地域災害拠点病院
地域医療支援病院
地域がん診療連携拠点病院
総合周産期母子医療センター

岡山医療センターの理念

今、
あなたに、信頼される病院
−病める人への献身、
医の倫理に基づく医療への精進と貢献−

１：医学的根拠に基づいた高度で良質な医療を提供します
２：病める人の権利と意思を尊重した、安心安全な医療を提供します
３：地域の中核病院として医療連携を通じ、地域社会に積極的に貢
献します
４：教育研修病院として医師、看護師等医療に従事する人材育成
に努めます
５：医学の進歩に貢献するために、臨床研究を積極的に行います
６：職員が仕事に誇りと充実感を感じられる病院作りをめざします
７：上記6項目を実現し維持するため、健全な病院運営に努めます
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携帯サイトを
開設しました！

特 集
院長挨拶

― 私たちが掲げる新しい理念 ―
院長

さ とう

佐藤

とし

お

利雄

国立病院機構岡山医療センターは、地域との結びつき

今年度から、

の強い急性期総合病院として貢献してまいりました。

私たちの理念は、

「今、
あなたに、
信頼される病院」 ― 病める人への
献身、医の倫理に基づく医療への精進と貢献 ―

現在当院は、地域医療支援病院、総合周産期母子医
療センター、地域がん診療連携拠点病院、地域災害拠
点病院として、また国立病院機構としての政策医療
（がん、

と更新いたしました。

心筋梗塞、脳卒中、糖尿病、救急医療、災害時医療、周
産期医療、小児医療 ）
、移植医療(
腎移植、骨髄移植)
、

少子高齢化が日本社会の大きな問題となる中、信頼さ
れる医療を提供することこそ病院の使命であり原動力と考

運動器医療、難病医療 など総合的で高度な急性期医療

えます。我々は「信頼」をキーワードとして、良質な急性期

を提供しています。また、岡山市からの委託を受けて岡山

診療を発展させたいと考えています。

市立金川病院を地域包括ケア病院として運営しています。

日本の医療環境が大きな変化を遂げている中、病院に
従来の診療の質をさらに向上させながら、今年度から入

とって「これまで築き上げてきた信頼」
を礎に、
「今」岡山医

院の受け入れ機能を再強化してまいります。

療センターが提供する医療が、これからの「新しい信頼」

さらに、今年4
月から地元御津医師会と連携し、地域医

でありたいとの思いです。

療の完結をめざした岡山市北部合同連携デスクを開始し、

「あなた」
という言葉は、不特定多数の患者さんではなく、

診療所と病院群が情報を共有しながらより深い連携診療

「あなた」という存在一人一人を尊重して我々が患者さんと
向き合うということ。さらに一緒に地域医療を構築している

を構築しつつあります。

他の医療関係者の皆さんも
「あなた」
です。
そして我々の仕事の原点は、
「病める人への献身、医の

私たちは、私たちの持つ最新の医療資源を十分に生か

倫理に基づく医療への精進と貢献」
につきると考えています。

し、岡山医療センターならではの地域の中核病院として、
これからも皆様のために医療の充実と健康増進に貢献し、
優秀な人材の育成にも努力してまいります。
よろしくお願いいたします。
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特集

介
診療科等紹

耳鼻咽喉科

耳鼻咽喉科
はじめに
耳鼻咽喉科は一般的には中耳炎やアレルギー性鼻炎を
診る科ということは知られていますが、それ以外にはど
のような疾患を対象としているか詳しくはご存知ない方
も多いと思います。耳鼻咽喉科は、人の首から上の構造
のうち、脳脊髄神経・脊椎・眼球を除いたほぼ全ての領
域の疾患を対象としています。
非腫瘍性の代表的なものでも、耳科領域の中耳炎や聴
力障害および平衡機能障害・めまい、鼻科領域の副鼻腔
炎・アレルギー性鼻炎・嗅覚障害、口腔咽頭科領域の口
内炎・扁桃炎・味覚障害・嚥下障害、喉頭科領域の声帯
ポリープや声帯麻痺などの音声障害・言語障害・気道ト
ラブル、その他には一般的な上気道炎・先天性嚢胞や奇
形・外傷・異物など、と多岐に渡ります。
腫瘍性疾患としては良性悪性を含め耳・鼻副鼻腔・咽

連携しての口唇口蓋裂外来や認定補聴器技能者を迎えて

喉頭・口腔・唾液腺（・施設によっては甲状腺）などか

の補聴器外来を行っております。また現在、音響分析機

ら発生するものを扱います。

や喉頭内視鏡を揃えて言語聴覚士と連携した音声外来の
開始を目指しております。

当院の耳鼻咽喉科の体制
当院の耳鼻咽喉科は平成21年には医師8年目と4年目
の二人体制で最若の科でありましたが、翌平成22年から

おわりに
首から上の領域というと人体のうち結構な体積を占め、

は増員となり以降三人体制で日々診療に当たっておりま

人体の五感のうち（時には第六感も？）含んでいるにも

す。

関わらず、耳鼻咽喉科はマイナーな科であり人数的には

外来におきましては、月・水・金の一般外来に加えて、
専門外来として形成外科・歯科口腔外科・言語聴覚士と

全体の医師数の2～3％と限られています。一方で昨今の
社会の高齢化の影響で嚥下障害や聴力障害への対応の必
要性が益々高まってきており、相対的にも更に耳鼻咽喉
科医数が全国的に不足している状況であります。よって
我々は当科領域の教育の意味も含めて積極的に初期研修
医の研修を受け入れ、そしてそれを楽しみとしておりま
す。

耳鼻咽喉科
スタッフ
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特集

介
診療科等紹

歯

科

こんにちは。歯科です！
歯科衛生士が医師・歯科医師と連携して行う
専門的な口腔のケア

当科では全身疾患をもつ方を中心に、チーム医療を大切に
した歯科診療を行っています。
一般歯科治療（虫歯や歯周病の治療、入れ歯の作成等）の
他に、外科小手術（埋伏した親不知の抜歯、口の中の良性腫
瘍や嚢胞摘出等）、口の粘膜や顎の関節の病気などにも専門

①周術期口腔機能管理：全身麻酔下で外科手術を行う場合

手術前に、器具や用具を使用した歯石除去などの歯周病

基本治療や感染源の除去をしておくことで、手術後の感染症

的に対応しています。
また、血をサラサラにする抗凝固薬や骨を強くするビスホス

や合併症を防ぎ、術後の早期経口摂取や回復を目指します。
また、術後の歯の損傷や脱落も予防できます。

ホネート製剤等を使用中で、歯を抜くなどの外科的治療時に
注意が必要な患者様でも,
安心かつ安全に治療が行えるよう、
各診療科や地域のかかりつけ医と密に連携をとり診療を行っ

②周術期口腔機能管理：抗がん剤や放射線治療を行う場合

がん治療での化学療法や放射線治療の場合、治療開始前

ています。
また、
“歯科恐怖症”の患者様に対しては不安を和らげるた

から口腔内環境を整備し、さらに自分自身での口腔管理の方

め、静脈内鎮静下（うとうとした状態）での歯科治療も行ってい

法を知っておくことで、口腔乾燥や口腔粘膜炎（口内炎）の発

ます。

症時にその悪化や強い痛みの軽減・緩和が実現します。そし

加えて、歯科衛生士による質の高い専門的な口腔管理を
入院患者・外来患者の皆様に対して行っており、感染症・合併

てがん治療中も口から食べられるように支援していくことでが
ん治療の完遂をめざしています。

症予防など医療の質の向上から、原疾患の早期回復を目指
しています。

歯科
スタッフ紹介

THE

歯科医師

2名

歯科衛生士

4名

＋非常勤歯科医師3名

歯科技工士

1名
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③病室に訪問して入院中の方に口腔のケアを実施しています

人工呼吸器の装着、口腔内の出血や粘膜の異常、強い乾

燥・汚染など、より専門的な口腔管理が必要な場合、病棟Ns

歯科衛生士が各チームのコアメンバーとなり、専門的な視
点で口腔内評価を行い、抽出された個々の問題点に対しチー
ムで対応しながら、口腔管理や全身管理を担っています。

を中心に多職種と連携をとりながら質の高い口腔ケアを実施し、
誤嚥性肺炎予防や状態の改善・維持を目指しています。また、
他施設への転院後も専門的な口腔ケアが継続できるよう情報
提供書を作成し地域連携も推進しています。

⑥その他の各種教室：虫歯予防や口の健康の大切さを
わかりやすく伝えています

＊母親学級（妊産婦対象）
＊わいわいサークル（乳幼児対象）
＊愛育委員の方々対象の研修会など

その方の口腔状態に適した
口腔ケア用具を選択して
使用します。
④糖尿病患者の方に対して歯周病治療をすることにより、

＜わいわいサークル＞
子供たちとお母様方へ
仕上げ歯みがきの方法や
虫歯予防について
お話します

血糖値のコントロールを支援しています

近年、歯周病は糖尿病の第６番目の合併症と位置づけら

れ,
糖尿病の治療の一環として歯周病治療も並行して実施す
ることが重要とされています。
当院では、集団指導に加え個人指導にあわせて歯周病精
密検査等の基本治療を継続し、日常生活の中で血糖値改善
を目的とした歯周病管理ができるよう支援・指導しています。
⑤院内ラウンドチームの一員としての活動
＊人工呼吸器サポートチーム
（RST）

＊栄養サポートチーム
（NST）
＊緩和ケアチーム
緩和ケアチームの
カンファレンス：
口腔の問題も取り上げて
対応していきます
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医療の

新任ご挨拶
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着任挨拶

■事務部長

黒岩事務部長の後任として、

みな もと

ひで たか

南本 英孝

さて、急速に少子高齢化が進む我が国では、団塊

4月1日付けで事務部長を拝

の世代が後期高齢者となる2025年に向けて、医療

命しました南本と申します。

は大きな変革期を迎えています。平成25年8月に

｢晴れの国 岡山｣での勤務は

社会保障制度改革国民会議の報告書が公表され、そ

初めてですが、国時代の医務

れを受けた厚生労働省は、医療制度改革として「病

局や厚生局、独立行政法人移

床機能報告制度の創設｣
｢
地域の医療提供体制の構想

行後のブロック事務所での勤務が長かったことから

の策定等による病床機能の分化・連携｣
及び｢
在宅医

国立病院時代を含め岡山医療センターへは何度もお

療・在宅介護の推進｣
を求めています。

邪魔しています。平成13年3月の新築移転に伴う

平成26年4月の消費税増税分を活用した新たな

開院記念式典にも当時の局長に随行して来院してお

基金が都道府県に設置され、各医療機関から病床の

り、当日芸予地震が発生したことと併せて懐かしく

医療機能（高度急性期・急性期・回復期・慢性期）

思い出します。

等を報告させたうえで、地域医療構想（ビジョン）

前任は岩国医療センターで、通算9年間勤務しま

を医療計画において策定することとされており、当

した。この間、平成25年3月の新築移転に向けて、

医療センターもこの変革に無縁ではいられません。

地元自治体との用地等に関する交渉、病院本体や看

本年4月からの国立病院機構の非公務員化、｢中

護学校等の整備工事、高額医療機器を含む備品等の

期目標管理型｣への移行、公経済負担金等の負担増

調達業務、患者搬送計画や物品搬送計画等の企画・

と併せ、病院運営・病院経営がより一層困難を増す

立案などに携わりました。多忙な日々でしたが、新

局面を迎え、はなはだ微力ではありますが、全力で

築移転のような大きな事業に最初から最後まで関わ

取組む所存ですので、ご指導、ご鞭撻の程よろしく

ることは、我々事務職員にはまず無いことから、得

お願い申し上げます。

がたい経験をさせて頂いたと感謝しています。
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新任ご挨拶

とび

た

飛田

■看護助産学校 副学校長

しょう こ

昌子

転勤は人生における大きな

４月の入学式で学生と一緒に歌った校歌が今も心

転換をもたらすライフイベン

に残っています。岡山看護助産学校の理念である

トです。私にとっては今回が

「博愛・叡智・自律」が3番までの歌詞に刻まれてい

８度目の異動でした。年齢と
共に身体の衰えを感じつつ、新たな地で新たな人と

るのです。
一

出会い、学べることに感謝しながら、定年まで残り
数年となりました。家族の理解？と協力があってた

二

くさんの辛抱をしてもらえたから、今まで働き続け
ることが出来ています。本当に感謝です。

若葉の薫る

学舎に

集いたる

博愛誓い

進み行く

我

誇りあり

理想を求め

純白に

叡智と技を

歩み出そう
三

吉備の裾野に

臨床現場と教育現場を行き来しながら、真にわ

胸に秘め

かったことがあります。それは、看護も教育も「実

希望を胸に

集いたる

自律の心

追い求めん
変わらぬ決意

高らかに

あーあー

岡山医療センター

践」であり、それを行う看護師は実践家であるとい

私はこの校歌が大好きになりました。看護学校の

うことです。看護学校も臨床も看護実践能力を有す

第一期生が作詞しているという事実も感動でした。

る人の育成を目的としています。教育の目的は人間

初心に戻ることのできるこの歌詞を大切にしながら、

の育成であり、教育現場も臨床現場も、
「教えるー学

まず自分が「博愛」「叡智」「自律」が調和した人間

ぶ」の関係が生まれる場です。私自身も、授業の中

となり、副学校長としての役割遂行に努めたいと思

で教えながら学ぶことが出来ていることを実感して

います。皆様どうぞ、よろしくお願いします。

います。

創立記念日 ― 特別講演会
―久坂部 羊 氏

毎年4月1日は当院の創立記念日です。2001年
4月1日に新病院に移転した日を記念して会が開催
されます。特別講演には、医師で作家の久坂部
（くさかべ

羊

よう）氏が来られました。『患医ギャッ

プ』―溝は埋められるか？という題でした。患者と
医療側とには溝があるというお話です。医療のプロ
になって、慣れてくると、失ってしまうものがある
と言われました。東大病院でのアンケートで、癌患
者では最期まで治療するが80％に対して、医療者
では20％しかなかったとのことです。自分の父の
病気と死の経験から、人間の理想的な死に方を、ユ
ーモアを交えて話されました。また、新しく当院で
働くようになった新人スタッフに対しては、いろい
ろな事を予想・想定しておくことで、これから起こ
るであろう困難への対処のしかたを教授されました。

久坂部 羊 氏

あっという間に90分が過ぎました。久坂部氏のこ
とをもっと知りたいならば、著書『人間の死に方』
などをお読みください。（臼井）
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看護学生フォーラムで感じたこ
看護学生フォーラムで感じたこと
平成27年5月22日に独立行政法人国立病院機構中国四国グループ主催の看護学生フォーラムが開催されま
した。それに参加した看護学生の感想と専任実習指導者として看護学生を支援している看護師の活動内容をお
知らせします。

看護学生フォーラムに参加しました

した。他校の生徒から寮が綺麗！実習環境がすごく
整っている！羨ましい！などの声を聴くことができ、

■第16期生（2年） 谷口あかり

改めてこの学校に入学してよかったなと感じました。
また、他校の学生との交流もできたため、自分と同

先日の看護学生フォーラムに参加をして良かった

じ看護師を目指す仲間が自分の学校以外にたくさん

と感じることは、中国四国グループ内の看護学校と

増えた気がして、看護師になるために頑張ろうとい

病院が集まっていたため、各々の学校と病院の特色

う意欲も出ました。

がわかったこと、自分のいる学校に誇りが持てたこ

病院紹介では、自分が就職したいなと思える病院

と、将来について考える機会となったことです。

の選択肢が増え、将来について深く考えることもで

学校紹介では、16期生全員で校歌を歌い、学校生

きたため、貴重な体験ができた１日でした。

活のことや実習環境、寮のことなどをプレゼンしま

この看護学生フォーラムで
のたくさんの出会いに感謝し
ます。

専任実習指導者として
■血液内科専任実習指導者

そこで私は、
「患者様はきっと答えを求めているわけ
ではなく、あなただからこうやって患者様が伝えて

石田由加

くれたんじゃないかな。」と伝えると学生は安堵した
様子でした。そして2日後に迎える患者様の誕生日

岡山医療センターは急性期の病院です。急性期病

をヒントに、
「その患者さん、来週人生のイベントで

院でも学生が患者様を通して心が動き看護観を養う

何かなかったかな。」と伝えると、
「そういえば○歳の

実習ができるように、各病棟に専任実習指導者を設

誕生日ですよね、もしかして、さっきの言葉は“生

置しています。私は現在、2人の子供を育てながら

きたい”って願う患者さんの思いがあっての発言

働いています。専任実習指導者に任命された時には、

だったんでしょうか、月曜日に誕生日メッセージを

家に帰っても子供を育て、職場でも学生を育てて

作ってきてもいいですか。」と目をキラキラと輝かせ

ちょっとしんどいなぁと正直感じていました。しか

ながら言ってくれました。

し、日々学生指導をしていると、胸が熱くなって鳥

実習中、学生が患者様のことで葛藤する場面で「何

肌が立つくらい感動することが多々あります。

かひとつでもできた。」と看護の方向性を見いだした

つい先日の学生指導の場面です。担当していた高

り、達成感を感じたりしてくれた時、嬉しくてこれ

齢の患者様は血液内科の疾患で、せん妄がありまし

が学生指導の醍醐味だと思います。

た。学生の振り返りの時間に、学生が「患者様から

現在、子育ても学生指導も一緒だと感じています。

『あんただったら今日という日が最期だったら、何を
伝えたいのか』と唐突に聞かれました。
」その学生は、
「とまどいながらも『感謝です』と答えた後に、話題
たのかな。
」と目に涙をためながら話してくれました。
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になりたいという夢の実現につなげてほしいと願っ
ています。学生指導を通して私自身も学生と一緒に

ががらっと変わってしまいました。何かいけなかっ

THE

一人の人間として看護学生を暖かく見守り、看護師

看護観を追及していきたいと考えます。
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医療安全
レポート

−セーフティーマネージャー会議より−
医療安全研修

医療安全取り組み発表会を開催しました。

平成27年3月6日（金）
に【医療安全に関する各部門の取り組み・成果発表を行い、情報の共有化を図る】
ことを目的と
し、9つの部門による医療安全取り組み発表会を開催しました。
発表会では部門ごとの様々な取り組みが発表され、日々の頑張りと奮闘ぶりが伝わる研修会となりました。部門間の垣
根を越え、病院全体で情報の共有化が図れた発表会となりました。各部門の取り組みを知ることで、視野が拡がり、各自
が出来る取り組みを改めて考えることが出来ました。また、部門間のコミュニケーション・連携の強化を図る必要性を再
認識し、職員全体で医療安全に取り組んでいこうという一体感が生まれました。
今後も研修を通して、職員とともに、
「安心・安全・安楽」
な医療が提供できるよう、取り組みを行っていきたいと思います。
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最近、治験に協力して頂いている患者様から『テレビで治
験に関する番組を見たよ』などの声をよく聞きます。以

前よりも
「治験」
という言葉が身近になっているようで、私
たち治験コーディネーターも嬉しく思っています。
夏本番までもうすぐですね。冷房の当たりすぎや
熱中症等、体調には十分注意してお過ごしください。
以前、こちらでお知らせ致しました育薬室の改装が
完了しました。治験参加中の患者様にもご好評をい
ただいております。治験スタッフも心新たに患者様
へ分かりやすい治験補助を行っていきます。
『心新たに』といえば治験管理室に5月から新しい
事務員1名が加わりました。スタッフ一同これから
も頑張っていきますので宜しくお願い致します。

新しく始まる治験
■循環器科領域：冠動脈疾患を合併した心不全の方
（継続中）
■整形外科領域：大腿骨近位部骨折に対する整形外科的治療をされた方（継続中）
■脳神経領域 ：脳梗塞を発症された方
■血液内科領域：多発性骨髄腫を発症した方
■代謝内科領域：糖尿病性末梢神経障害に伴う疼痛を発症した方

臨床研究推進室（治験管理室）

TEL
：0862949519
（平日のみ）
その他、当院実施中の
治験参加に関する
問い合わせも受付しています

※ただし、どの治験にも「参加できる条件」がございますので、参加をお断りする場合もあります。ご了承ください。

THE
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初期研修医通
初期研修医通信

■医師育成キャリア支援室 腎臓内科医長

太田

康介

この４月に、平成27年度初期研修医13名を迎えては

要な存在です。研修医は、日々接する患者様やご家族、

や２か月が過ぎました。４月には創立記念式典出席、新

先輩医師の皆様を始めとした多くの職種の方との日々の

人オリエンテーション、医局主催歓迎会などの行事に参

中で成長していきます。どうか温かく、そしてときに厳

加し医師としてのスタートを切りました。

しくご指導よろしくお願いいたします。

医師としての最初の２年を、数ある研修病院のなかで
当院での研修を選ばれた研修医は病院にとっても大変重

■研修医

えびすだに

胡谷

ゆ

今回は研修医を代表し２名の先生に現在の心境など寄
稿頂きました。

き

侑貴

はじめまして。平成27年度より岡山医療センター
に就職した研修医の胡谷侑貴です。早いもので、もう
2ヶ月経ったのかという思いです。たった2ヶ月でも
たくさんの事を学びました。医療の内容はもちろんの
こと、社会人としてもまだまだ未熟で、患者様への接
し方や職場のスタッフの方への言葉遣い話し方等、先
輩方にアドバイスをいただきながら毎日を過ごしてお
ります。
多方面でご迷惑おかけする事があると思いますが、
早く仕事にも慣れ、自分で考える力を身に付け、患者
様と岡山医療センターのお役に立てるよう日々精進し
てまいります。今年度の同期13名共々、どうぞよろ
しくお願い致します。

■研修医

なん ば

難波

たかひろ

貴弘

研修医として岡山医療センターで働き始めてから、
約2か月になります。お忙しくとも丁寧に質問に答え
てくださる先生方やコメディカルの方々のおかげで、
少しずつ業務に慣れてきました。まだまだ患者様の病
態や適切な検査、治療について自分で考える知識も経
験も足りませんが、少しでも早く患者様にとってより
良い医師となれるよう、成長したいと思っております。
「今、あなたに、信頼される病院」とある当院の理念
のように、共に病院に勤務されているコメディカルの
方々や指導してくださる先生方、そしてもちろん患者
様一人一人から信頼していただけるような医師となれ
るよう、向上心を忘れず日々努力して参ります。よろ
しくお願い致します。

THE
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ーメニュー
シ
ル
ヘ
！
点
満
栄養
冷たいそうめんに飽きてきた方におすすめ！

ソーミンチャンプルー

（そうめん ）

ゴ

予防に最 適 ！

ゴーヤにはビタミンCが豊富に含まれ

ており、風邪の予防や疲労回復に効果的で
す。代表的な夏野菜であるトマトやきゅうり
の約5倍も含まれています。
しかし長時間加熱するとビタミンCはどんどん
壊れてしまうため、強火でさっと炒めるのがコ
ツです。
また、ゴーヤ特有の苦み成分は、胃腸の
粘膜を保護したり、食欲を増進させる
効果があります。
夏バテ予防に最適な食
材です。

【材料】
（2人分）

80g
60g

煙ゴーヤ
煙玉ねぎ

40g

煙パプリカ

40g
小さじ2

煙ちくわ
煙ごま油

小さじ2

煙酒
煙かつお節
煙めんつゆ（2倍濃縮）
煙そうめん

ー ヤは

テ
夏バ

3g
大さじ2

2束
（100g）
1個

煙卵

【1人分当たりの栄養素】
エネルギー 324kcal
たんぱく質
12.
8g
脂質
7.
4g
ビタミンC
67mg

【下準備】
・ゴーヤは縦半分に切り、種を除いて薄切りにし、塩もみ
しておく。
・玉ねぎは薄切り、パプリカは細切り、ちくわを輪切りに
しておく。

・そうめんを茹で、流水で洗って水気を切っておく。
【作り方】
①フライパンにごま油を熱し、ゴーヤ、玉ねぎ、パプリカ、
ちくわを炒める。
②酒、めんつゆ、かつお節を加え炒める。
③そうめんを加え炒め、溶き卵を加えて全体的に混ぜる。
④器に盛り、かつお節を飾る。

ビタミンCの
必要量は
1日あたり
100mgです

は？
チャンプ ルーと

チャンプルーは沖縄方言で「混ぜこぜにした」
という
ような意味であり、様々な食材を一緒に炒め合わせ
るものです。炒めても崩れにくく、独特の風味を持った島豆腐を使用することが一般的
ですが、そうめんチャンプルー（沖縄方言でソーミンチャンプルー）のように豆腐を使用しなくてもチャン
プルーと呼ばれることもあります。
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ザ

地域医療
研 修 室
日

医療者のための

セミナー・講演会（7月）

程

種

平成27年7月14日
（火）

会場：当院西棟8階大研修室
：30～20
：30
時間：19

第50回薬剤師研修会

別

者

演

今までの抗凝固療法、
これからの抗凝固療法

循環器科医長

宗政

充

看護学科 教員 竹本綾美

岡山看護助産学校では、４月７日に入学式が執り行
われ、看護学科112名、助産学科17名の新入生を迎え
ました。また飛田副学校長を初めとする７名の教職員
の方々もお迎えしました。
装いも新たになった岡山看護助産学校の親睦会を、
今年度は学校体育館から、桃太郎アリーナに変更し、学
生と教職員合同での大運動会として行いました。
４月30日の開催に向けて、新２年生の学生自治会役
員を中心に始業日から準備を進めていき、当日はどの
競技も大変盛り上がり、
大きな事
故もなく

るという目的も達成され、クラスや学年での結束力も高
まり「この１年がんばろう」という動機づけにもなったよ
うに思います。最後に開催にあたりご協力いただいた皆

ました。

様に深く御礼申し上げます。

新入生が
他学年との
交流を深め

このところ日本列島の火山の活動が活発化している。御嶽山、箱根山、桜島、浅間山

編集後記

など。火山にはその火山の専門家がいるそうである。1年365日火山を見張っている。
それで火山の噴火の予知がかなりの確率でわかるそうである。桜島、有珠山などがその
例だそうだ。しかし全ての火山には専門家がいないそうで、そのような火山では予知は

困難となる。何万年前とかの話になる。火山の歴史に比べると人生は短い。
THE
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（臼井）

独立行政法人 国立病院機構 岡山医療センター 医療広報推進室

終えるこ
とができ

平成27年7月7日発行（年4回発行） 発行責任者／津島知靖 編集責任者／臼井由行
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煙掲載以外にも、その時々のトピックスから当院の各専門医等によるタイトルをご準備して参ります。詳細は、小誌またはホーム
ページにてご確認ください。
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