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岡山医療センターの理念
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明けましておめでとうご

第１回宿泊研修（以後年定例行事に） I２月：NICU

ざいます。本院も独立行政法人国

増床（９床→１５床） JMFICU新設（６床） K６月：職

立病院機構岡山医療センターとな

員用談話室改修

り５年が過ぎました。独法移行時に

M７月：小児病棟プレイルーム新設 N７月：医療安全・

就任した私自身も本院にて５年を

感染管理室改修・新設

新年

L７月：顧客面談室新設（２室）
O８月：第１回夏祭り（以後

過ごしたことになります。350億円の借金返済を

定例行事に） P９月：救急外来警備員室設置

大命題として船出した我々にとって、
この５年間は

Q１２月：第１回全職員対象忘年会（以後定例行事に）

激動の時期でした。職員数は当初の550名から

（１８年） R１月：救急用エレベーター新設

1000名を超えました。350億円の借金は260億

２対１看護体制確立；DPC開始

円まで減少しました。これも共に働いてくれた職員

入

一同の努力の賜物と深く感謝しております。しかし、

曜朝市始まる

まだ数年間は年間20億円程度の借金を返済しな
がらの綱渡り経営である事に変わりはありません。
このような中で、より良い医療を求めて、本院の

T４月：院内SPD導

U６月：小児入院医療管理料１取得

V７月：金

（１９年） W１月：CT室改修・６４列CT設置
院内案内表示改修
ン･受審→合格

S４月：

X２月：

Y２月：病院機能評価バージョ

Z ３月：看護学校増築（５階建て;

理念である '人にやさしい病院を目指して' を実現

学生数240名→360名）[３月：血管造影装置（２

するために日々努力を続けていくつもりですので、

門撮影）増設 \６月：
ドトールコーヒー開店 ]６月：

どうぞ宜しくご指導の程お願い致します。

産科病棟デイルーム新設

過去５年間の軌跡は以下の通りです。
（１６年） A４月：第１回開院記念式典（以後定例行

取得

用屋外トイレ新設
入

C５月：有料個室整備５０床

援病院認定

D７月：回転ドア改修

備前焼き５０花瓶贈呈を受ける（光明園より）
（１７年） G１月：小児用無菌室改修（４床） H２月：

Memories

^６月： DPC７対１加算

_８月：障害者用駐車場新設

事に） B４月：成人用無菌室改修（５床→２３床）
E７月：第１回院内発表会（以後定例行事に） F８月：
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`８月：障害者

a８月：看護学校用車（２台）購

b９月：MRI(1.5T)設置

c１０月：地域医療支

d１１月：第１回病院フェスタ開催（以

後定例行事に） e１２月：救急車購入
（２０年） f２月：地域がん診療連携拠点病院指定
g４月：スキルアップ・ラボ設置

h６月：新小児入
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i６月：NICU増床（15床→

18床） j８月：バス待ち合い所新設

k８月：看護
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今後の病院の発展に向けて、本館の西に８階建て
の新病棟の建築に着手しています。
２３年４月に完成

学校用車（２台）
・地域連携室用車購入（１台） l９月：

予定ですが、
１階：保育所、
２階：救急病棟、
３階：内視鏡

入院時医学管理加算取得 m１０月：公用車購入（１台）

センター・外来化学療法センター、
４階５階６階：病棟、

n１０月：第１回医療事故シミュレーション開催（以
後定例行事に） o１１月：看護学校用バス購入

７階：研修センター、
８階：大、小研修室、などの機能を
持つ事になります。
２４時間３６５日断る事の無い救急

（２１年） p１月：青空知事室（本院にて）で知事と

医療を目指しますが、それ以外に１階全フロアーを

意見交換 q３月：看護学生寮新設（６０戸用）r３月：

使用する保育所、
７階の模擬病院機能を有する研修

職員宿舎新設（７０戸用）

センターは日本で他に類を見ないものになると楽

このように殆ど年間を通して何処かで工事をして

しみにしています。このセンターは本院の職員のみ

来た感があります。また、
機構になり新たに開始した、

ならず、他院の職員、医学生、看護学生にも大いに

開院記念日、院内発表会、夏祭り、病院フェスタ、全

利用してもらいたいと思っています。また、
２４年４月

職員対象忘年会などの行事は年間の定例行事となり、

から、市立金川病院の管理経営を請け負う事になっ

以後ずっと継続しています。特に２４時間拘束の宿

ておりますが、時代のニーズにあった地域連携を重

泊研修は私のライフワークのようになっており、
５年

視した医療を行う予定です。

間で計２８回開催致しました。
これらに加え、あまり好ましくない予期せぬ出来

今、世間では医療がすぐにでも崩壊するのではな
いかとの報道がなされております。しかし、冷静に

事もありました。

現実を見つめると決して崩壊などしておらず、むし

A１６年４月−７月：回転ドア廃止・改修（改修費１７００

ろ患者さんにとって、
１０年前より随分良くなってい

万円） B１６年９月：
４年間分娩費に消費税をとって

ると思います。負の側面の強調は決して良い結果

いた問題（返済額：
３１００万）、C２０年６月：
６年間不適

をもたらすとは思えません。もし少しでも崩壊を懸

切な外来化学療法加算の取得（返済額２６００万円）

念するなら、今こそ患者さんにやさしい医療、より

D１９年１１月：フィブリノーゲン使用例の調査（１４０名

良い医療を提供する事こそ最も重要だと思います。

の医師・薬剤師が９００時間をかけ、
４５０００冊のカル

今後ともご指導とご鞭撻の程、宜しくお願い致し

テを１枚１枚全て確認）

ます。

などです。特にフィブリノーゲンでは全職員の協力

最後になりますが、私事、
この３月を持ちまして定

で病院としての役割を果たせたと非常に有り難く

年退職致します。今までの皆様のご厚情に深く感謝

思っております。

致します。
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クリスマスコンサート

 

ことしのクリスマスコンサートは、
岡山・倉敷で活躍中のグループ、allure
（アリュール） をお招きして、
１２月２２日に開催されました。
「サンタが町
にやってくる」
「星に願いを」
「ホワイトクリスマス」などのスタンダード
ナンバーに、ラテンやジャズのテイストを
織り交ぜ、ちょっとおしゃれで小気味よい
ひと時を提供してくれました。特に、
ソロ
奏者の近藤美恵子さんが奏でるフルート
の澄んだ音色は、集まった入院患者さん

の心のろうそくに灯をともしてくれるような温かさと明るさに満ちていました。
約１時間にわたった演奏会の最後は、テレビ番
組「情熱大陸」の力強いテーマソングで締め
くくられ、明るく楽しいクリスマス前夜祭とな
りました。
（大森 記）

｢ニーガラーバー｣（ミャンマー語で｢こんにちは｣の意）

小児外科

臼井

秀仁

脳瘤。頭蓋底から眉間にかけての骨の欠損があ
り、大脳がせり出してきて瘤を作る先天奇形の１つ
です。ミャンマーからやってきたトゥーチャーアウ
ン君はその病気で、
しかも瘤に感染を繰り返して
きた子でした。放置して感染を繰り返せば、命に関
わる可能性があり、現地で医療を展開するジャパ
ンハート吉岡先生が当院に助けを求めてこられたのでした。私達はそれに
答える形で、脳外科・形成外科・麻酔科・小児外科がチームを組んで治療に
あたりました。手術は、①欠損部を含む頭蓋骨を一旦外し、頭蓋骨の外側
にある膜を中に敷きこんで穴を内側から閉鎖し頭蓋骨を戻す②頭蓋骨の
一部を別に採取して加工し、
これでも穴を閉鎖③肋骨で鼻を形成、のステ
ップで進められました。
１０時間を超える大手術。ICUで術後の我が子に対
面した母親は、手術の成功を喜びつつも、恐怖にも似た動揺を隠せない様
子で涙していました。数日後抜管し、意識を取り戻したアウン君の姿に、彼女の顔は安堵の色に変わっていま
した。
「何をしたい？」と私が問うと、彼女は「これで仕事をして暮らしていく事ができる」と笑顔で答えてくれ
ました。私は「いっぱい遊んであげる」とか、
「どこどこへ連れて行ってあげる」というような答えを想像してい
ただけに、自分の平凡な日本人的発想とのギャップに驚かされました。様々な思いと満面の笑みを残して、親
子は元気に帰国の途につきました。
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事故発生時はこう動く！第2回医療事故初期対応シミュレーション
医療安全推進週間にあたる11 月24日、第 2

医療安全管理係長

佳川

浩子

回医療事故初期対応シミュレーションを行ない、
約 260 名の参加 ( 見学 )がありました。想定事例
は、
『そばアレルギーの情報共有が途切れ、アナ
フィラキシーショックから死亡に至った事例』です。
「何か手伝うことはある？」
「じゃ、
これ（患者情報）
の入力お願い･･･」普段のやりとりの中で患者情
報が途切れました。急変患者発見から緊急コール、蘇生と
繰り広げられる場面に「何の為の患者情報か。注意をしなく
ては･･･」との感想が聞かれました。今回は夜勤帯を想定し
『管理当直医はこう動く！』そんな思いでホットライン報告ま
での場面を設定しました。副院長から院長への連絡と緊急
医療事故検討会でのやりとり、そして「何でこんなことにな
った！」と憤る家族への説明と謝罪の場面に、会場の空気も
引き締まりました。今回は死亡事例であり、
「もしもし、岡山西署ですか？」と事
務部長が警察への届出を行なうシーンもあります。事務部長は事務部長の役で、
院長は院長の役で出演する豪華なキャスト。
「組織全体が一丸となって対応し
ている。ホットライン報告を早くしたい。」終了時の感想にそう書かれていまし
た。
「患者をどう助けるのか、事故が起きた時どう動くのか」参加したそれぞれ
が考える研修になりました。

第2回がん市民公開講座

がん診療拠点病院機能統括部門長

米井

敏郎

平成 22 年 1 月9日（土）にがん診療連携拠点病院として２回目のがん市民
公開講座を開催しました。今回の会場は岡山国際交流センターで、テーマは
『ここまで進んだ血液がんの治療』でした。飛び入りで駆けつけた青山院長
の挨拶に続き、会の前半は血液内科医長の角南一貴による『多発性骨髄腫』
についての講演、後半は緩和ケア認定看護師である大口浩美による『がんと
上手く付き合って生活するコツ』についての講演でした。
年明け早々にもかかわらず、
日本骨髄腫患者の会の皆様をはじめとして数多くの皆様にご参
加いただきました。なかには遠く四国や近畿地方からおいでになった方もおられ、定員 120
名の会場は早々に満席となり、入場者総数 150 名と定員を大きくオーバーするほど、盛況
でした。最後の質問コーナーでは数多くの質問がありましたが、時間の関係で相当数割愛せ
ざるを得ませんでした。市民の皆様のニーズに答えていくには今後どのような内容でがん
市民公開講座を継続していくべきか、第３回目は何をテーマにすべきか早急に考えないといけない状況である
ことがひしひしと感じられました。最後に、あらかじめお願いをしていなかったにもかかわらず、
ボランティアでお
手伝い下さった当院職員の方々に紙面をおかりして深謝したいと思います。
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今回は感染管
が担当します
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新生児集中ケ

昨年 11 月24日から5 週間、感染管理認定看護師教育課
程から2 名と、新生児集中ケア認定看護師教育課程から2 名
の実習を受け入れました。初めて実習生を受け入れて当院
の紹介をしたり、施設見学をしてもらったり、そして患者さん
のベッドサイドで実際にケアをして実習を進めていきました。
またベッドサイドで看護師と患者さんの看護ケアについて意見を交わし、時に
はリーダーシップをとってケアを進めました。職員対象に勉強会やコンサルテ
ーションも経験してもらいました。実習生は緊張しながらも、様々な経験をする

新生児集中ケア
認定看護師の実習生
右：西尾さん
左：柴田さん

ことができたと思います。また私たちも彼女たちから学ぶことがたくさんありました。今年梅雨が明ける
頃、半年間頑張った 4人の実習生から認定試験合格の吉報があることを願っています。

〜地域医療連携室〜

連携診療施設紹介

医療法人幸和会 岡北整形外科医院

院長

越宗 義三郎

当院では整形外科関連疾患を主に診療しております
月1 〜 2 回内科医の診療協力を得ながら訪問診療（往診）を行ってい
るほか、同じグループでの居宅介護事業所（訪問看護、訪問介護、訪問リハ
ビリ、デイサービスと認知症の方のためのグループホーム）と連携しなが
ら在宅医療にも力を注いでおり、地域の方々に安心して頂ける医療、介護
を提供しているものと自負しております。
私は国立病院がまだ南方にありました昭和６２年から2 年間整形外科医
員としてお世話になりました。平成元年に岡北外科を受け継いで岡北整
形外科として開業して今年で２０年になります。まだまだ勉強不足でわか
らない事が多く､色々な科の先生方に教えて頂きながら頑張ってゆきた
いと思いますので今後ともよろしくお願い申し上げます。

● 岡山大附
図書館

岡山大
●

住
所 岡山市北区津島東2丁目7番1号
電
話 086-255-0777
診療科目 整形外科、
リハビリテーション科、
リウマチ科（入院施設なし）
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岡北整形外科医院

●
岡北中
●

法界院駅
国際児童年記念
公園こどもの森
●

特
色
・ 訪問診療、訪問看護、
訪問リハビリテーション等の
在宅医療に力を注いでいる

診療時間
月 火 水 木 金 土
9：00〜13：00 ● ● ● ● ● ●
16：00〜19：00 ● ● ●
●
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総合診療科はスタッフ２名、
レジデント２名で診
療を担当しています。月〜金までの総合診療科
外来の他、大石は内分泌外来を、竹山はリウマチ
外来を週２回ずつ行っており幅広く診療にあたっ
ています。
乳腺・甲状腺外科は医師２名で担当しています。
乳腺の手術や化学療法、甲状腺の放射線ヨード
治療などを積極的に行っています。

総合診療科について
総合診療科医長 大石 徹也

●総合診療科で診療している疾患
髄膜炎、扁桃腺炎、壊死性リンパ節炎、頭位変換性め
まい症、
一過性脳虚血発作、
意識障害、
失神、
気管支喘息、
甲状腺超音波ガイド下生検

気管支炎、肺炎、肺梗塞、脾梗塞、心不全、感染性心内
膜炎、結腸憩室炎、消化性潰瘍、感染性腸炎、急性腎盂

しています。また穿刺が必要な場合は超音波ガイド下

腎炎、急性前立腺炎、肝膿瘍・腎膿瘍・腸腰筋膿瘍、偽痛

で病変部位を穿刺した後直ちに鏡検し確実・迅速な診

風、化膿性脊椎炎、骨髄炎、蜂窩織炎、壊死性筋膜炎、

断を行っています。当科では数年前から積極的にバセ

糖尿病、不明熱、原発不明癌、悪性リンパ腫、急性薬物

ドウ病に対するアイソトープ治療を施行しており良好

中毒、心肺停止蘇生後脳症ｅｔｃ・
・
・と多岐にわたってい

な治療成績をあげています。年間症例数は２０例前後

ます。敗血症、播種性血管内凝固症候群、ショックなど

と岡山大学医学部付属病院とほぼ同数で殆どの方を

の状態で運ばれてくることも多く他科・他部門と密接

外来２日法で治療しております。岡山県内では岡山医

に連携をとりながら診療を行っています。

療センター、岡山大学医学部付属病院、倉敷中央病院、
川崎医科大学付属病院の４病院しかアイソトープ治療
可能な施設がなくセミナーなどを行うことによって遠

●内分泌関連
特にバセドウ病など甲状腺疾患の外来患者数が多く

方からの紹介患者数も増えてきています。内分泌疾患

月平均１５０名前後の診療にあたっています。甲状腺外

としては他に橋本病、亜急性甲状腺炎、甲状腺腫瘍、原

科以外に内科でも毎週月・金午前に甲状腺超音波の予

発性アルドステロン症、
クッシング症候群、褐色細胞腫

約枠を作り毎月平均 50 名以上の甲状腺超音波を施行

など内分泌疾患全般にわたり診療しています。特に原
発性アルドステロン症はＣＴなどで確認される腫瘍側
とは反対側の微小腺腫などが原因となっていることも
あり副腎静脈サンプリング法による診断が不可欠です。
手技に熟練を要しますが当院では循環器科と連携し確
実な診断を行っています。
●リウマチ外来
リウマチ外来では関節リウマチや全身性エリテマト

総合診療科スタッフ

ーデスなど膠原病の維持療法を主体に、総合診療外来
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とは別枠で診療を行っています。力不足は否めません
が、できるだけ安定した状態を低リスクで維持するよ
う腐心しています。関節リウマチなどで変形をきたし
たり疼痛の激しい関節の処置や治療は整形外科へ相
談することも多いです。
●総合診療科でアピールする点
総合診療科では特にチーム医療に重点をおいてい

温存療法を行っております。乳房温存療法では乳腺部

ます。平成２１年７月から毎週木曜夕方に8Ａ病棟看護師、

分切除とその後、切除されて残った乳房に放射線療法

地域医療連携室看護師、
ソーシャルワーカーの方達と

を行うことを原則にしております。放射線療法は外来

カンファレンスを行い医療の質の向上、早期退院支援

で行われます（２グレイを２５回、
５週間かかります）。乳

等に努力しております。現在では各職種間の情報交換、

癌の手術のための入院期間は約１週間です。その後、

コミュニケーションの場としてなくてはならないもの

傷が落ち着いたら、
５週間の通院の放射線療法が必要

となっており地域医療連携室、病棟看護師さん達から

です。乳房切除の患者さまには当院形成外科と協力し

高い評価を得ています。

て乳房再建術（新たに乳房をつくる）も可能です。
また、乳癌手術後には、エビデンスに基づいた治療
を行っております。化学療法は外来で点滴注射を行う
ことを原則にしております（初回は入院します）。約３
割の患者様で化学療法が必要です。当院には、外来化
学療法センターがあり、患者さまには快適な環境で注
射をしていただけます。
【甲状腺外科】

８A病棟多職種合同カンファレンス

甲状腺は首の前にある３〜４ｃｍほどの蝶々のような
形をしたホルモンを出す大切な臓器です。重さは１０〜

乳腺・甲状腺外科について

２０ｇで、通常は軟らかく小さいので触れてもわからな
いでしょう。硬い腫瘍ができたり、甲状腺全体が腫れる

乳腺・甲状腺外科医長 臼井 由行
〃

医師 秋山 一郎

と、外から見てもわかるようになります。その甲状腺の
手術をするのが、甲状腺外科です。
甲状腺外科も、外来では乳腺甲状腺外科として同時

【乳腺外科】
乳腺の手術を行っています。乳癌の手術がほとんど

超音波検査、穿刺吸引細胞診を行っております。甲状

ですが、良性の乳腺腫瘍の手術も手がけています。傷

腺ホルモン測定は１時間少しで結果がでます。その日

が目立たないように心がけております。

のうちにお薬の量の調整が出来ます。

外来では乳癌の精密検査を中心に行っております。

甲状腺の手術は年約８０例あります。甲状腺手術にお

超音波検査、マンモグラフィー、穿刺吸引細胞診で早期

いては、傷を出来るだけきれいに治すように努力を行

の乳癌を見逃さないように、努力しております。産後の

ってきました。頚部にできる傷でも、目立たないように

乳腺のトラブルにも、産科小児科の乳房外来と協力し

１９９９年
特別の配慮をしております（写真参照）。また、

て行っております。

より傷が頚部にない（鎖骨の下にある）、内視鏡を用い

乳癌の手術は年間約 40 例あり、75％以上に乳房
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まからも好評です。開襟の服で傷が隠れます。内視鏡

年間約３０例に行っています。約１週間の入院期間です。

を用いた手術の適応は５ｃｍ未満の良性腫瘍です。

バセドウ病においては、手術療法も行っておりますが、

甲状腺手術の入院期間は約７日です。クリニカルパ

欧米で積極的に行われている放射性ヨード治療を入院

スを用いています。良性腫瘍ではさらに短縮可能です。

することなく外来で行なっております。内分泌内科、放

甲状腺癌については、分化癌（乳頭癌・濾胞癌）の進行・

射線科と協力して行っております。放射性ヨード治療

転移例に対して、放射性ヨード（ヨード１３１）治療がで

は放射性物質を用いますが、切らずに治るので非常に

きます。特別に遮蔽された部屋が８階に２床あります。

好評です。

甲状腺癌手術症例（１９８９〜２００８）
373（82.6％）
甲状腺乳頭癌
53（11.8％）
甲状腺濾胞癌
2 （0.4％）
甲状腺低分化癌（２００８〜）
9 （2.0％）
甲状腺髄様癌
7 （1.6％）
甲状腺未分化癌
7 （1.6％）
甲状腺悪性リンパ腫
451
合
計
甲状腺全摘術後2年の創部―
ほとんど目立たなくなっています

私の趣味

「ローカル線鈍行列車の旅」
泌尿器科医長

津島 知靖

鉄道を趣味とする人を「鉄（テツ）」と呼びます。
「テツ」にも様々
な分野があり、
「乗りテツ」
（乗りつぶし）、
「撮りテツ」
（鉄道写真
の撮影）、
「音テツ」
（録り鉄）
（発車メロディ、車内放送、走行音
などの録音）、
「収集テツ」、
「駅弁テツ」などがあります。
「葬式テ
ツ」という分野もあるようで、廃止予定の路線あるいは列車を目当
てに出没し、最終日は群衆となり殺到し、
すごい混雑になります。
小さい頃から列車、特に蒸気機関車（SL）に興味がありました。

予土線からの四万十川。何度も横断します。

中学生から高校生の頃は、SL目的に良く撮影旅行に行きました。これも
葬式テツの亜系かもしれません。SLが消滅した後は、
「テツ」は休眠状
態でしたが、数年前「鉄子の旅」がコミック誌に連載されたのをきっかけに、
深層に隠れていた「テツ」が頭を持ち上げてきました。時々、
ローカル線を
鈍行列車でのんびりと移動し、車窓を楽しんでいます。目的地に温泉が
あればさらに良いですね。新幹線や特急列車に乗車すると、雑誌を読ん
だり、眠ったりですが、鈍行列車ではなぜか眠くなりません。非日常的なゆ
ったり感が良いのでしょうか。中四国地方では、予土線が最も印象に残
っています。四万十川に沿った非常に車窓風景の良い路線です。皆さ
んも一度出かけてみませんか。

秋田内陸縦貫鉄道。
見えない線路の上を走ります。
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シリーズ岡山医療センター物語 ［第16話］
病理解剖を見学して
看護学校

学生

中野

優子

今回初めて病理解剖見学をさせて
いただきました。最初、私は興味本
意に近い思いで見学を希望しました。
しかし、解剖が始まり体にメスが入っ
た時、曖昧な気持ちでこの場に臨ん
だことをとても後悔しました。解剖
がどんな意味で行なわれるのか、亡くなった方やご遺族の
思いを考えると、自分の甘さを深く反省しました。もっと
早く気づくべきでした。
解剖は見ていてとても辛かったです。冷たいステンレス
の解剖台の上で金槌で骨を砕く時には思わず目を逸らして
しまいました。初めて見る解剖の光景は衝撃でしたが、何
よりもショックだったのは、自分の知識の浅さを痛感したこ
とです。臓器について質問された時、学んだはずの解剖の
知識がしっかりと頭に残っていなかったのです。
途中、ふと患者様の顔を見た時、今までどんな生き方を
されていたのだろうか、どんな顔で笑っていたのだろうか
と考えると涙が出そうになりました。また、転移箇所の臓

器が取り出され、その大きさを見た時、これはこの方が闘
われてきた証なのだと感じました。それを確認することも
解剖の意味の一つだと思います。再び患者様の目を見ると、
片方の目が少し開き、目には涙が溜まっていました。私に
は「もうやめてくれ。痛い！」と訴えられているように感じ、
とても悲しかったです。
最後に臓器を一つずつ手にとり、元あった場所に戻しま
した。初めて手にした臓器の重さはまさに命の重みに感じ
ました。でも、最初とは違う傷の多い患者様の姿、最初と
は若干異なる臓器の位置。さっきまで生きておられた人な
のにと思うと、正直やるせない気持ちになりました。そして、
貴重な学びをさせていただいたことに感謝の思いを込めて、
最後に体を洗わせていただきました。
今、改めて、亡くなられた患者様とご遺族の方には感謝
の気持ちでいっぱいです。また、機会を与えて下さった病
院の先生方にも感謝しています。この気持ちを忘れず、毎
日を生き、しっかりと勉強して必ず看護師にならねばと強く
思いました。この日の経験を無駄にしないために、私は必
ず看護師になります。本当にありがとうござました。

Aiと病理解剖…重要性と話題

病理解剖について
臨床検査科長

山鳥

一郎

岡山医療センターでは年平均約50体の病理解剖を
行っています。

病理解剖とは、病院で亡くなられた患者さんについて、①疾患の診断や病
変の進展が主治医の考えていた通りであったかを確認②診断が充分につかず
に亡くなられた場合の原因追求を目的に、主治医が御遺族にお願いし許可を
得た上で行う解剖です。通常は胸腹部の臓器を中心に調べますが、病気によ
っては脳を検査することもあります。体前面を切開して臓器を取り出し肉眼
的な精査をした後、一部は顕微鏡的検査のために保存し組織標本（プレパラ
ート）を作製します。解剖は通常２時間程度を要しますが、精査が終了した臓
器の殆どは御遺体の中に戻し、丁寧に処置を施して御家族の元にお返しします。
解剖は専門の解剖資格を持っている病理医が臨床検査技師と共に病理解剖
室で行い、主治医の立ち会いのもとに進められます。
画像診断のなかった時代、病気の原因や治療効果を確認する唯一の手段が病理解剖、病理組織診断でした。画像診断だ
けでなく遺伝子診断をはじめ様々な新しい診断技術の開発によって、現代医学は日々進歩しています。しかし、それでもな
お、病理解剖に優る直接的な精査手段はないといって過言ではなく、医学の進歩を支え続けている重要な検査です。医師
にとっては自身の下した診断と施行した治療の貴重な反省材料であり、若い
医師や学生にとっても、臨床医学の現場を学習し将来に役立てる大切な機会 Ai（ オートプシーイメージング）は、小説『チー
ムバチスタの栄光』でも取り上げられ、その作者
となります。
で現役病理医でもある海堂 尊氏らが中心となっ
現在、私達が属する国立病院機構では、病理解剖前に行うCT検査（オー て普及に努めているものです。死亡時、あるい
は病理解剖前にCTなどによる画像検査を行うこ
トプシーイメージング：Ai）が病理解剖にどれだけ有用な情報となりうるかの
とで、死亡時の病態をより正確に診断できる可能
研究が始まりました。死後に行ったCT検査の結果を放射線科医から聞いて 性があります。また、急変による死亡や、何らか
解剖に臨み、CT検査が病理検査にどう有用であったか、CT検査では見つけら の事情で病理解剖ができない場合でも、画像診
断によってその原因に迫れるのではないかとして、
れなかった病変が何であったかを検討することで、今後の診断技術の向上に 研究が進められています。
つなげていきたいと考えています。
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感染対策室

お気をつけください！感染性胃腸炎
ノロウイルスが原因と思われる感染性胃腸炎が増えています。職場や家庭での対策の参考にしてください。
ノロウイルスとは･･･？
ノロウイルスはヒトからヒトへ経口感染（接触感染）する感染症です。一方で二枚貝を中心とする食中毒の原因ウイルスでもあ
ります。ノロウイルスは100個以下でも感染を起こす、
きわめて感染力の強いウイルスです（感染した人の糞便や吐物の中には１
ｇあたり1000万〜1億個のウイルスがあるといわれています）。有症・無症に関わらずノロウイルスに感染している人が食品を
扱うと、取り扱った食品がノロウイルスで二次汚染され、それを摂食した人が感染症を発症することもあります。
症状は嘔吐・下痢、時に発熱があります。症状は2〜3日で消失し、特に後遺症もありません。ただ、症状がないままで経過する
場合もあり、無症状の人が周囲に感染させる可能性もあるので注意が必要です。

ノロウイルスの感染経路
ノロウイルスを含む
ふん便、おう吐物

下水道などを通して…

河川・海の汚染

排
出
乾燥すると
空気中に拡散

手指の感染

室内を漂う
ノロウイルスを
吸い込んで…

不適切な処理方法や
タオルの共用などで
汚染された手指が
口に触れたりして…

︵
※
︶

食品に付着

二枚貝の体内で濃縮

汚染された手指で
調理された食品を
食べると…

汚染された貝類を
生や加熱不十分のまま
食べると…

感 染！
ヒトの小腸内で増殖して下痢・おう吐等の症状
※無症状の時もあります。

※症状が回復した後も1週間程度、ふん便中に排出されることがあります。
※感染しても無症状のまま（自分でも気づかないまま）、ふん便中に排出されることがあります。
主な感染経路（福山市保健所 ノロウイルス対応マニュアル（家庭編）
ｐ5より一部改編して引用）

ノロウイルスの感染対策は
手洗いです。
ノロウイルスはアルコールが利きません。
流水と石鹸による手洗いを行ってくだ
さい。
手を洗うタイミングは
①食事の準備の前・後、食事の前
②トイレの後
③排泄物や吐物の処理をした後
☆注意点☆
手洗い後よく乾燥させましょう。
（濡れ
た手はウイルスを運びやすいです）
タオルの共用はなるべく避けましょう。
（タオルにウイルスが付着して他の人
にうつす可能性があり

その他に気をつけたいこと
☆入浴について☆
感染の可能性のある人の入浴の順序は最後に。
入浴時は浴槽に入る前におしりをきれいに洗いましょう。
入浴後の浴槽は通常の浴槽用洗剤でしっかり洗ってお湯で流して下さい。
お風呂のお湯は毎日交換しましょう。
☆調理について☆
よく火を通しましょう。
調理する前にはしっかり手洗いをして下さい。
調理器具の洗浄・消毒も十分にしましょう。
（消毒方法：85℃以上の熱湯を掛けるか、
0.02％の次亜塩素酸ナトリウムに5分程度浸漬します）
☆トイレの清掃☆
症状がある人がトイレを使用した後は0.01％〜0.02％の次亜塩素酸ナトリウムでドアノ
ブ、便座、
トイレットペーパーホルダーなどを清拭します。排泄物や吐物が付着してしまっ
たところは0.1％の次亜塩素酸ナトリウムで清拭後5〜10分程度放置して水で拭きます。
☆消毒薬の作り方☆
一般家庭にある漂白剤（ハイターなど）はおよそ5％の次亜塩素酸ナトリウム濃度です。
0.1％なら50倍に薄めます（原液10mlに水500ml）
0.02％なら250倍に薄めます（原液10mlに水2500ml）
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［病院活動案内］
地域医療研修室
日

程

セミナー・講演会（3月〜4月）
種

演

別

者

3月23日（火）

第98回初期治療セミナー

最近の創傷管理

形成外科医長

末延 耕作ほか

4月13日（火）

第31回薬剤師研修会

外来化学療法の副作用と対策

薬剤科

谷口

仁司

4月20日（火）

第99回初期治療セミナー

他科医の診療に役立つ肝炎の
基礎知識

消化器科

白髭

明典

●研修便り●

看護部教育委員会 看護師長

森川 真美

テーマ『やる気の出る職場・気持ちよく働きがいのある職場づくり』のもと1 月14日シンポジウム
を開催しました。各職場よりテーマを募ったところ、モチベーションの維持・向上、職場の活性化という
ことにとても高い関心が示されました。6 人のシンポジストの発表は参加者の心を掴み、専門職とし
ての自覚と明日への活力となったと確信しています。
●6人のシンポジストとテーマ
血液内科
１０Ａ病棟
7Ａ病棟
管理課
リハビリテーション科

医師
看護師長
看護師長
庶務班長
作業療法士
顧問弁護士

朝倉
河内
菊池
村上
横内
森脇

昇司
志津江
真美
孝次
圭吾
正

シンポジウムに参加して

参加者数 １９８名
「自分のモチベーションを保つために」
「看護師長として大切にしているもの」
「病棟の現状と自分自身を振り返ってみて」
「職場とあなたを変えるのは 巻き込まれ力 」
「コメディカルの視点から」
「弁護士の立場で働きやすい職場環境とは」

10A病棟看護師長

河内 志津江

教育会主催のシンポジウムに、
シンポジストとして参加し
ました。私は、長い看護師経験を通しての考えを発表しまし
た。他のシンポジストの方も、それぞれの立場から切り口を
違えた内容の発表で、
日頃、聞けない率直な考えを聞くこと
ができました。私自身は、シンポジストの役割は、
とても緊
張しましたが、有意義な時間を持つことができたと感謝して
います。この機会を通して、改めて人を大切にしていくこと、
そのことが良い職場作りの基本であると実感しました。病
院で働く一人一人が、倫理原則に従って
行動することで、病院の理念である「人
にやさしい病院」に近づいていくように
思えました。

編集後記
ついこの間､ 新メンバーでスタートした本紙も、瞬く間に今年度最終号になってしまいま
した。今年も年始から世間はにぎやかです。朝青龍、優勝したかと思いきや、いきなり引退
の大転落。ここまで来ると､ 品格も道義も超越か？『不惜身命』
「感動した！
！」で記憶に残る
平成の大横綱 貴乃花、大逆風を跳ね返し、見事理事当選。あっぱれ！宇宙的優柔不断の友
愛戦士鳩山首相、
「命を守りたいのです！」と、またも気の抜けたビールのようなポエム的大
演説。いったい日本はどこへ行くのでしょう？でもマハトマ・ガンジーの『７つの社会的大罪』
を引用したのはさすが。私の独断と偏見で『７つの医療的大罪』を考えてみましたのでご披
露します。
『①理念なき病院経営②節度なきコンビニ受診③見返りなき超過勤務④遊び心な
き仕事中毒⑤人間性なき医療福祉政策⑥容赦なき医療訴訟⑦見境なきモンスターペイシェ
ント』
。いかがでしょう。ちょっとワルノリが過ぎましたかな？？それでは皆さん、今年も思い
出深い１年になりますように！
！
（大森 記）
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