2013年 5月 /勲 0号

日赤 お お つ

私たちは「人道・博愛」の赤十字精神 にのつとり、患者
さまの人権 と意志を尊重 して、最善 の医療を提供 し、

安心・ 安全な医療の提供
『お名前を名乗 つていただき、
確認 しております』

地域の人々の健康増進に務めます。

当 院で は診 察前 や検査 前 な ど様 々 な場 面 で 、患 者 さ
ま にお名前 を フル ネームで名乗 つて いた だ き 、確 認 を

本方針

行 つてお ります。

プラ
● 患者さまと共にあゆむ医療を心がけ、
イバシーと権利を大切にします。

これ は、患者 さまの安全 を守 るた め 、確 実 に診察 や
検査 な どを行 うため に実施 してお ります。
(診 察室前 や検査室な どにポス ター を掲示 )
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O救 急医療に積極的に取り組み、災害救護に

︱
﹁︱ ︲

② 医療の質の向上に努め、安全で高度な医
療を提供します。
貢献します。
l④ 地域の中核病院として他の医療機関との

連携を推進します。

O研 修。研鑽を積み、次代を担う医療従事者

Ij議

の育成に努めます。

1争
また、入院患者 さまや―部の外来患者 さ ま には、入

■診療受付時間… …午前8時 から
■初診患者さま¨… ①番窓□

院 中 や治療 中 に リス トバ ン ドの装着 をお願 い してお り
ます 。 リス トバ ン ドによ り氏名 の確認 や、点滴 ・注射
な どをパ ソコンで認証 し確認 を行 つてお ります。

■再診患者さま… ¨診察受付機
書の主役
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ご紹介患者さまは
8時 30分 より① 番 窓 □ で
受付 します。

=病

院敷地内禁煙にご協力ください

=

患者 さまの安全 を守 るため に ご協力 をお願 いいた し
ます。

(医 療安全推進室 )

尋猛

褥 鼈輻 靱驀
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では昨年 1年 間で胆嚢摘出術 (120例 /年 )の 85%、 結腸 ・直
腸癌手術 (100例 /年 )の 55%、 さ らに胃癌に対 しても早期症
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訪間看護ステー シ ョンが大津赤十字病院内に存在 している事
を、知つて頂いている方は少ないのではないで しょうか。また「
訪間看護」 つて何 ?と いう方も少なくないと思います。私達、訪

病態で適応が決まりますので、可能かどうかは担当医にこ相談 く

問看護師は、「入院前と違い、ずいぶん身体が思 うよ うに効かな
くな つて、退院 した ら風呂にひとりで入れるか 心配」や、「初め

ださい。

甚 I詈

メージを与えず、腫瘍のみを攻撃するミサイル薬)を は じめとす

です。もちろん手術だけでな く、外来診察、検査や画像診断、抗

る奏効率の高い抗癌剤の出現で しょう。抗癌剤というと、多 くの
方々が

癌剤治療、そ して緩和ケアなども行います。

大津 赤十字 訪問看護 ス テー シ ョン所長

例 に限定 し 13例 を腹腔鏡で行ないま した。既往疾患や原疾患の

最近の癌治療のもう一つの話題は、分子標的薬 (正 常組織にダ

luL[[「

審
雹瓢魏撫嶽愈暉

もう助からない人が受けるものだ

"、

髪の毛が抜けた り

てインシュリン注射をするようになつた。一人でするのは心配」
など、退院された後や、もともと在宅で療養をされている方の こ
自宅に出向いて、その D心 配」が 「大丈夫」と思 つていただける
ようなお手伝いや、必要なケアを提供する看護師です。こ本人の
健康上の心配

こ家族の介護の心配に対 し相談に応 じ、具体的に

消化器外科領域の治療は、腹腔鏡補助下手術 (鏡 視下手術 とも

しんどい"と いう悪いイメージを持 つてお られますが、最近の抗

「こ
一緒に行うことで 「大変」と感 じる介護を、
介護の方法を伝え、
れならやれるか」と思 つて頂ける様に、こ家族 ・こ本人のサポー

い う)の 登場 によ り、ここ20年 ほどで大きく変化 しま した。腹

は比較的 副作用が少ないものが多 く、病勢が進行 した症例
癌斉」

トをしています。

腔鏡はもともと肝臓など腹腔内臓器の観察や組織採取 に用い られ

を切除可能な状態に導いた り、術後再発の リスクを減 じた り、初

当ステーシ ∃ンの訪間看護師は総勢で4名 ですが、年間3,600

ていた検査器具ですが、 1990年 に本邦で初めて胆嚢摘出術に応

発であれ再発であれ長期におよぶ癌との共存を可能にしてくれる

件程度の訪間を行 つています。1歳 から100歳 近い方の訪間まで、

用され、 これ以降 様々な手術 が腹腔鏡補助下で行われるよ うな

など様々な恩恵があ ります。当院には 11床 の リクライニングベ ッ

りま した。腹腔鏡下手術 とは、腹腔内の湿潤な環境下で臓器の嬬

ドを有する外来化学療法室があ り、がん相談支援センターも併設

12

されてお ります。がん化学療法認定看護師もおりますので、わか

ぱい吸えてこ満悦な寝たきりの90代 女性、そんな方たちの生活

らないことは何な りとこ相談ください。

の応援を出来る私達は、訪間できることをとても嬉 しく感 じます。

動運動を損ねず に手術を行 ういわゆる低侵襲治療 です。5〜

"と 呼ばれる円筒形の医療器具を腹
から ポー ト
mmの 皮膚切開倉」

年齢を問わず訪問 します。老夫婦 2人 暮 らしでこ主人が奥様の介
護をがんばつてお られる方、人工呼吸器をつけて、学校に通つて
いる小学生、病院では吸えない大好きなタバコが、自宅ではいつ

床擦れの処置、自宅での り八ビリ、寝たき りの方のシャンプーや

腔内 に複数本刺入 し、注入 したガスで腹壁と臓器の間に空間を作

患者様の高齢化が進む現在、併存疾患や日常生活自立度、そ し

り、おなかの中の様子をテレビモニターで観察 しなが ら、ポー ト

て病態に応 じた集学的治療 (外 科手術あるいは内視鏡的切除、抗

す。「そんな訪間看護があるのだ つた ら、一度話を聞いてみたい」

か ら挿入 した細長い器具で腹腔内臓器の授動 (臓 器につながる血

癌剤治療、放射線治療を組み合わせた治療法)が 選択されるよう

と思われた方、是ブF、 当ステーションをお気軽に覗いてみて下さ

管を切離 した り、腹壁に固定されている臓器を遊離する操作)や

になつてきています。体への負担が大きい外科手術よ りも内視鏡

い。是非お待ち しています。

臓器切離 を行 う手技です。但 しすべての操作を小さな傷だけで行

的切除や放射線治療、抗癌剤治療の方 が適切な場合もあ ります。

えるわけではなく、最終的 には小切開創から臓器を体外に導出 し

今後も、内視鏡診断 治療を専門とする消化器科の先生方、画像

切除 した り、つなぎ直 した りします。手術創が小さい、出血量が

診断や放射線治療、血管内治療を専門とする放射線科の先生方と

少ない、術後の回復が早い、術後疼痛が少ないなどの利点があ り

密に連携 し、個々の患者様に最適な治療 (オ ーダーメイ ド医療 )

ます。ただ遠隔操作 で手術を行 うため、従来の開腹術 に比 し手術

が提供できるよう努力 して参 りますので、どうぞ宜 しくお願い申

時間が長 くかかり医師にもそれなりの技量が要求されます。当院

し上げます。

清拭、認知症の方の看護や心のケアなど、訪間は多岐にわた りま
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