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特集

総合診療科紹介
総合診療科医長

平

恵太

「総合診療科」
または「総合診療医」
という言葉をテレビなどマスコミを通じて聞かれたことのある方も最
近は多くいらっしゃるのではないでしょうか。当院では循環器や消化器などの臓器や糖尿病、喘息といっ
た疾病などの特定の専門分野ごとの診療科で、それぞれのスペシャリストである医師が診療を行うこと
が一般的です。
総合診療科は、そういった他の診療科とは少し違った特徴を持っています。スペシャリストに対するジェ
ネラリストという言い方もできる当院の総合診療科について今回はご紹介いたします。（編集部）

総合診療科スタッフ
ひら ぐし

けい た

＊平
恵太 医長
内分泌
（甲状腺疾患など）
たけ やま

たか ひさ

＊竹山 貴久 医師
膠原病リウマチ
（関節リウマチなど）
ささ き

＊笹木
もり もと

＊森本
おか だ

＊岡田

［当院での役割］

すすむ

晋 レジデント
えい さく

栄作 レジデント
はや み

早未 レジデント

［専門部門］

当科の役割として、外来では受診すべき診療科が特

その他、内分泌、膠原病の専門部門としても患者様を

定できない症例やいくつもの医療機関を受診するも原因

多く受け持っています。内分泌疾患については、機能性

不明の症状を抱えているケースを担当すること、救急外

腺腫の負荷試験や局在診断のための核医学検査なども

来から入院した急性疾患（尿路感染症、急性胃腸炎な

随時行っており、バセドウ病に対しては放射性ヨードの外

ど）、診断に難渋する紹介症例（不明熱，原発不明の悪

来アイソトープ治療を行っています。当院でのアイソトー

性腫瘍など）
、複数の臓器にまたがるよう

プ治療の成績では再発が少なく、情緒不安

な複雑な病態（膠原病など）の診断・治

定となり支障のでていた社会生活から解放さ

療に入院加療が必要な症例の診療にあ

れた患者様が多くおられます。限られた施

たることなどです。当科としては臓器に

設でしか行えない同治療を普及するために

関わらず 総合的に診療することにより、

外来クリニカルパスを作り、短期に再発の少

患者様中心の医療を実践しています。

ない合理的な治療法の選択に努めています。
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［チーム医療］
総合診療科の外来では常勤スタッフ2名、後期研修
医2名が総合診療科の初診・再診の担当にあたり、病棟

膠原病リウマチ外来（月・木曜日午後）を竹山が主に担
当しています。
医学生および研修医に対して、基本的臨床能力の習

では指導医に後期研修医、初期研修医が加わり、3人
のチーム体制をとり、責任をもって診療にあたっています。

得をサポートしています。この活動は学会発表などの院

専門部門では内分泌外来
（水・金曜日午後）
を平 が、

外活動としても行っています。

甲状腺機能性結節、のう胞・
T
副甲状腺腺腫、過形成への PEI

バセドウ病に対する外来アイソトープ療法

甲状腺へのPEI
T（経皮的エタノール注入療法

RI
内用療法は、投与したRI
が病変部に特異的に
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は、手術

集積するが、正常部にはほとんど取り込まれないこと

を避けるために考えられた治療です。

を利用したものです。
131

I
は甲状腺細胞に特異的に集積するため、131I
か

良性結節（①のう胞病変、②Pl
umme
r
などの機能
性結節）
に対し、少量のエタノールを注入をして病巣

ら出る放射線は甲状腺にしか影響を及ぼしません。

の固定、凝固、壊死させる方法です。外来で行う

最も医療先進国である米国と最も人口が多い中国

ことができ、手術傷が残らない等、利点があります。

ではバセドウ病に対してRI
治療が第一選択です。

①②に対し2002年より保険適応があります。
日本甲状腺PEI
T研究会のガイドラインに基づき、
当院で外来治療が可能です。

内分泌同好会にて森本医師が演者として発表
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医療の現場から

開院記念日特
開院記念日特集
院長賞受賞者よ
院長賞受賞者より
毎年4月1日の開院記念日に開催される創立記念式
典では、当院内の様々な部門・分野で、昨年度にめざ
ましい活躍をした職員（個人・チーム）
に院長賞が贈呈
されます。
今年の受賞者をコメントを交えてご紹介いたします。
受賞者揃っての記念撮影

地域医療連携室長（糖尿病・代謝内科） 利根 淳仁

小児外科医師

大倉 隆宏

この度は院長賞をいただき、大変光栄に存じます。昨

私は平成24年9・10月、沖縄県立南部医療センター

年4月から地域医療連携室に入り、不慣れでご迷惑をお

救急科でのER研修に参加させて頂きました。この度、院

かけした場面も多々あったかと思いますが、連携室スタッ

長賞を頂き心より感謝申し上げます。ER研修では、軽症

フの頑張りに支えられた一年でした。一時的な減床とい

例から重症例に至るまで多くの患者様を診察させて頂き、

う状況に鑑み、連携室としても更に高度かつ多様化した

大変貴重な経験となりました。ER研修の経験を活かす

ニーズへの対応が求められるものと考えます。今回の受

べく、当院での今後の研修も引き続き努力して参ります。

賞を励みに、地域の医療機関様ならびに患者様、そして
岡山医療センターにより一層貢献できるよう地域連携室

薬剤科

調剤主任

谷口 仁司

スタッフ一丸となって職務に邁進いたしますので、今後と
薬剤科業務の新規展開・改善に中

も何卒よろしくお願い申し上げます。

心的役割を果たし、病院機能評価の

地域医療連携室

医療社会事業専門員 神﨑 早苗

H15年にこの病院で初めてのソーシャルワーカーとし
て着任して10年、節目となる年に院長賞を頂けて光栄

高評価へとつなげました。

リハビリテーション科医師

西﨑 真里

です。様々な調整をさせて頂くなかで、人と人とのつな

リハビリテーション科、心臓部門担当の西 と申します。

がりの大切さを日々実感しております。限られた時間の

この度はこのような名誉ある賞をいただきましたことを、

なかで関わらせて頂くことが多いのですが、出来るだけ

院長先生はじめ日頃ご指導いただいております松原臨床

丁寧な応対を心がけようと思っております。

研究部長、竹内医長、そして日々の診療を支えてくれて

今後とも、地域医療連携室を宜しくお

いるリハビリテーション科スタッフの皆さんに厚く御礼申

願い致します。

し上げます。
私は7年前この病院に赴任いたしましたが、その頃はま
だ「心臓リハビリテーション」という言葉さえもあまり知ら
れておらず、私自身もどのように日々の診療をおこなっ
ていけばよいのか、戸惑う毎日であったことが思い出され
ます。
しかし、最近は各種研修会や、昨年からは市民に向け
てのフォーラムが開催されるなど、その重要性が認識さ
れるようになっています。
今後は、さらに質の向上を目指し努力してまいりたいと
存じます。引き続き御指導・御支援の程、何卒よろしくお
願い申し上げます。
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放射線科

画像管理主任

亀田 賢治

今回院長賞を受賞することができ、ありがたく思います。
我々放射線技師は、医師の多岐にわたるオーダーに応え
られるよう日々頑張っています。

看護師確保プロジェクトチーム
代表 診療部長（心臓血管外科）
岡田 正比呂
看護師確保のための様々な企画を

私は現在CT室で勤務することが多いのですが、2台
あるCT装置のうち1台は老朽化が進み、そのため外来

立案・実行にうつし、チームとして院内
で中心的役割を果たしました。

や病棟の患者様を長い時間お待たせすることがありまし
た。今秋には新しいCT装置に入れ替わる予定となって
いますので、待ち時間の大幅な短縮が見込めると思われ

代表
代表

ます。なお、入れ換え工事期間中は色々ご迷惑をお掛け

診療部長母乳育児推進室
6A病棟看護師長
有道 順子

することがあると思いますが、ご理解とご協力を宜しくお
平成25年4月1日病院開院記念

願いします。
最後に今回の受賞に関して、日々協力・理解してくれる
放射線科スタッフの皆様に感謝いたします。

日に、母乳育児推進室が、院長賞
をいただきましたことを心より感謝
いたします。昨年は、当院が赤ちゃ
んにやさしい病院（BFH）の認定を受けてから20周年の

医療安全推進室担当者会議
代表 9AB病棟副看護師長
鳥越 俊宏

年であり、記念式典を中心に活動を行ってきました。市
民公開講座では子育て中のお母さんを中心に120名以
上の参加で盛り上がりました。当院が総合周産期母子医

この度院長賞を頂き、大変光栄に感じております。

療センターとして、すべての母と子にやさしいケアを提供

平成24年度看護部医療安全推進担当者会議ではより

できるよう今後も地域に向け情報発信していきますので、

安全な医療を提供するため、
「指差呼称」の周知徹底を大

どうぞよろしくお願いいたします。

きな目標とし、取り組んできました。私たちの地道な活動
が認められたことを嬉しく思います。これからも安全な医
療を提供できるように担当者一丸となり、皆様と一緒に引
き続き頑張っていきたいと思います。

金川病院
代 表
臨床検査科
リハビリテーション科

金川病院院長 大森 信彦
医化学主任
三宅 佳子
理学療法士
末澤 典子

P6
・7に掲載しています

NST
（栄養サポートチーム）
代表

消化器外科医長

太田 徹哉

このたび、当院でのNST（栄養サポートチーム）活動

看護助産学校

教員

吉川 明美

が評価され、晴れて院長賞をいただくことができました。
メンバー一同、大変喜んでおります。平成17年に外科：

授賞式で院長先生よりご紹介いただいたとおり、現職を

太田、薬剤科：山本、栄養管理室：熱田の3名で立ち上げ

続けながら災害支援活動をさせていただけるのは、職場の

たNSTですが、その後看護部からもサポートを受けるこ

方々のあたたかい支援があるからこそと感謝しています。

とができ、全病院型のNSTとして平成18年1月より発足

国内外を問わず被災地での活動は、報道や活字では伝

しました。以後、各病棟へリンクナースも配置され、平成

えきれない被害の全貌の中で、多くの方々の悲嘆と苦悩

24年からNST専門療法士研修施設に認定され、NST

に寄り添います。看護師として、人として自分が体験した

セミナーを毎月開催しています。今後も、院内の栄養管

ことは貴重な教材でもあり、より多くの方々に伝え災害を

理をサポートしていきますので、皆様のご協力を何卒宜

考える機会になればと思っています。私自身がどこで、

しくお願いいたします。

どのように存在していても、人とのつながりを大切に今後
も頑張っていきたいと思います。

災害医療チーム
代表 診療部長（脳神経外科） 難波 洋一郎

P6に掲載しています
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岡山医療センター
災害医療チーム
診療部長（脳神経外科） 難波洋一郎

大災害で数十人規模の患者さんが、時間内外を

災害時派遣医療チーム(
DMAT)
もようやく１チー

問わず当院救急外来に押しよせたら、私たちはど

ム結成でき県内外の定期訓練に参加しているとこ

う対処すればよいのでしょう。初期対応はどこで

ろです。岡山は幸いにも災害が少なく、つい「他

行えばいいの？ カルテは電子カルテ、それとも紙

人事」と考えがちですが、
「備えあれば憂いなし」、

カルテ対応？ 緊急手術は可能なの？ ライフライ

いざという時に我々は何をどうすべきかを考えて

ンは？ 等々。

おく必要があります。年内には院内災害訓練も予

一昨年末に県内で８番目の災害拠点病院に指定

定していますので、皆さんの御協力よろしくお願

され、それを機会に災害医療チームが発足しまし

いします。またDMATも当院の規模を考えると

た。災害時マニュアル作成、災害時必要機器の整

あと２チームは欲しいところです。興味ある方を

備、災害訓練への参加等、遅ればせながらこの１

いつでも待ってます。

年間で少しずつ形が見えてきたところです。また
岡山医療センター
・医

師…秋山

・看護師…中原

DMAT
（日本DMAT登録メンバー）

一郎
（外科）
、青井
孝子、加賀宇

瑞穂（脳神経外科）

芳枝、片山

祥恵、松村

加奈子

・調整員…村上

孝次（事務）

金川病院
平成24年4月

岡山市と国立病院機構が タッグを組んで開院した金川病院。初めての試みで毎日が

チャレンジの連続も、スタッフ全員が一つになって今2年目を迎えています。
大森院長先生と立ち上げスタッフのお二人から、院長賞受賞を機にこの1年
間を振り返ってのコメントをいただきました。

金川病院院長

大森

信彦

金川病院職員一同を代表して授賞式に臨ませていただき、大変光栄に存じま
す。病院立ち上げ初年度という五里霧中状態を、全員野球のエネルギーで乗り
切ってまいりました。応援頂いた皆様のご厚情・ご期待に応えられるよう、これ
からも尚一層奮励努力してまいります。本当にありがとうございました。
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リハビリテーション科

臨床検査科
医化学主任

理学療法士 末澤 典子

三宅

佳子

国立病院機構岡山市立金川病院の立ち上げメ

この度、院長賞をいただき誠にありがとうござ

ンバーに選ばれた時には、期待と不安で一杯でし

いました。昨年４月に金川病院へ赴任し、立ち上

たが、院長の大森先生をはじめ金川病院のスタッ

げスタッフとして頑張ってまいりました。

フの皆様に支えられ、リハビリテーション科はス

各部署一人体制での勤務は初めてで、各種委員会

タッフ一丸となってこの一年間頑張ることがで

への参加や感染対策に関するマニュアル作り等

きました。病院の立ち上げに関わるという大変

苦労しましたが、本院検査科や感染対策室のサ

貴重な経験を得られたことに感謝し、今後この経

ポートのおかげで、無事に務めることができました。

験を生かして金川病院のリハビリテーション科

今後も微力ではありますが「患者さまにやさしい

の発展に一層努めていきたいと思います。

病院」の理念の元、精進してまいりたいと思います。

夢のようなひとときをありがとう
！
夢のようなひとときをありがとう！

津田ひとみ

トもあり、この夢のようなひとときを忘れないために、

平成25年3月9日、東京ディズニーリゾート・アンバ
サダー（親善大使）永井綾香さんとミッキーマウス、ミ

■６B
（小児）病棟看護師長

「ハイポーズ」と写真撮影。

ニーマウスが６B病棟で闘病中の子どもたちを訪問して

このサプライズイベントに、入院中の子どもたちはも

くれました。これは、東京ディズニーリゾートの社会貢

ちろん、病棟のスタッフたちも笑顔あふれるハッピーな

献の一環。永井さんの『お友達になってね』との挨拶の

時間を過ごすことができました。

後に、ミッキーマウスとミニーマウスが病棟のプレイ
ルームで楽しいお得意のダンスを披露。その後、子ども
たち一人ひとりに握手をしながら挨拶を。子どもたちは
大好きなミッキーマウスとミニーマウスにギュッと抱き
しめられ大興奮。貰ったミッキーマウスとミニーマウスの
カードの塗り絵に早速トライする子どもたちも。ミニー
マウスは上手にできた塗り絵を見て、驚いていました。
更に、永井さん、ミッキーマウスとミニーマウスはプ
レイルームで一緒に過ごすことのできなかった子どもた
ちの病室を訪問。同じように一人ひとりと握手やハグを。
「卒業旅行で行けなかったので本当に嬉しい」とのコメン
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初期研修医通信
初期研修医通信 そして研修医は地域に出
そして研修医は地域に出る

■医師育成キャリア支援室

今年度は15名の初期研修医がフルマッチしました。４月

腎臓内科医長

太田

康介

田村史翔医師

初旬のオリエンテーションなどの後、内科・外科系などで研
修を開始しました。皆様よろしくお願い申し上げます。
さて、今回は初期研修医の当院以外での研修（地域医療、
精神科診療）についてご紹介いたします。
初期研修には１ヶ月の地域医療研修が義務付けられていま
す。今年度は金田病院（真庭市）、尾道市立市民病院（広島県
尾道市）
、矢掛町国民健康保険病院（小田郡矢掛町）などの医
療機関にご協力頂き、研修医にとって当院では経験できない
一般的な入院診療や在宅医療などを学ぶ機会を得ています。
この４月は田村史翔医師が金田病院にて研修を受け、同院
常勤医のもと地域に根差した一般内科診療にあたりました
（外来・入院担当医）。
「当院とは違って担当患者さんの診断治
療を自分自身で主体的に判断・決定するという立場だったの

研修風景（田村医師） 金田病院にて

で、責任を担う反面自分自身で診療が完結するという手ごた
えのある診療ができました」とのことでした。なお金田病院
では昨年の15名につづき、本年も12名の研修医が研修を受

小谷敬奈医師

ける予定です。
また選択実習として精神科を選んだ場合は、岡山大学病院
か岡山県精神科医療センター（いずれも岡山市北区）にて研
修します。
岡山大学病院にて研修を受けた小谷敬奈医師は「精神科研
修では、リエゾン（他科からの紹介）に参加できたことが今
後の日常診療に役立つと思います」とのことでした。同院で
はそれ以外に統合失調症、うつ病、器質性精神病なども担当
し、今後精神科を診療しない医師にとっても貴重な機会にな
ります。なお研修医はこれまで全員がいずれかの精神科研修
を選択しています。
最後になりますが、お受け入れ頂いている施設の皆様に感
謝申し上げます。

研修風景（小谷医師） 岡山大学病院（精神科）
にて

今年のリソースナース室広報チームの活動は、リソースナース室を大きく６つの

リソース Vol.15
ナース室
通信

分野に分け日々のケアに活用できるような、ワンポイントアドバイスを１階エレベー
ター前掲示板にポスター掲示していきます。
また、ジャーナルには、夏場でも気をつけたい脳卒中のことや、赤ちゃんの感染
予防、肌を保護するための保湿ケアについてそれぞれの分野の認定看護師が担当
する予定です。
当院には７分野１１名の認定看護師と１分野１名の専門看護師が所属しています。
ケア方法に迷うとき、患者さんへの指導に困ったときなどどのようなことでもよいの

皆さん。
こんなことをやってほしい！
というリクエストを
お待ちしています！

THE

で、いつでも気軽にご相談下さい。よりよいケア方法をみなさんと一緒に考えてい
きたいと思っています。今年度も私たちをご活用下さい。よろしくお願いします。
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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−
活動報告

ラウンドグループ

ラウンドグループは、看護師、医師の他、各種医療職（薬剤科・検査
科・放射線科・栄養管理室・リハビリテーション科）と事務職（企画課）
の多職種で構成されています。毎月第2週目の金曜日の16時30分から
17時の間に、「麻薬・向精神薬の管理」「救急カートの整備」
「転倒転落
予防のための環境整備」のいずれかについて、規定どおりに管理・整備
されているか、チームを組んで各病棟にチェックに伺います。
いろいろな職種の目で、決められている整備や管理方法が実践できて
洗濯物への混入物チェック中
いるかを、定期的に確認する事が、職員一人一人への周知や注意喚起と
なり、リスク感性の向上につながると思っています。
今後も、このラウンドグループのような多職種での活動を継続していきたいと思っています。

そうめん南瓜のもずく酢和え
市販の「もずく酢」にほぐ
した「そうめん南瓜」を和
えるだけ。胡瓜を千切り
にし塩で軽くもんで水洗
いしたものを混ぜてもお
いしくいただけます。
【作り方】

①そうめん南瓜を２～３ｃｍの輪切り
にする。硬いので気をつけて。
100g中
エネルギー：24Kcal
炭水化物：6.
1ｇ
カリウム：400μｇ
ビタミンC：34mｇ
食物繊維：1.
5ｇ

②輪切りにしたものを茹でます。
※中のワタ、種を除いてからでもＯＫ。

③ほぐれてきたら茹で完了。冷水にさ
らす。食べやすい長さに切る。

こんな効果が…
水分を多く含み、低カロリーでダイエットに有効な食材です。豊富に含まれるカリウム
によって利尿作用も期待でき、むくみやすい人にはおすすめ。水分調節が重要な暑い夏
にもってこいの野菜です。
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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。
さわやかな風の中に初夏の薫りを感じる季節になりました。
当院では、今年度も様々な治験を準備しています。参加できる条件、
参加できない条件があります。興味をお持ちの方は、主治医または臨床
研究推進室にお声掛けください。
表は当院で実施している治験の一部です。その他、治験に関するご
相談もお受けいたします。

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

対象疾患

実施診療科

備考

糖尿病性末梢神経障害

糖尿病・代謝内科

糖尿病の方で手や足にしびれがある、鈍感になった
などの症状をお持ちの方

脂質異常症

糖尿病・代謝内科

血液検査でTG（中性脂肪）が高い値を示した方

循環器科

深部静脈血栓症、
急性肺塞栓症

心臓血管外科

多発性骨髄腫

血液内科

こころが
喜ぶログ
遠藤寛子

足の動脈が狭かったり、詰まったりすることにより、
歩行障害を有する方
すでに何種類かの治療法を受けた方

「私が見た福島・宮城」

Co
l
umn

フリーアナウンサー

足の深い所にある静脈に血栓ができた方

ゴールデンウイークの休みを利用して福
島～宮城を旅してきました。大河ドラマ『八
重の桜』
人気の会津若松・鶴ヶ城、古くから
の観光地の日本三景・松島はそれぞれ多く
の観光客で賑わっていました。一方で、東
日本大震災で甚大な被害を受けた地域も
数多くある両県です。宮城では石巻市の
北上川すぐそばにある大川小学校と南三陸
町の防災対策庁舎を訪ねました。被害に
合った当時のままの状態で建物が残されて
おり、それぞれの場所では訪れた人が静か
に手を合わせていました。実際にその場に
立つと「２階建や３階建の高さのものをの
みこむ波がここに押し寄せた…」と現実のも
のとして想像でき、恐ろしさに足がすくみまし
た。石巻から南三陸までの道沿いには、コ
ンクリートや木材といった災害廃棄物が山
のように積みあげられており、周辺には「○
○仮設住宅」
と書かれた看板も多く見られま

南三陸
防災対策庁舎

した。また福島では原発事故の影響で、
飯舘村から福島市内に避難されているご夫
妻に出会うことができました。自宅で暮らす
ことができず、今も届出をしないと自宅に 泊
まる”
ことができないという現実が続いているそ
うです。岡山にいると２年前とほとんど変わ
らない景色があります。福島・宮城では変
わり果てた町の姿があります。復興はまだ
遠い未来です。

石巻

大川小学校

PROFI
LE 平成5年、山陽放送株式会社入社。在局中は夕方ローカルワイドニュース
「山陽TVイブニングニュース」や県政・市政などのテレビ番組、スポーツ番組
のリポートなどを担当。また、ラジオではお昼のワイド番組をはじめ、数多くの番組を手がける。平成12年に同社を退社後、フリーとして活動中。現在は、山陽放送
テレビ・ラジオで朝の定時ニュース担当。またイベントや式典、ウエディングなど、様々なシーンでの司会進行でも活動を続ける他、マナー研修の講師も務める。
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校
学
産
助
護
看
信
通

新入生を迎えて

13
.
Vol

看護助産学校生活
の開幕！
！
看護助産学校教員 石川

看護学科

3年 松本

敬子

先日の入学式では、新入生の輝きに満ち溢れた姿を前に
歓迎の辞を述べながら、私自身もまた初心にかえる機会と
なりました。
涼太

私自身も入学当初は、新たな環境や専門性の高い講義に、
日々不安と戸惑いばかりだったように思います。でもこの

日差しも暖かくなり春の陽気に心地よい日々が続き、岡山
医療センターのハナミズキの花も咲きそろいました。
看護助産学校では、去る

月

学校の仲間と共に学び歩んでくるうちに、いつの間にか不
安や戸惑いよりも、患者様や家族にとってのより良い看護の
ありかたに自分自身が心を傾け懸命に考

日に、

看護学科第15期生124名と助産学科第

えられるようになっていました。臨地に

3期生20名の入学式が挙行されました。

は実際の患者様が療養されておられ、学

東学校長先生より心温まるお言葉を頂い

内の講義や演習では得られない貴重な学

たり、来賓の方からのご祝辞や上級生か

びや気づきが、私たち学生に看護師とし

らの歓迎の言葉が読み上げられ、新入生

ての目指すべき方向性を導いて下さって

は看護助産学生としての決意を抱き、希

いるのだと思います。
今まさに同じ目標を掲げ 歩もうとし始

望に満ち溢れた表情でした。また入学式

めている新入生の皆さんに伝えたいこと

に参加した在校生は、先輩としての自覚
と責任を再認識することができたと思います。

は、一人で学んでいるのではないことです。患者様やご家

また学校職員も 月に新しいメンバーを迎え、スタートし

族の方々、臨地での師長はじめ指導者の方々や学校の教職

ました。今年も学校全体が笑顔で明るい雰囲気に包まれな

員の方々、皆さんを心より応援して下さっている保護者の

がら、総勢388名の岡山看護助産学校の学生たちが置かれ

方々など多くの方に支えられ学ばせていただいていること

た場所で咲けるように支援していきたいと思います。今年

を決して忘れてはならないと思います。多くの方への感謝
の気持ちを大切に、さあこの学び舎で私たちと一緒に歩ん

度も看護助産学校をよろしくお願いします。

でいきましょう。

独立行政法人国立病院機構
岡山医療センター附属 岡山看護助産学校

お申し込み・お問い合わせ方
お問い合わせ方法
法
電話・FAX・メールでお申し込み下さい

電 話：0862949292
FAX：0862949552
Emai
l
：nschool
＠okayama3.
hosp.
go.
j
p

OPEN SCHOOL
SCHOOL201
2013
OPE
実 施 日
2回目
3回目

7月20日（土）

お申し込み受付期間

7月18日（木）

電話・メールでのお申し込みの場合は
下記の内容をご連絡下さい
①参加者氏名・年齢・性別・連絡先
②参加希望日
③公開講座の参加希望の有無

11月 2日
（土） 10月31日（木）

会場：独立行政法人国立病院機構
岡山医療センター附属 岡山看護助産学校

※電話の場合は8：30〜17：15までの時間帯でご連絡下さい。
お申し込み受付時間を過ぎましても随時受付可能です。
当日参加も受け付けております。

オープンスクールの内容
①学校紹介
②公開講座
③看護
（助産）
技術
体験コーナー

④個別進路相談
⑤在校生との交流会
⑥学校見学・学生寮見学・病院見学
⑦展示コーナー
（ユニホーム、教材模型、テキスト等）

※軽食も準備して、皆様のお越しをお待ちしています。
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ザ
ジ
医療者のための

地域医療
研 修 室
日

会場：当院西棟8階大研修室
時間：19:
30～20:
30

セミナー・講演会（6〜9月）

程

種

別

演

者

平成25年 7月 9日
（火）

婦人科病について
「子宮編」
（仮） 産婦人科医師 （未定）

第42回 薬剤師研修会

循環器科医師

緩和療法 最近の話題
（仮）

どなたでも
参加でき
ます

『肝がんに対する治療戦略』 座長：当院 山下晴弘消化器科医長
・講演１
「内科の立場から」

講師：当院

松下公紀消化器科医師

・講演２
「外科の立場から」

講師：当院

太田徹哉消化器科外科医長

・講演３
「放射線科の立場から」

講師：当院

向井敬放射線科医師

当院では今、常勤または非常勤の看護師を募集しています。
経験の有無にかかわらず、当院での勤務をお考えの方は下記あてにご連絡ください。

○定員80名の保育所では、日曜・夜間保育だけでなく病児保育も実施
○24時間いつでも利用できるスキルアップラボ、模擬ホスピタルなど充実の設備
○専門職としてのキャリアアップを支援（専門看護師・認定看護師）

お問い合わせ
人事担当 秋田

℡ 0862949911
（内線8183）
〒7011192 岡山市北区田益17111

国立病院機構岡山医療センター

編集後記

アンジェリーナ・ジョリーさんが乳癌の遺伝子があるとして、予防的に両方の乳房を切除したこ
とが報じられた。わが国では、女優の天海祐希さんが心筋梗塞で入院した。古今東西、有名人が
世間に与える影響は大きい。それが、医学の進歩を進める原動力となってほしいと思っている。
（臼井）
THE
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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

昼間だけなら働ける、看護師の仕事
から少し遠ざかっていた…
まずは担当までお電話ください。
ご相談に応じます。

編集責任者／臼井由行

看護師募集

花と笑顔と語りかけの病院で
いっしょに働きませんか！

TEL086-294-9911 FAX 086-294-9255 URLhttp:
//okayamamc.
j
p/ E-mai
li
nfo@okayama3.
hosp.
go.
j
p 印刷：
（株）
中野コロタイプ

日時：平成25年7月13日（土）
10：00～12：00
予約不要、入場無料

-

会場：岡山国際交流センター国際会議場

平成25年6月1日発行
（年4回発行） 発行責任者／津島知靖

がん市民
公開講座

緩和ケア対策室長
呼吸器科医長 藤原 慶一
緩和ケア認定看護師 大口 浩美

第1号

平成25年 9月17日
（火） 第14回 地域医療研修セミナー

宮地 克維
浦山 健治

岡山市北区田益

熱中症について
（仮）

充

-

救急科医長
（循環器科）
小児科医師

平成25年 7月16日
（火） 第13回 地域医療研修セミナー

宗政

〒

最近の循環器科インター
ベンションの話題（仮）

広報第8巻

平成25年 6月18日
（火） 第12回 地域医療研修セミナー

ナ
ル
！
！

