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　病院理念
１　患者中心の医療
２　専門性の推進
３　健全な運営

　基本方針
大腸肛門・消化器疾患専門病院として、患者とともにより高い診療
の質をめざします。
１　倫理規定を遵守し、患者の権利を尊重して信頼関係に基づいた医療を

行います。
２　常に新しい医療を安全に追及し、明るい病院づくりをめざします。
３　他医療機関や社会との連携を推進し、地域の健康と福祉の向上

に貢献します。
４　職員が働きがい・やりがいを持てる職場をめざします。
５　将来にわたり安定した医療サービスを提供するために、健全な

運営を行います。

　患者の権利と責任
１　患者さまには、人格を尊重した思いやりのある優しい医療を受

ける権利があります。
２　患者さまには、診断・治療・予後について十分な説明を受ける権

利があります。その上で治療方針を決める権利を持っています。
３　患者さまには、検査の結果や治療法の説明に対して、他の医師・

医療機関の意見を受ける権利（セカンドオピニオン）があります。
４　患者さまには、個人情報やプライバシーが保護される権利があ

ります。
５　患者さまには、最適な医療を受けるためにスタッフと協力して

診療に参加する責任があります。
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各部署紹介特集

　昨年は新型コロナ感染症の感染拡大を防止するために、様々なイベントが中止になりました。また、
入院中の患者様の中には面会禁止や外出禁止などで気分転換もままならない日々を過ごされた方もい
らっしゃったことと思います。外来通院の患者様にも、ソーシャルディスタンスや検温、手指消毒の励
行など感染予防にご協力頂き感謝申し上げます。暗くなってしまうニュースが続きますが、私たち鮫島
病院スタッフ一同笑顔を忘れずに、患者様の病気治療に関わっていきたいと考えております。そこで今
回は当院の各部署紹介をさせて頂きます。

医局 担当：山元由芙子

「みなさま　こんにちは～♪」

こちら元気いっぱい！！医局よりお届けします！私たちは合計12名の医師で、日々の診療を担当しております。

「医局」とはすなわち、医師の集まりのことだったり、事務仕事をするためのデスクがある部屋のことを言っ
たりします。挨拶やコミュニケーションを大切にしています。みんな、とっても仲良しです☆

どうぞ、ご遠慮なく私たちにご相談ください！！

看護部　後藤なお
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事務部 担当：池辺美友

　こんにちは。私たち事務部は総務課・医事課・地域医療連携室に分かれており、現在１４名の職員が勤務
しています。
　どんな仕事をしているのか皆さんには知られていないこともあるかと思いますので私たちの仕事について
少し紹介させていただきたいと思います。
　総務課は職員の労務管理や福利厚生、病院施設管理、売店等に関する業務をおこなっています。医事課は
受付や会計など、患者様の受付、電話応対、医療費の計算、診療報酬（レセプト）の請求等の業務をおこなっ
ています。私たちは患者様と最初に接するところなので、患者様が安心して診療を受けられるように定期的
に研修をおこない、接遇の向上に努めています。また２年に１度診療報酬の改訂もあり、常に医療の知識が
求められるため、その都度理解を深め正確な医療費計算を心掛けています。地域医療連携室では、患者様の
紹介や受け入れに関する他院との連絡調整をおこなっています。
　現在、新型コロナウイルス感染禍において感染予防対策として、患者様にお渡しするファイルや札、待合
室のアルコール除菌をおこなっています。受付にはビニールシートがあり、マスクも付けていることから、
以前のように患者様の不安に気付けないこともあるかと思います。何かお困りのこと、お気付きのことがあ
りましたらお気軽に受付にお声かけください。
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外来 担当：瀬戸沙央里

　こんにちは。私たち外来は肛門科、外科、便秘外来、禁煙外来、ストーマ外来と様々な診療を行っており
ます。今回は、外来の「ここが一押し！！」というポイントを紹介させていただきたいと思います。

毎日がレディースDAY!!
　“受診したいけど、恥ずかしくて”　そんな方でも安心して診察を受けていただけます。
　肛門科では毎日女性医師が診察を行っています。女性は便秘や妊娠・出産などでお尻に悩みを抱えている
方が多くいらっしゃいます。“痔“だからと放っておくと悪化したり、実は他の病気が隠れていたりという
こともあります。看護師も全員女性スタッフで対応しております。お尻が気になる方は、是非いらしてくだ
さい。
　※女性医師外来は完全予約制になっています。詳しくは当院のホームページをご覧ください。

手術前から手術後までサポートの充実
　“大腸癌と言われたけど、どうしよう…”突然、癌と言われたら、誰でも不安になりますよね。
　当院では手術前から手術後までしっかりとしたサポート体制を整えています。手術前の検査や説明、手術
後の検査なども外科と内科で連携しておこなっています。手術で人工肛門を造設した方、抗癌剤の治療をす
る方など一人ひとりに合わせた治療・看護をおこなっています。不安なことがあればいつでもお気軽に声を
かけてください。一緒に解決しましょう !!

いち押しポイント！！その①いち押しポイント！！その①

いち押しポイント！！その②いち押しポイント！！その②

診察後の説明の様子 検査も女性看護師が行うので安心

術前 ･術後検査（採血）の様子 手術前の説明も丁寧に！！ 外来スタッフです♪
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検査室 担当：古別府美和

　検査室では主に胃・大腸内視鏡検査や、炎症性腸疾患をはじめとするいろいろな内科疾患の診察や治療に
日々従事しています。今回は、その中の大腸内視鏡検査について紹介したいと思います。
　大腸内視鏡検査は、その特性（おしりを見せるのがちょっと…下剤を飲めない…）などから、なかなか検
査に踏み切れない…と感じている方もいるかもしれません。
　そのような方は、女性医師による診察・検査日を現在週 2回設けていますのでぜひご相談ください。

　

ある日の始業前風景。
　検査室では朝礼時に、スタッフ間で結束を高めるため、「今日も一日宜しくお願いします、よーおっ、」
の掛け声とともに、“一本締め”（一日の始まりなのですが…）でスタートしています！

　また、検査の際は食事制限などの事前準備が大切です！
検査 3日前から消化の良い食事に切り替えることで、当日
の排便のスムーズさが違います！

検査の際に履く検査用パンツ
このように横になって検査をしま
す。肌の露出は最低限です。

野菜を避け、うどんやパンなど炭水化物を中心に。 下剤も種類があります、
ご相談ください！

ポンッ

女性外来の日はスタッフみんなでピンクのポロシャツを
ユニフォームに、女性外来らしく演出しています。

検査は予約制です。
ご希望の日時があるときは
早めのご予約をお勧めします。

今年も検査室一同、
よろしくお願いいたします。
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臨床検査室 担当：坂之上千津子

　臨床検査室です。歴史のある鮫島病院の中で 2006年から配置された新しい部署になります。院内検査室
の設置が決まり、それから入職して臨床検査室の立ち上げとなりました。検査の流れがすべて変更となるた
め数回のシュミレーション後、緊張しながら検査開始日を迎えた事を今でも覚えています。臨床検査技師と
して貴重な経験でした。
　臨床検査室では生化学・末梢血液・感染・尿検査の検体検査、心電図・肺機能の生理機能検査、ピロリ菌
感染を調べる尿素呼気試験、骨塩定量測定、画像診断の腹部エコー検査を担当しています。消化管エコーで
は虫垂炎や憩室炎の診断補助として役立っています。外注検査で行っている特殊血液検査、病理や細菌検査
結果を確認し、速やかな医師への報告と各部署へ結果を返すことも大切な業務です。３年前から臨床検査技
師２名体制となり、健診業務として検査結果を確認し、医師の判定を頂いての結果報告書作成など幅広く担
当しています。2020年 11月からは輸血用血液製剤管理業務も開始しました。
　検査は日々進歩していますので定期的に検査内容を見直しています。これまで、
　・尿素呼気試験やHbA1Cの院内検査実施
　・FIB-4index、推算GFR、Non-HDL コレステロール
　など診断に役立つ計算項目や院内検査導入を提案してきました。目標は院内セット全項目の院内実施で
す！鮫島病院でおこなっている IBD銀杏の会では
　・2010年「血液検査結果の見方」
　・2014年NST（栄養サポートチーム）として「食べるということ～続けるには～」
　・2017年「IBD治療における合併症の検査について」
　と臨床検査関連のお話をし、たくさんの質問を頂きました。今後、聞きたい内容がありましたらスタッフ
や私達にお伝えいただきたいです。分かりやすくまとめて、またお話ししたいと思います。鮫島病院は、患
者様と検査結果について直接お話しできることが特長の一つです。何か疑問点があった時には遠慮なく聞い
ていただけたらと思います。
　医療は今、チーム医療が大切となっています。当院では医療安全・感染管理・栄養サポートチーム・輸血
業務に関わっています。病棟カンファレンスに参加し、病棟スタッフとの連携も行っています。検査するだ
けではなく、病院に役立つ臨床検査技師を目指して今後も励んでいきます！よろしくお願いいたします。

頼れる生化学測定装置です！ 検査の事はご質問ください！
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手術室 担当：新地直仁

　手術室では現在、医師と共に手術室専属の看護師 2名と看護助手 1名、また他部署からの応援看護師も
加わり、日々手術業務に携わっています。月（PM）・火・木曜に外科手術、月（AM）・水・金曜に肛門科
手術をおこなっています。（2019年度手術総数 947件）

女性医師外来との連携
　肛門科に関しては「女性医師外来」同様 2名の女性医師も手術をおこなっていますので、希望される患者
さまはスタッフへお伝えください。

4K腹腔鏡画像システム
　腹腔鏡手術は、おなかに数か所の穴をあけ、内視鏡や鉗子を挿入しておこなう手術です。これは傷が小さ
く、手術の痛みが少なく回復が早い、整容性が保たれやすいというメリットの他に、出血が少なく、精度の
高い手術が可能であるという利点があります。
　当院では以前から使用していたフルハイビジョン（1920× 1080ピクセル）の 4倍の画像情報量を得ら
れる、いわゆる 4Kの腹腔鏡画像システムを導入しています。

　患者さま方が安心して手術を受けられるよう支援してまいります！！
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薬剤科 担当：瀬戸口美紗子

　薬剤科の主な仕事は、入院中の患者様のお薬や注射を準備したり、無菌的に注射を調製したりすることで
すが、他にも病院内の薬の管理をはじめ、多くの仕事があります。入院中の患者様の薬の飲み合わせを確認
したり、薬の飲み方を説明したり、病院内のスタッフからの薬に関する相談に乗るのも病院薬剤師の仕事で
す。
　とはいっても、なかなか患者様から見えにくいのが病院薬剤師の仕事で、これまでも様々な病院を舞台に
した漫画やドラマがありましたが、薬剤師が活躍するどころか、登場することもありませんでした。そんな
中、昨年放送された「アンサングシンデレラ」は初めて病院薬剤師が取り上げられたドラマでした。このタ
イトルは「縁の下の力持ち」といった意味だそうです。

　私たちも患者様に安心してお薬を飲んでいただけるよう、縁の下で頑張っています。原作のコミックスも
とても面白く、ドラマとはまた違った、よりリアルな病院薬剤師のお仕事が満載です。是非読んでみて下さい。
　2階のエレベーターを降りると左手にあるのが薬局です。
　お薬のことで分からないことや、不安なことがあれば何でも薬剤師に相談して下さい。
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栄養科 担当：成尾奈津美

　栄養科は、患者様一人ひとりの症状や栄養状態に合
わせ、適切な食事提供と栄養管理を実施しています。
食事の種類は、常食、軟菜食、七分粥食、五分粥食、
三分粥食、流動食、減塩食、貧血食、脂質異常症食、
糖尿食、潰瘍食、低残渣食、IBD食など約 20種類あ
ります。食事の種類ごとに、調理方法や食材などが異
なっています。病院食は「味付けも薄く、美味しくな
い」というイメージの方が多いと思いますが、疾病に
よる制限があっても、安全で美味しい食事を提供でき
るように毎日心がけております。
　月 1～ 2回は、食事から季節を感じていただこうと、行事食を提供しています。旬の食材を使い、日常
の食事とは違った特別な食事になるように栄養士が献立を立てています。特にお正月やクリスマス、年 2回
の行楽弁当に力を入れています。毎年 1月 1日～ 2日は、自宅で家族と年越しができない患者様にも少し
でもお正月気分を味わっていただきたく、正月料理を提供しております。今年も患者様から「入院中にこの
ような食事を提供頂けると思ってもみなかったので感動しました。お正月気分も味わえて嬉しかったです。」
「五分粥食でしたが、味もよく見た目もきれいで食欲をそそるように盛り付けてありました。普通食の方と
差のないように工夫して下さっているのが嬉しかったです。お陰様で病院食でも正月気分を味わうことがで
きました。」等、とても嬉しいお言葉を頂きました。
　また昨年は、コロナ禍で面会禁止のうえ外出もできず心細く辛い入院生活を送っていた患者様に、少しで
も秋を感じ気分転換になって頂けたらと、10月に行楽弁当を提供させていただきました。紅葉を飾って盛
り付けも工夫しました。見た目でも秋を感じられたのではないかと思います。患者様からも好評の声を数多
く聞くことがきました♪

　また、医師の指示に基づいて病態に応じた栄養指導・栄養相談もおこなっております。患者様の生活スタ
イルに合わせて食事療法の基本や退院後の食事についてのアドバイスをさせていただいています。食事のこ
とで何か聞きたいことや相談したいことがありましたら、お気軽に主治医やスタッフにご相談下さい。
　毎月第 4火曜日には「食物繊維と便秘の教室」を開催しております。近年は食生活の欧米化で、食物繊維
摂取量の減少傾向が続いています。食物繊維の不足は、便秘だけでなく腸内環境悪化や生活習慣病の原因に
もなります。当院の食事は食物繊維が豊富で、退院後も病院食のように食物繊維をしっかり摂取できるよう
に詳しくお話しさせていただいています。入院中であればどなたでも参加可能ですので、お気軽にご参加く
ださい。
　これからも栄養科一同、美味しく安全な食事を患者さまに提供できるように頑張ってきたいと思います。

お正月 秋の行楽弁当 クリスマス
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病棟 担当：住吉江里奈・福永奈央

病棟、外来、手術室、検査室の
全体で申送りをして情報を共有
します

★チーム内での申し送り★
患者様の状態を勤務交代時
に申し送ります

「チームワークを大切に日々頑張っています」

　病棟を紹介します。病棟看護師は33人、そのうち男性看護師が3人います。
　病棟では手術を受ける患者様や内科（IBD など）の患者様が入院されています。私たち看護師は入院
中の患者様の手術や検査などの看護をおこなっています。患者様にとって心地の良い環境作り、個別性
のある看護を提供できるよう、スタッフみんなで力を合わせ頑張っています。
　病棟の1日の流れを紹介します。

　　　　一日の流れ
8：30　申し送り
9：00　手術の準備
　　　　点滴
10：00　検温
12：00　昼食
13：00　カンファレンス
13：30　検温
　　　　手術の準備
16：30　申し送り
17：30　日勤終了

★男性職員 3名です★ 手術の前に点滴をします

　各部署様々なカラーがあり、それぞれの部署が力を合わせ頑張っています。また、部署間の連携をと
り当院の理念である「患者中心の医療」を提供できるよう日々鍛錬しています。これからも鮫島病院ス
タッフ一同よろしくお願いいたします。どうぞお気軽に声をお掛けください！
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　依然として猛威をふるう新型コロナ感染症は、毎日メディアで取り上げられ、鹿児島でもクラスターが発
生しております。医療安全対策室では感染委員会と共に感染情報など日々確認しながら協議し感染防止対策
を検討し、患者様の安全を基に院内感染予防対策実施に取り組んでいます。

　　　【※午前中は、職員が病院入口で対応し声掛けをおこなっています】

　新型コロナウイルス感染症の経過や臨床症状、感染リスクや院内対策などについて職員一人ひとりが医療
者として安全に取り組めるよう研修を行い、患者様が安心して受診できる病院として、今後も病院全体での
感染防止対策を継続してまいります。

※手洗い・マスク着用の徹底など一人ひとりの感染に対する予防が最も重要です。

　医療安全対策室　相塲照美

新型コロナ感染症対策について

T37.5℃以上や正しくマスク
着用していない場合はブザー
でお知らせします

・新型コロナウイルスについて正しく理解できました
・基本的な予防対策をしっかりしていきたい
・換気や待合室の椅子の消毒をしっかりします
・感染対策のうえ患者対応していきます
　　　　　　　（アンケート結果より）

病院入口での手指消毒 体温測定

院内換気病棟待合室受付対応

職員全体研修
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肉＋野菜のおかず
★牛肉と大豆のチリコンカン★

【材料　2人分】
・牛ロースしゃぶしゃぶ用肉100g　・オリーブ油大さじ1　・にんにく（みじん切り）1かけ
・玉ねぎ（みじん切り）1/4個 (50g)　・大豆（ドライパック）100g
　a トマト水煮缶（つぶす）1/2缶 (200g)　a 赤唐辛子（半分に切る）1本　a カレー粉小さじ1/2
・塩小さじ1/2　・刻みパセリ少量

【作り方】
①牛肉は1㎝幅に切る。
②フライパンにオリーブ油とにんにくを入れ、弱火で香りが立つまで炒める。玉ねぎを加えて中火にし、

透き通るまで炒める。
③①を加えて色が変わるまで炒める。大豆を加えて炒め、a を加えて約3分煮て、塩で味を調える。
④器に盛り、パセリを散らす。

野菜の小さなおかず
★かぼちゃの塩ごまあえ★

【材料と作り方　2人分】
①かぼちゃ150g は7㎜厚さのいちょう切りにしてラップで包み、電子レンジ (600W) で2分加熱。
②①にすり白ごま小さじ2、ごま油小さじ1、塩ミニスプーン1を加えて和える。
★カット野菜と大豆のコールスローサラダ★

【材料と作り方　2人分】
①生食用カット野菜1袋 (100g) に、蒸し大豆50g、粒入りマスタード大さじ1、マヨネーズ小さじ1を

加えて混ぜる。

　前号の広報さめしまで新型コロナウイルスに負けないためには栄養
バランスの良い食事を！とお話させていただきました。今回は実践編！
感染症予防のためにはどんなものを食べたらいいの？もし感染してし
まったら、どんな食事をとるべき？いくつかのレシピをご紹介したい
と思います。
　これさえ食べれば大丈夫！という食品はありません。

栄養科
　だより

毎日の健康は食事から

～感染症に負けない食事～～感染症に負けない食事～
管理栄養士　東郷理沙

実践編！

主　食
ごはん、パン、めん。

抜かずに適量をとることが大切！

主　菜
肉または魚などに、

野菜を組み合わせて。

主　菜

副　菜

副　菜
「野菜の小さなおかず」や

「具だくさん汁物」を。

肉は1食80～100g が基本ですが、つい食べ過ぎてしまいがち。野菜や豆と組み合わ
せてボリュームアップすることで、物足りなさをカバーします。脂肪の多い部位を避
けるなど、部位選びにも気を付けて。

野菜の副菜は電子レンジを活用したり、市販のカット野菜を利用したりするのも一つの手。
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魚＋野菜のおかず
★鮭とブロッコリーのホイル焼き★

【材料　1人分】
・生鮭（塩をふる）1切れ　・ブロッコリー小房4つ　・ねぎ1/4本（斜め薄切り）
・生姜（せん切り）小1/2かけ　・ごま油小さじ1　・オイスターソース小さじ1（酒小1でときのばす）
★サワラと椎茸の和風ホイル焼き★

【材料　1人分】
・サワラ（塩をふる）1切れ　・人参（せん切り）20g　・もやし50g
・生椎茸（薄切り）1個　・酒大さじ1/2　　※食べるときにポン酢をかける

素材や調味料を変えると、いく通りにも楽しめます。アルミホイルで1人ずつ包み、焼き方はトー
スターかグリルで10～15分！

自宅で療養するときの食事
★タラと白菜の豆乳個なべ★

【材料　1人分】
・タラ1切れ（100g）　・塩ミニスプーン1/2弱　・白菜大1枚（150g）　・人参30g
　a 無調整豆乳1カップ　a だし1/2カップ　a しょうゆ小さじ2
・ゆでうどん1玉（200g）　・小ねぎ（小口切り）2本

【作り方】
①タラは一口大に切って塩をふり、水気を拭く。白菜は一口大のそぎ切りにし、人参はピーラーで薄切

りに。
②なべに a を入れて中火で温める。ふつふつしてきたら①を加えて煮えたらできあがり。
③しめにうどんを入れて温め、小ねぎを散らす。

具だくさん汁物
★なめことかぶの具だくさん味噌汁★

【材料　2人分】
・なめこ1袋（100g）　・かぶ1個（70g）　・人参2㎝（30g）　・厚揚げ1/4枚（50g）
・だし2カップ　・ねぎ（小口切り）1/2本（50g）　・味噌大さじ1と1/3　・七味唐辛子少量

【作り方】
①なめこはさっと洗う。かぶは1㎝角に、人参は7～8㎜角に、厚揚げは短冊に切る。
②鍋にだしと人参を入れて中火にかけ、煮立ったら蓋をして５分煮る。なめこ、かぶ、厚揚げ、ねぎを

加えて3分煮て、味噌をとき入れる。
③器に盛り、七味唐辛子をふる。

主　菜

副　菜

魚の主菜は、切り身を焼くだけ、刺身だけなど、つい「魚だけ」になってしま
いがち。ホイル焼きにすると野菜を同時にとりやすくなります。

感染症にかかってしまった場合にも不足に気をつけたいのは、エネルギー、た
んぱく質、ビタミン等、そして脱水予防の水分。これらが全て揃い、消化に良
いものが「鍋料理」！取り分ける必要がない〝個鍋〟（1人鍋）なら感染拡大の
予防にも。

汁物は具だくさんを心がけ、意識して野菜をとるようにします。

気になるレシピがありましたら、是非お試しください♪
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さめしまNEWS 1 毎号旬のトピックスや注目の情報をお届けします

　毎年開催される『九州ストーマリハビリテーショ

ン学会』が令和２年８月29日久留米にて開催されま

した。新型コロナウイルスの感染拡大が懸念され、

多くの学会が中止になる中、様々な感染防止策のも

と無事に現地開催されました。当院も毎年発表をお

こなっており、昨年からアンケートの実施など多く

の患者様のご協力を得てデータの収集をし、研究を

重ねて参りました。今回、県外への移動による県内

へのコロナウイルス感染拡大の影響を考え、現地で

の発表は見合わせることになりましたが、録音デー

タによる発表をさせていただきました。発表に際し、

多くの方々のご協力とご理解を賜りましたことを、

感謝申し上げます。

　さて、今回発表しました演題は「当院におけるオ

ストメイトの災害時対策の現状と課題」です。近年、

地震や台風などの自然災害に見舞われることがあり

ますが、オストメイトの方々が不安なく過ごすため

第36回九州ストーマリハビリテーション学会
看護部　前田香織

には、災害時の備えが重要です。しかし、装具の備

蓄やストーマ手帳の携帯など日頃の備えが徹底され

ていないことや、災害時を想定した保管場所の分散

がなされていない、災害時相談窓口を知らない、と

いう備え不足の実態が判明しました。その理由とし

て、「災害を想像できない」「やらなければと思って

いるが、まだしていない」などの意見がありました。

このアンケート結果をふまえ、新たな対策として、

ストーマ造設された患者様の退院時に非常用物品の

サンプルを紹介し災害時の備えを徹底してもらうよ

う指導することにしました。また、看護師も指導に

漏れがないよう、チェックリストを活用し指導を徹

底していくことにしました。すでに退院されている

オストメイトの方々には、今後さくらんぼ会などの

参加を通して、非常用物品や災害時の備えについて

紹介させていただくことにします。

＜アンケート結果＞

装具の備蓄 ストーマ手帳の携帯
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　災害を身近に感じ、決して他人事ではない、とい

う気持ちが災害時の備えへと繋がり、実際に災害に

遭った時に慌てず落ち着いて行動でき、安心して過

ごせることに繋がります。今後もオストメイトの方々

だけでなく、私たちも一緒に災害時の備えについて

考えていきたいと思いますので、ご質問やご不安な

点がありましたらさくらんぼ会への参加や来院時に

スタッフへお尋ねいただければと思います。

　今回の発表を通して、改めて災害対策について考

える機会を得ることができました。貴重な経験をさ

せていただきありがとうございました。

＜非常用物品サンプル＞

保管場所の分散 災害時の相談窓口

①装具入れ（装具類）
②ハサミ
③ティッシュ類
④装具名等を記入してあるメモ紙
⑤ゴミ袋
⑥レインコート（体を覆うもの）
⑦水のいらない洗浄剤・剥離剤
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さめしまNEWS 2 毎号旬のトピックスや注目の情報をお届けします

　2020年12月１日、消防署のご指導のもと、防災訓

練を実施しました。夜間に病院内で火災が発生した

ことを想定していたため、実際に動けるスタッフ数

は限られ、少ない人数でも連携して患者様を安全か

つ確実に避難誘導しなくてはなりません。また、普

段使い慣れていない警報器の扱い方や避難放送、消

防への通報などを振り返る良い機会となりました。

私は消防への通報を担当しましたが、やはり訓練と

は言え119番に電話をするのはとても緊張しました。

火災の状況や消火状況、避難状況などを報告し、最

後に避難場所などのアドバイスを頂きました。一通

りのシミュレーションが終わった後、消防の方に初

期消火の実演指導をしていただきました。訓練用の

水の入った消火器ですが、消火器を実際に触ったの

は恐らく小学校での訓練以来です。思っていた以上

に消火器は重く、火元に行ってからレバーを押すこ

となど、やってみると忘れていたことが多々ありま

した。

　万が一火災が起きたときのための訓練ですが、理

想は火災を起こさないことです。病院には酸素缶な

ど火気厳禁の物や様々な薬品、機械類も多くあり、

もし火災が発生したら重大な事故となり得ます。患

者様には日頃から院内での禁煙にご協力頂いていま

す。新型コロナ感染症の影響で外出や面会もできな

いため、窮屈な思いをされていらっしゃることと思

いますが、引き続き院内禁煙にご協力頂けますよう、

よろしくお願い申し上げます。また、私たちスタッ

フも、もしもの時のための備えと訓練を引き続き行

い、皆様が安心して病気治療を行える環境と医療の

提供を行っていきたいと思います。

防災訓練
看護部　前田香織
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銀杏の会
看護部　永手ちとせ

災害時の備えについて～日ごろからの非常持ち出し品の準備～
　今年度の「ＩＢＤ銀杏の会」は、コロナ感染症予防の為、開催を中止致しました。
　一昨年は７月の鹿児島豪雨、昨年は台風襲来に備え、避難生活を送られた方もいらっしゃいました。
それを踏まえ、「銀杏の会」では『災害時の備えについて』をテーマに開催を予定しておりましたので、
いくつかご紹介したいと思います。
〇トイレについて…携帯トイレをいくつかご紹介します。薬局やホームセンター、車用品店で購入で

きます。

〇薬について～冷蔵保存が必要な薬があるけど、足りなくなったらどうしよう…
　　⇒冷蔵庫は必要最低限しか開けない、クーラーボックスと保冷剤で対処しましょう。
　　　飲み薬は１週間分ほどの余裕を持っておくとよいでしょう。
〇食べ物～栄養科よりローリングストックのご紹介。

　災害時には、薬や物資が手に入りにくく、命の危
機に直面することもあります。どのような手助けが
必要か、具体的に周囲に伝えられるようにしましょ
う。
　『難病患者の為の災害時個別支援計画～基本情報
シート～』を活用しましょう。
　鹿児島市のホームページからもダウンロードでき
ます。
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さくらんぼ会のお知らせさくらんぼ会のお知らせ
看護部　佃　智子

　オストメイト（人工肛門を造設した方）とそのご家族を対象に毎年開催しています。
　昨年は新型コロナウイルス感染拡大に伴い開催中止となりましたが、かわりに予定していた内
容の一つ「災害時の備え」についてパンフレットを作成し送付させて頂きました。
　今年は秋頃に開催する予定です。
　日頃困っている事の相談や意見交換・コミュニケ―ションの場になればと思っています。
　興味のある方はぜひご参加ください。

開催日：令和3年10月頃（予定）
時　間：午後2時～4時
場　所：当院5階ホール
内　容：①ストーマについて（医師より）
　　　　②ストーマケアについて（看護師より）
　　　　③懇談会
　　　　④商品紹介 （ウェルカムサポート）

開催日時は後日案内状を送付いたします。
参加ご希望の方は電話または来院時にお申し込み下さい。
連絡先：鮫島病院外来
電　話：099－224－2277（平日　9:00～17:00）
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　当院でも新型コロナウィルスの影響があり、３月から始まった入院患者様の面会制限

が４月にはすぐ面会禁止となりました。

　患者様はもちろん、ご家族にも心配と不安をおかけしていますが、やむを得ず感染対

策を強化しております。

　11月からは、入館するすべての方へ消毒と検温をお願いしておりますが、みなさま快

く応じていただき感謝しております。

　さて、つい先日人工肛門を造ることを余儀なくされた患者様のご家族より専用トイレ

についてご質問がありました。

　人工肛門は、体幹にご自分の腸が出ており、そこから排便ができますが、袋の中に溜

まった排泄物は、定期的にトイレに捨てに行かなければなりません。

　体幹にできた排泄口ですので、普通のトイレですとしゃがまないと捨てづらい状態で

す。そのため「オストメイトトイレ」といって、立ったままの姿勢で排泄物の処理がで

きるようなトイレを使う方が便利です。ただ、このようなトイレは設置に対する費用が

30～40万かかります。

　そこで最近、既存の便座に取り付けられるタイプの「前広便座」が販売されて10万円

程度で設置できるようになりました。

　この便座は、腰かけた状態から少し背中側にずれるだけで排泄物の処理ができます。

同居中のご家族にも一緒に使用していただけ、ウォシュレットもでき大がかりな工事も

必要なくなりました。

　さらに介護保険を申請すると自己負担１～２万程度で設置でき、相談のあったご家族

にもニーズに応じた紹介をすることができました。

　最近は公共施設でも写真のようなマークを目にされることもあると思います。

どのような患者様が使用しているのか、多くの方に知っていただければと思います。

患者相談窓口　相澤美雪

医療相談室

オストメイト（人工肛門・人工膀胱）
用の設備を備えています
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患者さまとスタッフが、ともに安心して治療に専念できる医療環境を目指して

医 療 安 全 だ よ り
　医療安全管理委員会　佃　智子

　今回はインシデントレポートについて紹介します。
　当院では医療事故防止のため、インシデント・アクシデントの報告を収集しています。
　　インシデント…実際には起こらなかったが、事故や障害をおこしたかもしれない偶発的事例
　　アクシデント…実際に患者に損失を与えた事故
　インシデントと事故の関係を数値化したものに「ハインリッヒの法則」があります。

　インシデントを報告するということは、そのインシデントの再発を防止するとともに、将来起
こる可能性のある重大事故を未然に防止するという意味でも大切な事です。
　月に1回医療安全対策室を開き、収集したインシデントを分析し対策を立てて医療安全管理委
員会で報告しています。その後、病院全体で周知するよう医療事故防止に取り組んでいます。

一件の重大事故の背後には29件の軽い事故があり、
さらにその背後には300件のインシデント（ヒヤリ
ハット）が存在するとしたものです
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～当院で大腸検査と肛門科手術をされた患者様からのご寄稿～
　大腸検査前の下剤を服用した時の様子や、手術後の様子など、患者様目線での思いや率直な感想を知
ることが出来ました。これから手術に臨む患者様にとっては心の準備になり、すでに手術を終えられた
患者様にとっては共感できる内容となっておりますのでご紹介させていただきます。
　肛門科は受診や手術を決心するまでに時間がかかる方もいらっしゃると思います。
　見ているとキャラクターの愛らしさに心が和みますので、この機会に思い切って受診してみません
か？40歳を過ぎたら大腸検査もお勧めしています。

　2019.9　寄稿：吉家清貴様　素敵な寄稿に感謝申し上げます。
編集：前田香織　

大腸検査前の下剤服用の巻
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肛門科手術（Mural 法）当日の巻

手術後排便の巻
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手術後創部痛の巻

手術後創部痛の巻
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看護部　鶴崎博代

　11月の末に指宿にじゃがいもを掘りに行って
きました。ろうきん主催の体験型レクレーショ
ンで中央駅の西口から出発です。体温測定と手
指消毒をして、バスは60人乗りに間隔をあけて
15人乗車でした。
　１時間半ほどバスで移動し、田んぼにつくと
たくさんの人が待っていて、総勢で370名。ジャ
ガイモが足りるのか心配になりましたが、一反
の田んぼいっぱいにジャガイモが植えてありザ
クザク掘り出します。大人も子どももはしゃい
で我先にとじゃがいもの奪い合いです。発育が
よく、こぶし大のものから15cm 大の大きなも
のまであってびっくり。持って帰るときは袋に
一杯で7kg。重さで指がちぎれるかと思うほど
でした。

　芋ほりの後はレクレーションがあり、指宿で
育った野菜類をもらえるくじ引き大会。大根や
白菜、サトイモ、お米、レモン、めずらしいも
のではフルーツ赤カブが当たりました。ジャガ
イモとくじ引きで当たった野菜を持って友達の
家に集まり、ポテトチップスにして食べました。
ほくほくしておいしかったです。サトイモもふ
かした後しょうゆで香ばしく炒めておいしくい
ただきました。レモンは紅茶に入れて飲んで、
フルーツ赤カブは桃のような味がしたような…
とにかく新しい味でした。食べてみたい方は指
宿へ旅行にいってみてくださいねー！
　久しぶりのお出かけで、気分もスッキリ。開
放感を満喫し、でも体温測定と密になるのは避
けて感染予防に気を付けて楽しみました。

ジャガイモ掘り



J.S.H. News  2021年２月発行 vol.130

25

看護部　吉留詩織

　11月17日～21日まで特別休暇を頂き、近場で
すが、霧島にある「ラビスタ霧島ヒルズ」へ新
婚旅行に行ってきました。このホテルはペット
も泊まることができるホテルだったので、我が
家の番犬も一緒に宿泊。ペット同伴の宿泊客は
少なかったようで、併設するドッグランは貸切
り状態でした！我が家の犬は犬見知りなので、
他のワンちゃんが居ない中でのびのび楽しそう
に走り回っていました。

　ホテル内の感染予防はしっかりとおこなわれ
ていて、定期的な消毒・換気、館内でのマスク
着用・体温測定はもちろん、食事会場は２テー
ブルずつ間隔が空けてあり、窓も開放されてい
ました。各部屋には露天風呂も付いていたので、
大浴場の混み具合を気にすることもなく、ゆっ
くりと過ごすことが出来ました。

　最終日は紅葉を見に霧島神宮へ行き、美味し
いハンバーグを食べて帰宅。楽しくてあっとい
う間でした！

　この１年は「コロナがなければな・・・」と
思うことばかりでしたが、コロナがなければ今
までの当たり前な日常のありがたさには気付け
なかったのだろうなと思います。
　全国で感染者が増加しているのでしばらくは
旅行には行けませんが、いつか落ち着いた時に
楽しめるよう今は仕事とステイホーム・感染対
策に勤しんでいこうと思います。

特別休暇の思い出
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スタッフからのエッセイ・お知らせ
など自由投稿のコーナー

事務部　福田恵利奈

　「新型コロナウイルスの感染防止対策を行い
ながら予定通り結婚式を行います」
　義妹より連絡が届き11月末に横浜へ夫婦で参
列してきました。今年は全国各地で新型コロナ
ウイルスが流行していたので延期にならないか
心配でしたが、予定通り行うと連絡があったの
で感染予防をしながら向かいました。
　初日は午前中仕事だったので午後から飛行機
で羽田に飛びました。結婚式はホテルウェディ
ングだったので到着後そのまま宿泊先へ。場所
はホテルニューグランド。外観はヨーロッパス
タイルのクラシックホテルで歴史的建造物にも
なっている老舗ホテル。ロビーへ案内されると
中央に大きなウェルカムフラワーが飾られてお
り、聞くと季節によって飾る花を変えていると
のこと。植物が好きな私にとって、その花の香
りと大きさは圧巻でした。案内された部屋は高
層階で窓からは赤レンガやみなとみらい全体が
一望でき、夜景がとても綺麗でした。鹿児島で
は見られない絶景に見とれました。

　２日目はいよいよ結婚式。久しぶりに家族、
親戚が集まったのにソーシャルディスタンスで
なかなか喋れず、軽く挨拶を交わして席へ。各
部屋に入る際も体温測定、手指消毒、食事・写
真撮影以外はマスク着用、席もパーテーション
で仕切られ感染対策がしっかり取られた結婚式
でした。新郎新婦以外は基本的にマスク着用な
ので写真を見返すとみんなマスクであまり顔が
わからなかったり。でも笑顔が溢れる素敵な２
人の姿が近くで見られて良かったです。普段と
は違った結婚式だったのである意味で印象に残
りました。
　まだまだ新型コロナウイルスは終息しそうに
ありません。今回は久しぶりの県外への遠出で
したが、どこにも行けなかったのが残念です。
少しでも早くコロナに怯えなくていい日常を取
り戻して、次こそは夫とできなかった横浜観光
を堪能したいと思います。

コロナ禍での遠出
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月 火 水 木 金 土

一
般
外
来

内
科
胃
腸
科

午前

鮫島（由）
今村
西俣

鮫島（由）

西俣

鮫島（由）
今村
西俣

鮫島（由）

西俣
＊濱元

鮫島（由）

西俣
＊平川

不定

午後

鮫島（由）

西俣

鮫島（由）

西俣

鮫島（由）
今村
西俣

鮫島（由）

西俣
＊濱元

鮫島（由）

西俣
＊平川

肛
門
科
・
外
科

午前

鮫島（隆）

＊山元

鮫島（隆）
＊鮫島（加）
＊山元

鮫島（隆）
＊鮫島（加）
＊山元

鮫島（隆）
＊鮫島（加）

鮫島（隆）
＊鮫島（加） 肛門科

＊山元
丹羽
江藤
緒方

丹羽
江藤

丹羽
江藤
緒方

外科
不定

午後

鮫島（隆）
＊鮫島（加）

鮫島（隆）

＊山元

鮫島（隆）

＊山元

鮫島（隆）
＊鮫島（加）
＊山元

丹羽
江藤
緒方

丹羽

緒方

丹羽
江藤
緒方

月 火 水 木 金 土

専
門
外
来

禁煙
午前 ＊鮫島（加） ＊鮫島（加）
午後 ＊鮫島（加） ＊鮫島（加）

便秘
午前 今村 ＊鮫島（加） 今村 ＊鮫島（加） ＊鮫島（加）
午後 ＊鮫島（加） ＊山元 今村 ＊鮫島（加）

肝臓 午前 第３、濵之上
ストーマ 午後 第2、第4

●緊急手術、学会出張等により、休診になることがあります。必ずご確認の上、ご来院ください。
●＊印　は女性医師による外来で予約制です。　●肝臓・ストーマ外来は予約制です。

午前の部（月～土） 午後の部（月～金）
受付時間 8:30～11:30 14:00～17:30
診療時間 8:30～12:30 14:00～18:00
休診 日曜、祝日

携帯からは
コチラ

　昨年は楽しみにしていたいろいろなイベントが、
コロナの影響で中止や延期になり残念な思いをしま
したね。私も「還暦」の同窓会が延期になりショッ
クでしたが、幹事の方々がグループラインなるもの
を作成して下さったので皆で近況報告をしていま
す。
　50年近くたった今「○○君」「○○ちゃん」と呼
び合っていると学生時代が色々と思い出されます。
　今年もまだコロナに悩まされると思いますが、皆
さんも感染対策をしてイベント等を楽しんで下さい
ね。私も今年に延期となった同窓会に参加できるよ
うにもう少し肉を削ってみようかな？と思います。

看護部　黒瀬くみ子

編集後記

甲東中学校前

Ｊ　Ｒ…鹿児島中央駅より徒歩15分､ タクシー５分
市　電…甲東中学校前､ 加治屋町電停より徒歩５分
　バス…甲東中学校前､ 加治屋町､ 高麗橋より徒歩５分､ 共研公園前より徒歩７分､

中央高校前より徒歩２分

鹿児島

Facebook を開設しております。
『潤愛会鮫島病院』で検索できます。
病院からのお知らせやイベントなど
をお伝えしていきたいと思います。

●編集委員
鮫島由規則　大澤宏美　後藤なお
前田香織　黒瀬くみ子

●発　行／広報委員会
〒892-0846 鹿児島市加治屋町9-8
TEL 099-224-2277　FAX 099-222-0130
E-mail jim@sameshima.jp　http://www.sameshima.jp

医療法人潤愛会　鮫島病院　診療案内 令和３年２月現在


