご指導をいただきなが
ら患者さんの苦痛が少しでも軽減し、安全・安楽に過ご
せるように関わらせていただきました。また、私は「患
者さんに寄り添う看護」を大切にしており、患者さんの
心情や状況に合わせた関わりや安心して医療・看護が受
けられるような環境づくりを心がけながら、実習をさせ
ていただきました。実習を通して、「ありがとう。あな
たがいてくれてよかった。」と、感謝の思いを表出して
くださり、信頼関係の構築が大切であり、これからの看
護にもつなげていきたいと思います。

　３年次の12月まで臨地実習が続き、その後は１月18日
の国家試験に向けて「全員合格」という目標を掲げて、
日々学習を積み重ねてきました。先生方の強力なサポー
トや仲間たちの励まし、さらには学校長先生、看護部長
様をはじめとする病棟スタッフの皆様、また卒業生の
方々からの温かい声援がとても心強く、それを糧として
試験当日までがんばることができました。そして、３年
間助け合いながら過ごした53回生の仲間がいたからこそ
のりこえることができたと思います。
　４月から看護師として各々が新たな環境で働きます。
１つひとつの出会いや関わりを大切にし、患者さんに寄
り添い確かな技術、知識を身につけていくために、今後
も自ら学ぶ姿勢をもって日々学習を積み重ねて、成長で
きるよう精進していこうと思います。最後になります
が、３年間、看護師になる上で大切なことを学ぶことが
できたのは、先生方、指導者の方々をはじめ、多くの
方々の支えがあったからこそだと思います。そして、何
より未熟な私たちを笑顔で受け入れてくださった患者さ
んとご家族に心より感謝しています。ありがとうござい
ました。

第 53 回卒業式

「卒業式」を迎えるにあたり
呉医療センター附属呉看護学校　53回生　　長　山　　恵

谷山院長先生　挨拶

花束贈呈
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　平成30年１月17日から１月19日まで、病理診断科の谷山

大樹先生とともに、タイ王国の北部に位置するチェンマイ 

市のLe Meridien Chiang Mai ホテルで開催された25th 

Thai-Japanese Workshop in Diagnostic Cytopathology 

に参加させていただきました。このワークショップへの

参加の話があった当初、私にとって初海外であることや、

英語での発表ということもあり、不安がありました。し

かし、海外の病理医や細胞検査士の方々と交流できる機

会であり、貴重な経験を持てるチャンスだと思うと、期

待で胸が高鳴りました。

　この細胞診ワークショップには、タイ王国、日本、シ

ンガポール、アメリカ、オーストラリア、韓国、フィリ

ピン、ネパール、台湾、香港から参加者が集い、講演と

ポスター発表が行われました。

　講演では、悪性中皮腫の遺伝子検査、WHO2017に新

しく記載されたNIFTP（非浸潤性甲状腺濾胞性腫瘍）、

セルブロックの作製方法などの講演がありました。細胞

像の所見を英語で聴講することが非常に新鮮で、リスニ

ング力の重要性を感じました。

　ポスター発表は全12演題あり、当院から谷山大樹先生

が「捺印材料とFNAにおける細胞学的特徴の比較につ

いて」、私が「骨外性粘液型軟骨肉腫の１症例」につい

て発表しました。発表時間は５分、質疑応答３分で、全

て英語での対応でした。

　谷山大樹先生の発表には、多くの先生方が興味を抱き、

質疑応答が活発に行われました。その結果、ポスター賞

３位を受賞されました。私の発表では、事前に多くの先

生方から指導して頂いたおかげもあり、無事に発表を終

えることができました。質疑応答では、英語に慣れてい

ないこともあり、聞き取れなかったですが、谷山大樹先

生に助けてもらい、乗り切ることができました。

　発表以外にも、Welcome party やフレンチレストラ

ンでの会食などを運営側が設けてくださり、学会参加

者との親睦を深めることができました。Welcome party 

ではタイの伝統的な料理をはじめ、キンカラー舞踊、剣

の舞などを楽しむことができました。

　私は、今回のワークショップを通じて、海外参加者の

細胞診断への意欲の高さに感銘を受けました。また、身

近に英語を感じることができ、非常に良い経験をしまし

た。今回の貴重な経験を日常業務に活かしていきたいと

考えています。

　最後になりますが、今回の貴重な機会を頂いた谷山清

己院長をはじめ、不在中業務にご負担をお掛けした病理

診断科・臨床検査科スタッフの皆様に深く感謝いたしま

す。

25th	Thai-Japanese	Workshop	in	Diagnostic	
Cytopathology	に参加して

病理診断科　臨床検査技師　　藤　澤　宏　樹

図１「ポスター発表の様子」

図２「welcome party 風景」

　１月26日に新電子カルテシステムにむけてキックオフ

会議を開催しました。現在の電子カルテシステムは2011

年に運用を開始して６年以上経過し、更新の時期には

いっています。現在の電子カルテシステムは、セキュリ

ティと利便性の両立を目的に、電子カルテ系と情報系の

２つの仮想サーバを設置し両サーバ間を隔離しつつ、端

末上では２つの画面を同時に表示させています。これは

電子カルテを利用しつつ、インターネットも同じ端末で

参照できるため診療しつつ医学情報をすることができ

る画期的なものでした。各端末は通常のパソコンでは

なく、データを端末に残さないシンクライアントと呼

ばれる機器をもちいることで情報漏洩を防いでいます。

非接触型のICカードでログインを行うこともセキュリ

ティー対策に貢献しています。電子カルテは、単なるパ

ソコン上のソフトというわけではなく、検査やリハビリ、

放射線などなど実に多くの部門システムと連携していま

す。当院は非常に多くの部門システムを擁しており、複

雑なシステムを更に複雑化する要因になっています。

　一方で、電子カルテの動きが遅く仕事の効率が上がら

ないこと、複雑システムのため電子カルテソフトのアッ

プデートが困難といった問題がでてきました。

　折りしも、日本年金機構の個人除法漏洩に端を発して

情報セキュリティー対策の重要性が声高に言われるよ

うになっています。官公庁のHPやシステムが外部から

不正侵入された、大企業の個人情報が流出したという

ニュースも頻繁に聞かれるようになりました。

　電子カルテの更新に当たっては、多少利便性が失われ

ても患者さんの大事な情報を守るべきという原則にたっ

て仕様を検討し、入札の末、富士通株式会社が落札しま

した。１月26日に各部門の担当者、富士通の電子カルテ

の担当者が臨床研修センター１，２に集まり、新カルテ

のキックオフが行われました。冒頭で谷山院長が電子カ

ルテ、情報系のセキュリティに関する重要性を延べ、次

いで医療情報部長の小生がセキュリティが重要であるこ

と、仮想をやめ、電子カルテのパッケージ品を用い、当

院独自のシステムを基本的になくすこと、などを伝えま

した。電子カルテの台数についても従来より減らす必要

がありますが、各方面に理解を頂きたいと説明しました。

　その後、富士通の各担当者の自己紹介があり、キック

オフは終了しました。早速各部門担当者とのミーティン

グが始まっていました。今後はワーキンググループで詳

細を詰め、2018年９月末以降に稼働を予定しています。

　稼働時には外来診療や救急を制限する必要がありま

す。その期間は患者さんにご迷惑をおかけしますが何と

ぞご理解頂きますよう御願い致します。

電子カルテ更新プロジェクトキックオフ
	 医療情報部長	

神経内科科長　　鳥　居　　剛
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　寒さも落ち着き、暖かい季節になりました。こ
の季節になると毎年気になるのが花粉ですね。花
粉症は体が花粉（アレルゲン）に反応することで
発症します。この反応が正常な場合は花粉症を発
症することはありませんが、この反応が過剰に起
こる場合に花粉症などのアレルギー症状を引き起
こします。
　そこで、今回は免疫機能についてご紹介します。

【腸内細菌と免疫】
　私たちの体には異物から体を守るために免疫シ
ステムというものが存在します。この免疫システ
ムには腸が大きく関わっていると言われていま
す。ヒトの免疫システムの約60％は腸に存在す
るといわれており、腸内細菌のバランスが良いほ
ど免疫機能が良いとされています。
　腸内細菌には、善玉菌・悪玉菌・中間菌の3つ
が存在し、このバランスが崩れると腸内環境の悪
化から免疫機能が低下し、さらには大腸癌の発症
リスクも高まると言われています。腸内環境が悪
化する要因としては、肉に偏った食事・野菜不足・
飲酒・喫煙・ストレス・運動不足・睡眠不足など
が挙げられます。これらを改善するためにはバラ
ンスの取れた食事と十分な睡眠、禁煙、節酒、適
度な運動が大切になります。

　腸内環境を良好に保ち免疫能を高めるために以
下の食生活に注意しましょう。
1．  主食（ご飯）・主菜（肉や魚）・副菜（野菜）の揃っ
たバランスの良い食事

  　副菜は2品を目標に摂ると1日の野菜摂取目
標量に近づきます。

2．野菜はたっぷり1日350gを目標に
  　きのこ、海藻類にも食物繊維はたっぷり含

まれており、ほとんどカロリーが無いので
量を気にせず食べることができ、おかずのボ
リューム不足の解消にもってこいの食材で
す。野菜に多い食物繊維は加熱しても壊れる
ことはないため、火を通しカサを減らすこと

で、無理なく量をとることができます。
  　目安として、１食に生野菜であれば両手

１杯（100g）、加熱野菜であれば片手１杯
（100g）を摂取することで300gは摂取するこ
とはできます。残りの50g（生野菜であれば
片手半分程度）は１日の中で摂取できるよう
工夫しましょう。

3．乳製品や発酵食品を摂取する。
  　乳製品や発酵食品には腸内のバランスを整

えてくれる善玉菌が豊富です。ヨーグルトは
もちろん、味噌・キムチ・ぬか漬け・塩麹な
どの発酵食品を上手に取り入れましょう。

  　また、腸内細菌のエサとなる食物繊維やオ
リゴ糖を摂取すると、より善玉菌の働きの活
性化を期待できます。

  　ヨーグルトにオリゴ糖、納豆にキムチなど
組み合わせて食べるのがおすすめです。

4．	ストレスを溜めない
  　環境変化の多い季節です。普段よりもスト

レスを感じやすい季節かもしれませんが、休
日に趣味を楽しむなどして、ストレス発散方
法を見つけましょう。

5．	適度な運動と十分な睡眠をとる
  　忙しい毎日を送っていると、まとまった運

動をすることが難しい方もいらっしゃるか
もしれませんが、日々の生活の中でできるこ
とがきっとあると思います。例えば、通勤に
車でなくバスなどを利用し、一つ前で降りて
歩いたり、移動にエレベーターやエスカレー
ターでなく階段を使ったりと、簡単にできる
ことから取り組んでみましょう。

　４月は新生活スタートの季節でもあり、生活リ
ズムの乱れから腸内環境も乱れやすい時期です
が、そんなときこそ、これら
５つのポイントに注意しなが
ら腸（超）元気生活で新生活
を迎えましょう。

腸内環境と免疫について
栄養管理室　砂田 沙羅

　慣れない環境の中、治療を受ける患者さん

やその家族の不安が少しでも軽減するよう笑

顔で接する事を心がけています。

　「察する、繋がる、応える」を日々心掛け

て仕事に取り組んでいます。

　忙しいときこそ忘れてしまいがちですが、

患者さん一人ひとりに笑顔で対応していきた

いと思います。

　患者さんや御家族の気持ちを考えな

がら話を聞き、少しでも心が和むよう

な対応を心掛けています。

　治療を受けている患者さんの気持ちに

寄り添い、どんな時でも笑顔を忘れず、

患者さんと接する様にしています。

　患者、家族に対していつも優しく丁寧に接してくれ
ています。その笑顔に患者さんだけではなくスタッフ
も癒やされており、とても大切な存在です。

　スターバックスでのバイト経験が活かされた接遇抜
群のフレッシュ 1年生です。

　優しくて明るくパワフルな岡田さん。
　患者家族からの信頼も厚く、私たちスタッフも頼り
にしています。

大塚　師長　より	

二五田　薬剤部長　より	

竹中　師長　より	

　いつも患者さんやご家族、スタッフと笑顔で接して
いるので吉井さんの周りにはいつも明るい花が咲いて
います。

池田　師長　より	

看護部
３A病棟
看護師

薬剤部
薬剤師

看護部
７A病棟
看護師

看護部
７B病棟
看護師

大田 芽衣さん

山口 千尋さん

岡田 ゆかさん

吉井 侑花さん

接遇キラリさん接遇キラリさんうちの部署の
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　当院は呉駅前徒歩２分、今西通りに面して中央郵便局

の筋向いにあります。写真の表札は高知で母が開業して

いた「吉川醫院」のもので当時は耳鼻科・小児科も標榜

しておりましたが、当院「よしかわ医院」は外科・内科

を標榜しております。

　外科としては外傷（けが、きず）の治療や粉瘤・脂肪

腫など皮膚腫瘤（できもの）の摘出手術を行います。肛

門疾患（おしりの病気）の診察・治療もしております。

消化器疾患についても、内視鏡検査（胃カメラ：経鼻か

らも可能な細径）や超音波検査（エコー）などの基礎的

な検査をしたうえで、治療を行います。さらに詳しい検

査や外科的な治療（手術）が必要な場合には、それぞれ

の専門の科で治療をお願いすることになりますが、一般

の方にとって、自分がどこの科にかかったら良いものな

のか？を判断することはとても難しいことだと思いま

す。ご相談をさせて頂いたうえで総合病院の専門科に紹

介をさせて頂きます。

　甲状腺疾患については、超音波検査による診断や穿刺

吸引細胞診による病理診断も行っております。これによ

り甲状腺腫瘍（しこり）の診断が可能になります。また

バセドウ病や橋本病といった甲状腺機能異常の診断治療

も、採血から40分程度で甲状腺機能を院内で測定可能と

なり、リアルタイムに薬の調節ができるようになりました。

また、勤務医時代は、漢方専門医として主に外科での漢

方治療を行ってまいりましたが、現在はさまざまな病気

に漢方薬での治療を西洋薬と併用することによりきめ細

やかな治療を行うことができるようになりました。お気

軽にご相談ください。

　私は、平成20年７月から25年９月まで、呉医療セン

ター・中国がんセンターで、外科医として診療してまい

りました。主に消化器がん（肝胆膵領域を中心に、上下

部消化管）・甲状腺疾患を診療しておりました。平成25

年10月に「よしかわ医院」を開院後、１年間非常勤とし

て兼務いたしました。開院以来４年余りが過ぎました

が、この間に35人の初発の癌患者さんを紹介し、多くを

呉医療センターで治療していただきました。特に甲状腺

がんは10人を診断し紹介させていただきました。昨年（平

成29年）は13人15病変（甲状腺がん３、乳がん３、大腸

がん２、胃がん２、他）を紹介することができ、診療所

としてやっと癌診療の

一部を担当できるよう

になったと感じていま

す。これもひとえに呉

医療センターとの連携

の賜物と感謝しており

ます。

＊休診日　水曜日・土曜日午後・日曜日・祝日
＊�院長学会出席などにより、臨時休診となる場合も
ございます。

よしかわ医院
▪広島県呉市中央１−３−１ 光陽ビル２Ｆ
　（呉駅前徒歩２分）
▪TEL : 0823-23-2066
▪E-mail : info@yoshikawa-cl.jp

診療時間 月 火 水 木 金 土

9：00～12：30 ● ● ／ ● ● ●

14：30～18：30 ● ● ／ ● ● ／

病診
連携 院長　　𠮷　川　幸　伸

よしかわ医院

呉郵便局
●

カメラの●
サエダ　　

中国新聞
●（JTB）

●広銀

●呉阪急ホテル

→竹原方面広島方面←

Ⓟ

呉　駅

よしかわ医院

　2007年がん対策基本法の制定に伴い、「がん患者の意

向を尊重したがん医療の提供体制の整備」が規定され、

患者の立場に立った医療対策の必要性が謳われるように

なりました。身体症状の緩和や心理的な問題への援助

は、治療の初期段階から積極的な治療と並行して行われ

ることが重要で、治療時期や療養場所を問わず、適切に

提供することが求められています。

　そこで2010年４月から、医師が診断結果と治療方針の

説明を行う際に、緩和ケア認定看護師が同席し、患者及

び家族の意思決定支援を行う目的でカウンセリングを

行っています。厳しい病状説明や複雑な治療計画を説明

された後、何をどのように考えて治療方針を選択すれば

良いか困惑する患者さんは、沢山おられます。治療の初

期段階や治療の節目に何を選択するのかが重要で、病気

を治すことは元より、これから受ける治療が自分の生活

にどのような影響を及ぼすのかを知る必要があります。

治療方針の決定に参加してもらうためには、治療のメ

リットとデメリットが理解できるよう、生活に密着した

かみ砕いた説明や患者さんが抱える事情を汲み取る必要

があります。

　更に、人生の終焉をどう生きるかということが取り

上げられるようになり、がん患者の意思決定支援に

は、アドバンス・ケア・プランニング（Advance Care 

Planning: ACP）という概念が重要であると考えられる

ようになりました。ACPとは、将来起こりうる病状の

変化に備えて、医療従事者が患者や家族と共に、医療上

の希望、生命維持治療に対する意向、医療に関する代理

意思決定者の選定などを行うプロセスを指します。病気

が進行した際に、自分の人生をどう生きるのかといっ

た重大な選択を行う必要があります。QOL（生活の質）

の低下が予測される療養環境で治療を継続するのか、治

療効果が低下してもリハビリ可能な施設で療養を続ける

のか、時間は短くとも家族と過ごすのか、などの正解が

ない選択は、患者さんにとっても医療者にとっても悩ま

しい選択となります。こういった問題を患者任せにする

のではなく、患者さんと共に悩み考えていくことが大切

であると考えます。患者さんが最終的に選択された決断

が、『自ら真剣に考え、家族とも

悩み抜いて出した結論だ』と、納

得できるような支援を提供し続け

たいと考えています。

相談支援室紹介
～「生きること」を支える意思決定支援について～

	 緩和ケア認定看護師　中　西　貴　子
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編集後記
　今回は院内研究発表会、タイのRajavithi病院での研究会参加などの学術活動や国際交流を中心にご紹介させていただきました。�
４月はスタッフの異動により、色々とご迷惑をおかけしておりますが、当院の理念である“相手の心情に寄り添う愛のある医療”を笑
顔で実践していきたいと思います。何卒よろしくおねがいいたします。� （広報委員会 委員長）

呉医療センターへご寄付をいただきました。
昨年10/１〜12/31の間にご寄付を 山本　賢治様 ほか匿名１名からいただきました。

当院において患者さんのために使用させて戴きます。ありがとうございました。

平成31年度 看護師・助産師募集
わたしたちと一緒に
　働いてみませんか。

管理課　給与係長まで
☎0823-22-3111（内線 6213）

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
〒737-0023 広島県呉市青山町 3-1

1. 募集職種
　 看護師、助産師
2． 応募資格
　 看護師・助産師の免許を有する方
3． 応募方法
　　1）必要書類

　　　

　
　　2）提 出 先　　呉医療センター 人事係
　　3）応募締切　　平成 30 年 7 月 18 日㈬消印有効

4． 試験内容
　　1）論文試験（800 字程度の小論文）
　　2）面接試験
5．待遇について
　　独立行政法人国立病院機構職員給与規程により支給されます。
　　1）基本給（平成 29 年度実績）
　　・看護師 初任給 大学卒　 205,200 円
　　　　　　　　　  短大 3 卒 195,900 円
　　　　　　　　　  短大 2 卒 187,600 円
　　・助産師 初任給 208,000 円
　　2）諸手当
　　・専門看護手当（専門看護師 5,000 円、認定看護師 3,000 円）
　　・夜間看護等手当、夜勤手当
　　　（準夜、深夜勤務の実績に応じて支給）
　　　（二交代夜勤１回当り手当額 概ね 11,000 円）
　　　（三交代夜勤１回当り手当額 概ね 5,000 円）
　　・業績手当（年間基本給等の 4.2 月分）
　　・住居手当（借家の場合、最高 27,000 円支給）
　　・通勤手当（55,000 円まで全額支給） 

〈平成 31年度募集要項（抜粋）〉

資料請求・問い合わせ

＊書類提出時の留意事項
　　　　・書類提出は、添付・記入漏れのないように注意し、封筒の表に看護職員応募書類在中
　　　　　と朱書きして下さい。
　　　　・郵送の場合は簡易書留にて送付して下さい。
　　　　・学校等の都合により、必要書類の一部が提出期限に揃わない場合は、その旨を記した
　　　　　メモとそれ以外の必要書類を提出期限内に提出し、不足書類は試験前日までに提出先に
　　　　　届くようにして下さい。
　　　　・提出書類の返却は致しませんのでご了承下さい。

受験希望
職種

平成 31 年 3 月
資格取得見込みの方

①履歴書（指定の用紙）
②在学中の養成機関の成績証明書
③卒業見込み証明書

①上記内容の書類一式
②看護師資格を有する方は、
　看護師免許証（写）

①履歴書（指定の用紙）
②看護師免許証（写）
③養成機関の卒業証書（写）又は卒業証明書

①上記内容の書類一式
②助産師免許証（写）

資格を有する方

看護師

助産師

平成30年 7月28日㈯
採用試験日

http://www.kure-nh.go.jp/
TEL:0823-22-3111（内線 6117）月～金 9：00～17：00

E-mail:kangobu@kure-nh.go.jp（看護部）

上記の日にちで都合がつかない場合は調整いたしますので下記までご連絡下さい。
病院見学会・インターンシップ

について

病院見学会 インターンシップ
平成30年 

  4月6日㈮ 
  5月7日㈪ 
  6月22日㈮
  7月18日㈬

平成30年 

  4月20日㈮・26日㈭ 
  5月21日㈪ 
  6月6日㈬
  7月6日㈮

表紙「押し花絵」について
　表紙は、当院でボランティア活動をしてこられた故山本惠美子さんの押し花作品です。残念ながら、山本さんは平成29年７月15日に旅立たれました。生前の作
品を数回に渡り掲載しています。


