木村理事長から新年のご挨拶
あけましておめでとうございま す︒百 年に一度という未 曽 有のパンデミックが発 生して二年が経とうと
︶ゆ え ︑感 染 防 御にも 過 大 な 気 を 遣ってき まし た ︒
しておりま す︒未 知の新 型コロナウイルス︵
COVID-19
防御を尽くしていたにも関わらず感染してしまった方には心よりお見舞い申し上げます︒
少し明るい兆しとしては
その対策の準備をしているのが現況で︑
まだまだ予断は許されません︒

ワクチンの効果︑
また治療薬の開発に期待が出ていることです︒
ただし第六波が来ることも懸念され︑
全国の病院でも
さて︑
昨年の病院のスローガンは
﹁受容と共生﹂
でした︒
患者様に共感を持つことは受容に通じます︒
パラリンピック
二〇二〇は共生に通じま す︒職員一同は各自でこの言葉を それ ぞれ受け止め実践してくれたことと思いま す︒
今年のスローガンは
﹁矜持の中の笑顔﹂
です︒
対面での討論ができないと医療の進歩も遅れるような気もしますが︑
個々が深く研究課題のコアにアプローチできる良い機会でもあります︒
矜持の気持ちで日々研鑽し︑
他の方にはマスクの
中から笑顔を もってコミュニケーションを 深めてまいります︒当院は先進的医療から在宅医療まで広く対応し︑
患者様を 笑顔にでき るよう努めておりま す︒本年も 萩原新病院長のもと︑職員が一致団結して連帯感を 深め︑
令和四年︑
よろしくお願いいたします︒

理事長

木村 雅史

地域の患者様がさらに満足できるような質の高い医療を提供できるよう全力を尽くしていきたいと思います︒
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午後

泌尿器科 14:00〜16:00
内科 14:00〜16:00
整形外科 15:00〜17:00
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87
VOL.

令和4年 新春号

2022.Winter

KIZUNA
善衆会病院広報誌「きずな」
第87号 2022年1月10日発行
【発行】医療法人社団善衆会 善衆会病院 【編集】医療法人社団善衆会 善衆会病院 広報委員会

Zenshukai Hospital’s Public Relations Magazine

お問い合わせ先
027-261-5410(代)

ぜんしゅうかい相談室 / 善衆会からのお知らせ

全診療科 8:30〜12:00

※完全予約制 / 一部除く
※完全予約制

善衆会訪問看護ステーションの看護❶
冬に増加する
「転倒」
に注意しましょう
ちょっと気になる飲み物

午前

※【初診】スポーツ整形外科・整形外科：11:00まで
泌尿器科・内科・外科は11:30まで
麻酔科は月曜日のみ11:00まで

予約専用ダイヤル
027-261-4890

麻酔のギモン

自宅で出来るお勧めの運動

意外と知らない薬のはなし〜お薬手帳のQ&A〜
萩原病院長から新年のご挨拶

被ばくについて②
手術室看護師のお仕事

特集

善衆会病院 ×近隣医療機関 を 繋ぐ コミュニケーションマガジン
善衆会病院 ×地域住民の方

特集

麻酔のギモン

麻酔については、
なんとなく知っているつもりでも、
実際に手術をしたり、
治療をした人じゃないと詳しく知らない、
調べないことかと思います。
そこで、今回は当院 麻酔科医師の伊藤先生に麻酔に関するギモンを解説していただきました。

あけましておめでとうございます。
お陰様で、
全職員ともに新たな気持ちをもって
新年をここに迎える事が出来ました。
これも

麻酔は手術中に意識がない
「全身麻酔」
と意識がある
「区域麻酔」
があります。それぞれを単独でおこなう場合と、
全身麻酔に区域麻酔を併用する場合があります。区域麻酔
には麻酔薬を使用する場所の違いにより
「脊椎麻酔
（脊髄
くも膜下麻酔）
「硬膜外麻酔」
」
「末梢神経ブロック」
などが
あります。

全身麻酔

ひとえに地域の皆様と日頃から連携させて

A

脊椎麻酔や硬膜外麻酔では背中から注射を
しますが、麻酔の針が入りやすくなるように
横向きになって背中を丸める体位になります。
体に痛みがある場合は可能な範囲で姿勢を
とっていただければ大丈夫です。

A

区域麻酔
● 硬膜外麻酔

頂いている地域の医療機関、介護施設の

手術前には

● 脊髄くも膜下麻酔

● 末梢神経ブロックなど

方々のご厚情の賜物によるものと心から感謝
いたしております。
さて、
木村理事長の挨拶にもありますように

意識がない

新型コロナウイルス感染症は未だ予断を許す

手術中は完全に
眠っている状態

ことができない状況です。入院患者さんの
面会制限など心苦しくも継続せざるを得ない
状況が続いていますが、引き続きご理解
ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。
当院は、
これからも地域の患者さんに安心
して受診いただけるように、
また地域の医療・

意識がある
区域麻酔単独の場合
原則として手術中は
目覚めている状態

Q2 麻酔科医でなくても麻酔をかけられますか？
A

介護機関の方々に信頼いただけるように、
職員一同心のこもった医療を提供することに
尽くしてまいりますので、
皆さま本年もどうぞ
よろしくお願いいたします。

喫煙は周術期の呼吸器、脳神経、心血管系
合併症を増やし術後の回復を遅らせます。
また傷の治りを悪くします。受動喫煙でも同様
です。非燃焼・加熱式たばこも有害物質を
含んでおり同じく禁煙が必要です。禁煙は
いつから始めても合併症を減らす効果が
ありますが早いほど有効です。
安全な手術の
ために、手術が
決まったその日
から禁煙を
始めましょう。

医師は自由標榜制度のもと、自身の知識と技術に
よって自由に診療科を掲げることができます。ただし
麻酔科だけは独自性と専門性をもつ分野であるため
厚生労働省が認定する 麻酔科標榜医 という資格が
あって初めて名乗ることができます。
当院には麻酔科標榜医資格
および日本麻酔科学会が認定する
麻 酔 科 専 門 医 資 格 を もった
常勤医師３人がおり、安全に手術が
できるよう努めています。

麻酔のギモン

A

術前に禁煙を勧められますが
Q6 その理由はなぜですか
？

Q4 背中に注射する麻酔の時に
体を丸めるのはなぜですか？

特集

萩原病院長から新年のご挨拶

Q1 麻酔の種類にはどんなものがありますか？

Q5
A

禁煙しましょう

太っていると麻酔をかけるときに
リスクがありますか？
肥満は周術期の経過を悪化させる大きな
要因です。例として低酸素血症や肺炎、
狭心症
や心筋梗塞などが起こりやすくなります。
BMI
（体格指数）
が25以上は肥満と定義され、
肥満に関連する健康障害が
あるか内臓脂肪蓄積が
あ れ ば 肥 満 症と診 断
されます。該当する方は
安全に手術を受けるため
ぜひ減量に努めてください。

術後痛みが強い場合、
自分で薬を調節
Q7 できる方法があるって本当ですか
？

A

術後鎮痛用の硬膜外麻酔や持続静注を
行う場合では、自己調節鎮痛法が可能な
持続注入器を使用しています。薬剤は自動で
持続的に注入されていきますが痛みが
強いときは注入器のボタンを押すことで
さらに薬を足すことが可能です。

BMI＝［体重（kg）］÷［身長×身長（m）］

伊藤先生からメッセージ

Q3
A
善衆会病院
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病院長

萩原敬一

局所麻酔の時でも麻酔科医は患者さんを
みていますか？
主治医が施行する局所麻酔や末梢神経ブロックの
場合はその医師の監視のもと手術を行っていますが、
必要な時には手術室にいる麻酔科医も協力して対応
しています。

麻酔科医は手術中の大きな侵襲から
患者さんを守る役割を担っています。
麻酔についてご心配なことがあれば
いつでもご相談ください。

麻酔科 医師

伊藤

奈穂美

【専門】 麻酔科全般

Naomi ITOH
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手術室看護師のお仕事

看 護
コラム

自宅で出来るお勧めの運動

巻頭では麻酔科 伊藤医師から麻酔科の仕事についてご紹介しましたが、
看護コラムでは麻酔科医と密接に連携して働いている手術室の看護師にスポットを
当ててみたいと思います。手術室看護師よりご紹介します。

担当：理学療法士

運動は血圧、中性脂肪、血糖値などを低下させる効果があり、高血圧症、脂質異常症、
糖尿病などの生活習慣病の予防に有効であると考えられています。特に有酸素運動は
酸素を使って脂肪や糖質を燃焼させることができ、運動の強度は低〜中程度のため

手術室看護師ってどんな役割なの？

長時間行うことができます。そのため糖質より脂肪がおもなエネルギー源となりやすく、

大きく分けて
「直接介助」
「間接介助」
の2つの役割があります。
直接介助は、手術中に医師に機械を渡すなど、執刀医を直接
サポートする役割です。テレビドラマなどで見る手術室看護師は
こちらのイメージかもしれません。

体脂肪燃焼が期待できます。

間接介助は、手術中の患者さんの状態を確認しながら
手術環境全体を整えます。麻酔科医のサポートや患者さんの
出血量計測、照明の角度調節や次に使用する機械の準備、
と様々なことを行っています。

今回は自宅で出来るお勧めの運動として難易度の低い
「
難易度の高い
「

難易度 : ★☆☆☆☆

これは下半身の筋トレ効果が期待できる初心者
向けの有酸素運動です。10〜20cmほどの段差に
手軽に取り組むことができます。

手術患者さんに限りませんが、入院前にはPCR検査を実施
して頂いています。手術時の対策は人工呼吸器の管を気管
へ挿入する際や抜去する際の
飛沫のリスクに対し、フェイス
シールド及びN95マスクの装着
をしました。
またビデオ喉頭鏡を
使用し、患者さんの口元から
距離を保った状態で人工
呼吸器の管を挿入でき、
リスクを軽減できています。

直接介助看護師

麻酔科医師

助手医師

手術がない時はどんなお仕事をしてる？
術前・術後訪問やカンファレンスをし、
新しい手術方法などの
情報共有をしています。
また、機械の点検や部品の補充も
行っています。手術室以外の看護師と同じように、
委員会や
会議に出席することもあります。

１日にどのくらいの手術件数をするの？

手術室看護のやりがいを教えて！

当院には4部屋の手術室がありますが、その合計で概ね平均
12件です。最多では１日23件の手術を実施したことがあります。

安全に手術を実施するためには、
手術に携わる全スタッフの
チームワークが大切です。患者さんの命を守り、
無事に手術
を成功させるため、手術チームの中での看護師の役割を
きちんと遂行できた時、
大きな達成感ややりがいを感じます。

2

次に、反対足も
段差に上げる
（段差の上に
乗っている状態）

3

4

3

両足を後ろに
伸ばす

両足をしゃがみ
込んだ元の位置
に戻す

上げた方の
足から下ろす

【目安回数】 約10〜20分
ポイント

2

直立姿勢
をとる

目線を下げず前に向けたまま動く
背中の伸びをキープする

しゃがみ込み
両手を地面につける

繰り返す

執刀医師、助手医師、麻酔科医師、直接介助看護師、間接介助
看護師 各1名で合計5名が通常の組み合わせです。特に複雑な
手術や珍しい手術などは医師が増えることもあります。

間接介助看護師

4

1

1

段差の前に立って、
右足または左足
どちらかを
段差に上げる

繰り返す

新型コロナ対策として新しく始めたことは？

執刀医師

１つの手術に大抵何人のスタッフが入るの？

バーピーは運動レベルの高い人におすすめです。全身の
筋力強化や瞬発力を高めることができますが、負荷が
大きいので慣れないうちは回数を少なくしたり、動作を
ゆっくりするなど、少しずつ身体を慣らしていきましょう。
【 方法 】1~5の動作を繰り返す

【 方法 】1~3の動作を繰り返す

両者に共通する役割としては、術前の患者情報を確認して麻酔科医と打ち合わせをしたり、手術の進行状況によって部屋の
使用や入室時間の調整を行うといったことがあります。

難易度 : ★★★★☆

自宅で出来るお勧めの運動

手術室看護師のお仕事

片足ずつ上げ下げするのを繰り返すだけなので

バーピー

」
と

リハビリ

看護

踏み台昇降

バーピー 」を紹介します。

踏み台昇降

5

膝を
伸ばして
ジャンプ
する

【目安回数】 10回×3セット程度
ポイント

「しゃがむ→伸ばす→縮む→跳ぶ」
を意識してリズムよく
頭から足先まで一直線にし、お尻を"くの字"に曲げない
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ガク
ブル

冬に増加する「転倒」に
気をつけましょう！

ちょっと

食

コラム

気になる飲み物
普段、何気なく飲んでいる飲み物について考えてみましょう！

解説： 医療安全管理室 室長 小池

どのくらいの砂糖が含まれているかご存知ですか！？

冬になぜ転倒事故が増えるのでしょうか？
寒くなると、洋服の重ね着をすることで厚着となり動きにくくなります。さらに、寒さで身体が硬くなり思うように動きが

例

取りづらくなるからです。そして転倒を起こしたことが引き金となり動くと転倒するのではないかと恐怖感を抱き、行動する
ことを制限してしまいます。
そこから体力
（筋力）
が衰え、
閉じこもりになったりすると、
介護が必要になる場合も少なくありません。

厚着

カチ
コチ

寒さ

環境 = 外因性

身体 = 内因性

かまち

段差
（大小）

凸凹
でこぼこ

玄関の上がり框や部屋の敷居、
トイレ・浴室の小さな段差の付近
にも手すりやスロープ等を設置
し、
階段には滑り止めを付けま
しょう。
電気コードが床を這っている
場合は家電等の配置を変え、
カーペットやマットは厚みと縁が
あるためつまずきやすいので、
敷かない方が良いでしょう。
畳やフローリングに新聞紙やチラシ、
スーパーなどのビニール袋を置いて
おくと歩いて踏んだ時に滑ってしまい
ます。歩く所の物は片付けておきま
しょう。また、厚手のくつ下や重ね
履きは、足の裏の感覚が鈍くなる
ので歩く時には注意しましょう。

からだの
変化

精神面・
心理面の
変化

薬の
内服状況

体力が低下すると筋力も
弱くなり、足が上がりにくく
バランスが悪くなりますので、
毎日少しでも歩く習慣を身に
付けましょう。

不安や焦りは注意力の散漫や
判断力の低下に繋がりますので、
急な行動はとらずに気持ちを
落ち着かせてから動きましょう。

あまり知られていない 事 かも
しれません が 、薬によっては、
めまい・ふらつき・倦怠感などの
副作用が起る事で転倒する事も
あります。色々な薬を飲んでいて
不安や心配な事があれば医師・
薬剤師に相談しましょう。

よっ！
転倒防止

ここ数年、
コロナウイルスの影響もあり家の中で過ごす人が多くなり、運動不足になっている人が増えて
いるかと思います。運動不足は体力や筋力の低下を招き転倒のリスクを高めます。先ずは自分でできる
運動や身の回りの生活環境を整える事から始めてみてはいかがでしょうか？

0本

0本

コーヒー飲料 スポーツ飲料
（185ml）

(500ml)

ミルクティー

コーラ

13本

18本

(500ml)

(500ml)

(0g)

4本

(0g)

(12g)

11本
(33g)

(39g)

(54g)

スティックシュガーで考えてみると結構な量の砂糖が入っていますね！
常日頃、喉が渇いたときに甘い飲み物を飲んでいるとこれだけの砂糖を身体に入れることになります。結果、高血糖に
結びついて、糖尿病や高脂血症などの生活習慣病を発症しやすくなります。糖質の多い清涼飲料水などを一度に大量に
飲むことに依って起こる急性の糖尿病
「ペットボトル症候群」
など聞いたことがある方もいると思います。もちろんひと息
つきたい時やストレス解消の時には良いかもしれませんが、無意識に飲んでいることがあったら注意したいですね。

ちょっと気になる飲み物

冬に増 加 す る﹁ 転 倒 ﹂に気 をつけ ましょう

転倒する要因を知ろう！

お茶

栄養

まずは、日々の生活の中で転ばないための予防が大切です。
そこで、転倒の要因に対する対策を「 環境=外因性 」と「 身体
（からだ）
=内因性 」の視点から考えてみました。

スティックシュガーの量

医療安全

動きにくくなる

滑り
やすさ

6

転倒事故が
増加

ブラック
コーヒー

「スティックシュガー１本＝3g」で
例えると・・・

正確な内容を知っていますか？
ときには気に留めておきたいエネルギー表示

ノンカロリー
100g当たり5kcal未満の
食品に表示できる

カロリーオフ
低カロリー
100g当たり40kcal以下の
食品に表示できる

糖分控えめ

甘さ控えめ

砂糖やブドウ糖が
100g当たり5g以下の
食品に表示できる

明確な基準なし

糖分
（砂糖）
の摂取を控えたい場合、表示をしっかり見て賢く食品を選びましょう。多くは人工甘味料を使っているので
カロリーが少なめになっています。
甘さ控えめについては 製造業者独自の言葉 であり、特別な決まりはないため注意したいですね。

人工甘味料についての注意点
・一度に大量に摂取すると腹痛や下痢を起こすこともあるので注意しましょう。
・人工甘味料に依存しすぎると甘味に慣れてしまい、薄味に物足りなさを感じて
しまうこともあるため注意です。
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解説：薬剤師

今回はお薬手帳に関する
よくある質問にお答えします。

意外と
知らない
薬のはなし

お薬手帳 Q & A

被ばくについて②
前回
（Vol.85・夏号）
では当院で行われている検査を例にそれぞれの検査に
おける被ばく量、それに伴う影響について簡単にお話ししました。
本稿では被ばくによる人体への影響についてもう少し掘り下げて解説します。

お薬手帳が普及したきっかけって
なんですか？

お薬手帳の始まりを教えてください。
お薬手帳は1993年、日本国内の患者15人が別々の

1995年、阪神淡路大震災において、
ご自身が飲んで

病院から抗ウイルス剤と抗がん剤の処方を受け、

いた薬の記録がないため、
薬を処方できなかった例が

併用使用して死亡した事件、
「ソリブジン事件」
を

多く見られました。薬の記録を残すことは災害時に

きっかけとして導入されました。

おける備えの意味でも認知され、急速に普及する

被ばくによる影響には確率的影響と確定的影響の2種類があります。
人体影響の発生機構

確率的影響

ある一定の線量を境に線量に応じて影響の発生
確率が高まる。基準以下の線量の場合は生活習慣に
よる影響のほうが目立つ。
（例：がん、白血病、遺伝性影響）

こととなりました。
まさか！死亡事件がきっかけなんて
思いもしませんでした。

解説：診療放射線技師

人体影響の発生機構

確定的影響

確率的影響とちがい”しきい線量 ※”と呼ばれる基準が
存在し、
それ以下では影響が発生しない、
それ以上では
影響が発生するというもの
（例：白内障、
脱毛、
皮膚障害）
。
※しきい線量とは、同じ線量を被ばくした100人のうち
1人に影響が発生する線量のこと。

さらに、2011年の東日本
大震災においても、
災害時に
おいてのお薬手帳の必要性
が再認識されました。
確かに！お薬の記録を残すことは
非常時にもとても役立ちますね！

正常な細胞

通常は被ばくにより変異した細胞は修復・排除
されますが、確率で増殖し最終的にがん細胞へと
変化します。

メリットとデメリットには以下のようなものがあります。

■

■

デメリット
■ サーバーに繋がらないことがある

紙のお薬手帳より
受診時に忘れにくい

■ スマートフォンが充電切れで

データのバックアップが
サーバー上に保管される
など

みられない

がん細胞

胞発生
がん細

正常細胞

敗
除失
排
・
修復

胞増殖
がん細

損傷した細胞

一時的機能喪失
→ その後回復

悪性化
がんの

確率的影響にはしきい値がない
（と仮定）

放射線
（被ばく）
確定的影響にはしきい値がある

など

全ての薬局で対応しているわけではなく、
アプリの仕様や使いやすさも改良が進んでいる途中といえます。

影響なし
放射線
（被ばく）

■ パスワードがかかっていて

本人以外みられない

細胞死

放射線
（被ばく）

修復・排除

「電子お薬手帳」
はスマートフォンなどにアプリをダウンロードし、薬の情報を電子的に管理するサービスです。

メリット

変異した細胞

多少の細胞が死んだとしても残りの細胞で組織の
機能が維持できれば影響は現れませんが、被ばく量
次第では正常な細胞の数が足らずに一時的もしくは
永久に機能不全を起こしてしまいます。

被 ば くについて②

意 外 と知 ら ない薬のはなし

最近よく聞く「電子お薬手帳」とは
どんなものですか？

放射線
（被ばく）

細胞死

検査

薬剤

正常細胞

正常な細胞

がん細胞

変異した細胞

機能喪失
形状異常

どちらも
「変異細胞の修復と排除」
「
、正常細胞の増殖」
というプロセスを経て回復していくため、同等の線量を
被ばくするのであれば、
被ばくの期間を一日以上空けないよりは空けた場合の方が身体への影響が少ないといえます。

時代はなんでも電子化ですねぇ。

当院で行われる検査において確定的影響のしきい値に達するほどの線量を用いることは基本的にありませんので、
みなさんに関係するのは確率的影響 の方かと考えられます。
理屈上ではどんなに低い線量でも発がんのリスクがあるといえます。そのため被ばく線量は少ないに越した
ことはありません。
しかし被ばくを避けることで既存の病気を見逃してしまっては本末転倒です。

お薬手帳を正しく使ってよりよい医療サービスを受けられるようにしていきましょう!
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検査の際は目的や検査部位、体格に応じて最低限の被ばく量で撮影を行っていますので、ご安心して検査を
受けていただければと思います。
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えします

善衆会訪問看護ステーションの看護 ❶
あなたと
地域と
福祉医療

65歳以上の世帯数などが増加傾向にあります。
そのため、
介護ができる人がいない、
老いた者が
老いた者の介護をする
「老々介護」
の世帯が多くなっています。そんな状況でありながら、
施設に入ることに抵抗がある方や、住み慣れた地域やご自宅で過ごしたいという方も
少なくないと思います。そんな時に頼りになるのが、訪問看護です。

今回は、訪問看護ではどのようなことをしているのかを実際の写真とともにご紹介します。

おさらい

そもそも訪問看護って？

看護師がご自宅にお伺いして、その方の病気や障害に
応じた看護を行います。

＜ 胸の音を聴いている場面 ＞

どんなことをしてくれるの？
・ 体温・血圧・脈拍などの測定、体調管理
・ 点滴やその他、尿の管・経管栄養管理
・ 病気の予防と回復の支援
・ 療養生活の相談やアドバイス
・ 主治医・ケアマネージャー・薬剤師・リハビリなど
との連携
・ 緊急時の対応
・ 介護をしているご家族の不安や心配事の相談等

ぜんしゅうかい 相談室
相談はありますか？

難病と宣告され、自分の病気を受け容れることができません。あの時あれをしていればよかったのか？と後悔ばかりです。
察するに、突然の宣告で、
さぞかし驚かれたことでしょう。
「昨日までは病気でなかった。
「ひょ
」 っとしたら違う見立てもあるの
かもしれない。」
立派な本のごとく、受け容れられないことが受容の過程の始まりであるといわれても、納得などできません。
また、納得したら良いことがあるようにも思えません。後悔しても仕方がないことなのは、充分理解しています。
しかし、分かって
いるくらいで後悔しなくて済むのなら、後悔は最初からしていないのかもしれません。
この気持ちは、自分自身だけに向いているものではありません。もし、自分の大切な人に
同じことが起こったとしても、
きっと同じように、受け容れがたく、腹も立ち、後悔もする
ことと思います。大切な人の病気は、
自分の身に起こることと同じです。
これは、
大切な人に
辛い思いをしてほしくない、人を大切に想う気持ちそのものです。突然重大な病気である
ことを告知されたら、悔しいし、腹が立つし、悲しいです。それで、あなたは何も悪く
ありません。
むしろ、これからも、その気持ちを尊重していきましょう。この気持ちは、
あなたや、あなたの大切な人が、あなたの命を大切にしている証拠なのですから。
#2022年冬 #宣告 #後悔

PRP 療法を再開しました

ＰＲＰ療法とは再生医療のひとつで、患者さんの血液
から抽出した成長因子を患部に注入し、傷んだ組織の
修復を促すものです。関節やじん帯などが対象です。
適応は診察や検査の結果をみて医師が判断いたします。

この治療は公的保険適用外のため全額自己負担です。
詳しくは病院ホームページ、院内に設置されたチラシを
ご覧ください。また、広報誌「絆」の次号で詳しく
特集する予定です。

【講師】整形外科医（理事長）

善衆会病院と

友だちになりませんか？
オンライン健康講座もワンタッチで視聴できます！

QR コードが苦手な方に朗報！！

糖尿病についてもっと知ろう

の看 護 ❶
Sta.

～検査データの見方～
【講師】
＜ 痰の吸引をしている場面 ＞

内科医
（副院長・透析センター長）

善衆会の訪問看護師の方は
どの方も良い人ばかりね！

林 潤一

QR コードを読取る または、
インターネットで検索

※撮影したお写真は、ご家族の了承を得て掲載しています。

Aさんの奥さま

YouTube 内のこの動画の説明文にアンケートのお願いがあります。
ぜひ、動画の感想をお聞かせください。（インターネット上のアンケートです）

善衆会病院の LINE が「善衆会」で検索できるんです

①

②
③

★もちろん
QR コードも OK

当
¦ 院からのお 知 ら せ

善衆会訪問看護

当ステーションでは
365日対応しており、
24時間緊急対応を行っています

ぜんしゅうかい 相 談 室

再生医療の会社 J-TEC 主催の市民公開講座に当院の
木村理事長の講座が公開中です。半月板損傷と骨軟骨
損傷についてお話しています。ぜひご視聴ください。

撮影にご協力いただいた患者さん・奥さま、ありがとうございました！
10
10

連載コラム

超高齢社会に突入している日本では核家族化が進み、
単独世帯、
高齢者単独世帯、
夫婦とも

訪問看護

の連携

当院 公認心理師の酒井先生があなたの相談内容に
お答

①LINE の検索窓に「善衆会」と
入力し検索する
②公式アカウントのタブを選択する
③この表示を選択し「友だち追加」する
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木村理事長から新年のご挨拶
あけましておめでとうございま す︒百 年に一度という未 曽 有のパンデミックが発 生して二年が経とうと
︶ゆ え ︑感 染 防 御にも 過 大 な 気 を 遣ってき まし た ︒
しておりま す︒未 知の新 型コロナウイルス︵
COVID-19
防御を尽くしていたにも関わらず感染してしまった方には心よりお見舞い申し上げます︒
少し明るい兆しとしては
その対策の準備をしているのが現況で︑
まだまだ予断は許されません︒

ワクチンの効果︑
また治療薬の開発に期待が出ていることです︒
ただし第六波が来ることも懸念され︑
全国の病院でも
さて︑
昨年の病院のスローガンは
﹁受容と共生﹂
でした︒
患者様に共感を持つことは受容に通じます︒
パラリンピック
二〇二〇は共生に通じま す︒職員一同は各自でこの言葉を それ ぞれ受け止め実践してくれたことと思いま す︒
今年のスローガンは
﹁矜持の中の笑顔﹂
です︒
対面での討論ができないと医療の進歩も遅れるような気もしますが︑
個々が深く研究課題のコアにアプローチできる良い機会でもあります︒
矜持の気持ちで日々研鑽し︑
他の方にはマスクの
中から笑顔を もってコミュニケーションを 深めてまいります︒当院は先進的医療から在宅医療まで広く対応し︑
患者様を 笑顔にでき るよう努めておりま す︒本年も 萩原新病院長のもと︑職員が一致団結して連帯感を 深め︑
令和四年︑
よろしくお願いいたします︒

理事長

木村 雅史

地域の患者様がさらに満足できるような質の高い医療を提供できるよう全力を尽くしていきたいと思います︒

善衆会病院

善衆会病院 〒379-2115 群馬県前橋市笂井町54番地1
TEL 027-261-5410(代) 027-261-4890(予約専用) FAX 027-261-5450

午後

泌尿器科 14:00〜16:00
内科 14:00〜16:00
整形外科 15:00〜17:00
URL www.zenshukai.com

受付時間
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お問い合わせ先
027-261-5410(代)

ぜんしゅうかい相談室 / 善衆会からのお知らせ

全診療科 8:30〜12:00

※完全予約制 / 一部除く
※完全予約制

善衆会訪問看護ステーションの看護❶
冬に増加する
「転倒」
に注意しましょう
ちょっと気になる飲み物

午前

※【初診】スポーツ整形外科・整形外科：11:00まで
泌尿器科・内科・外科は11:30まで
麻酔科は月曜日のみ11:00まで

予約専用ダイヤル
027-261-4890

麻酔のギモン

自宅で出来るお勧めの運動

意外と知らない薬のはなし〜お薬手帳のQ&A〜
萩原病院長から新年のご挨拶

被ばくについて②
手術室看護師のお仕事

特集

善衆会病院 ×近隣医療機関 を 繋ぐ コミュニケーションマガジン
善衆会病院 ×地域住民の方

