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　病院には日々、ご自身の病気に対し様々な不安

を持った患者さんが受診されますが、医療職員は

その不安を少しでも軽減しようと努めています。

　最近『神宮希林　わたしの神様』という映画を

見ました。樹木希林さんが、式年遷宮の時期に伊

勢神宮にお参りをした様子等を描いたドキュメ

ンタリーです。その中で、「希林さん、神さまっ

ていますかね？」という質問にしばらくの沈黙

後、突然歌い出すというシーンがあります。「だ

あれもいないと思っていても、どこかでどこかで

エンゼルはいつでもいつでもながめてる。ちゃん

とちゃんとちゃんとちゃんとちゃちゃーんとなが

めてる」覚えている方もいると思いますが、古い

CMソングです。「エンゼルって天使だし、日本の

神様じゃないんだけど？」などということはさて

おいて大変印象に残った場面です。

　樹木希林さんは、昨年亡くなりましたが、自分

の乳癌が再発して全身に転移していることを公表

し、化学療法を受けず、局所の放射線療法を断続

的に受けていたことが知られています。治療方針

の決定では医師の役割が大きいと思いますが、病

気のターニングポイント（命のために闘うことか

ら、自分のしたいことのために闘うことへの転換

点）では本人の考えが大きな重みを持ちます。彼

女は、癌の再発を知って５年余り「死ぬ死ぬ詐

安心できる医療を目指して
〜 エンゼルはいつまでも 〜

欺」などとユーモアを交えて語り、多くの映画に

出演し、その生き方が多くの日本人の共感を呼び、

様々な書籍が出版されました。

 

　病院では、生・老・病・死を扱っていますが、

人間は、生まれてきた以上老いて、その後病を得

て死に至ることは避けて通れない運命です。自分

の余命が限られていることを自覚した時、神にも

祈りたい気持ちになることもある事でしょう。医

師任せにせず自分で決めることが簡単な問題と思

える人は稀だと思います。

　そのような悩みを抱えた時に皆様の不安を少し

でも軽減できるよう足柄上病院には、医師以外に

も緩和ケアやがん性疼痛看護等の認定看護師、医

療ソーシャルワーカーなどの専門の職員も勤務し

ています。状況に応じて可能な限り対応するよう

にしていますので安心してご相談下さい。
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足柄上病院ジャーナル

足柄上病院の病院理念

「あ」：安全で安心な医療を提供します。

「し」：社会の要請を担う政策医療を展開します。

「か」：患者中心の医療を実践します。

「み」：魅力ある自立した病院を目指します。
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　５Ｂ病棟に入院される患者さんの主な疾患は、脳血管疾患・消化器疾患・呼吸器疾患・神経難病
の方が多く、入院目的は検査、治療、終末期の緩和ケアなどです。
　入院時から退院後の生活を見据えた看護を提供するため、褥瘡対策チームやNST・摂食嚥下対
策チームなど、多職種で協力したチーム医療を展開しています。また、訪問看護師やケアマネー
ジャーなどと連携を図り、共同指導を行い退院支援につなげています。
　患者さんの抱える背景は様々です。一人ひとりに寄り添い個別性を捉え、患者さんや家族が安心
して治療や検査が行えるよう、病棟スタッフは『報告・連絡・相談』を大切にし、日々安心・安全
な看護の提供に努めています。

病床数：46床
診療科：総合診療科・消化器内科・神経内科
　　　　皮膚科

【５Ｂスタッフ】

５Ｂ病棟
病棟紹介❺

　薬には、効果を発揮しやすくするために、
色々な剤形があります。体に入る経路によっ
て、口から飲む内服剤、体の外側から作用さ
せる外用剤、そして筋肉、血管内に直接入れ
る注射剤の３種類に大きく分かれています。
　坐剤、吸入剤、舌下剤は体の中に入れますが、粘膜から薬の成分が吸収されるため外用剤に分類されてい
ます。
　内服剤は、それぞれに決められたタイミングで飲まないと、効果が弱まったり、副作用が出やすくなった
りします。病気の状況に合わせて一番効果のでやすいタイミングに飲む等、薬の性質と飲むタイミングの間
には密接な関係があります。処方された薬の飲み方の指示（用法）を守って服用しましょう。

薬のイロハ　～薬の種類と飲み方編～
薬剤科
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用法 タイミング おくすり例

起床時 起きてすぐ 消化管の中に全く何もない時間。消化管からの吸収が大変低く、食事により吸収が極めて低下する骨粗鬆
症の薬など

食　前 食事の20 ～ 30分前 胃の粘膜に接して効果を出す薬や、食事の前に胃の働きをよくする薬、胃に食べ物が入っていないほうが
吸収や効果が良い薬。

食直前 最初の一口を食べる前 食事による血糖上昇を抑えるための薬など。
食直後 食事の最後 食物中の油分により吸収がよくなる薬など。

食　後 食後20 ～ 30分以内 程よく消化された食物が胃粘膜を保護しており、胃粘膜を刺激し胃腸障害を起こしやすい薬や、食事の影
響を受けない薬など。

食　間 食後２時間が目安 胃の中に食べ物がなく、次の食事まで時間が空いている時で、食事の最中ではありません。食事に影響を
受ける薬など。

寝る前 寝る30分位前 寝ている間に効果が出る薬、睡眠を改善する薬、飲むと眠くなる薬、翌朝お通じがあるように、寝る前に
服用する便秘薬など。

頓　服 必要に応じて 痛みがある時、発熱時、頭痛時、便秘時、嘔気時などのように、症状がある時に服用します。
（食事に関係なし）

薬局 だより １

内服剤４種類

錠剤 粉薬 カプセル 水薬

外用剤５種類

塗り薬 噴霧・点鼻 点眼 坐薬 貼り薬
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　みなさん、がん検診を受けたことがありますか？ がん検診は各市町村が行っている事業で、主に胃がん

検診、大腸がん検診、肺がん検診、乳がん検診、子宮がん検診の５種類を指します。各検診は受けることに
よって死亡率を下げることができると統計的に証明されており、積極的に受診することを国も推奨していま

す。しかしながら、検診受診率が低いことが日本において大きな問題となっており、これは足柄上地域につ

いても同様です。

　この中で胃がん検診については長らくバリウム検査（胃部Ｘ線検査）が行われてきましたが、「大変そ

う」、「苦しそう」などの理由から、がん検診の中でも特に受診率が低くなっていました。「内視鏡（胃カメ

ラ）なら受診するのだけれど」という声も多く挙がっておりましたが、これまでは内視鏡による検診は有効

性を示すデータがありませんでした。

　しかし近年バリウム検診だけでなく内視鏡検診（胃カメラ）もがん検診として有効であるという研究結果

が相次いで報告され、全国各地で胃がん内視鏡検診が採用されるようになりました。

　これを受けて足柄上地域（南足柄市、中井町、大井町、松田町、山北町、開成町）においても、数年前か

ら準備が進められ、2019年６月から胃がん内視鏡検診が始まりました。当院も内視鏡検診の実施医療機関と

して受付を開始しております。

　当院では受診者の方々の負担を少しでも軽くするため、検診受診者全員に「鼻からの内視鏡（経鼻内視
鏡）」を使用しております。

　胃がんは早期で発見すると、負担の小さい治療（内視鏡治療）で完治させることができます。また早期が

んは症状を伴わないことから、無症状で受診可能ながん検診はとても良い制度です。特に今まで胃カメラを

受けたことがない方は、一度検査することをお勧めします。

※ご自身が内視鏡検診の対象者であるかどうかは下記の表でご確認ください。
※当院でバリウム検診は行っておりません。
※当院の内視鏡検診では安全面などを総合的に勘案し、鎮静剤（眠る薬）を使用せずに実施しております。

鎮静剤使用を希望される方は保険診療では対応しておりますので、内科外来でご相談ください（保険診療
での内視鏡検査は原則、「胃が痛い」などの症状を持つ方が対象となります）。

【各市長の内視鏡検診実施状況】
周知・申込み方法など 問い合わせ先 対象年齢

南足柄市 HP、広報、個別通知（全員）など 0465-74-2517

50歳以上偶数歳
（年度末年齢）

中井町 HP、広報、がん検診希望者は町に連絡など 0465-81-5546
大井町 HP、広報,がん検診希望者は町に連絡など 0465-83-8012
松田町 HP、広報,がん検診希望者は町に連絡など 0465-84-5544
山北町 HP、広報、個別通知（前年度受診者、申込者）など 0465-75-0822
開成町 HP、広報、受診券のない方は町に連絡など 0465-84-0327

胃がん内視鏡検診はじめました
消化器内科担当部長
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内視鏡検査で使用する胃カメラ 太さは鉛筆と同じくらいです
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　病棟技能員・看護補助は総勢35名で、各病棟に６～７名、急患室に２名の体制で業務を行っていま

す。ユニホームは主に水色とエンジの上着（共に無地）と白いパンツを着用していますが、入浴の介助

を行う時はＴシャツと紺色のハーフパンツです。

　仕事として、病棟技能員は、入院患者さんを検査室・リハビリテーション室・手術室に搬送したり、

病棟のベッドメイク、シーツ交換や物品の管理等を行っており、看護補助は、患者さんの入浴と食事の

介助、洗髪やオムツ交換等を業務としています。患者さんの入浴には一般浴とリフト浴があり、体の状

態によって入浴方法を変えて行っています。

　また、入院患者さんの依頼があれば病院内のローソンに買い物も行きますので、お気軽に声をかけて

下さい。

　私達は常に安全と接遇に注意を払い、他職種との連携や病棟内のチームワークを心がけています。ま

た、必要な知識を身につけるために院内研修にも積極的に参加しています。

　日頃、不安や不便を感じることが多い入院患者さんに対して、家族の一員のように寄り添わせていた

だいています。

　患者さんに「ありがとう」と言葉を掛けて頂いたり、病状が良くなって退院していく姿を見る度に

「この仕事に就いて良かった」と心から感じます。これからも病院にとって縁の下の力持ちとなれるよ

う、やりがいを持って頑張りたいと思います。

入院患者さんに
　　　　　寄り添ってます。

【病棟技能員・看護補助の皆さん】

病棟技能員・看護補助
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　厚生労働省は、平成13年に開始された「患者の安全を守るための共同行動」の一環として、国

民の医療安全に対する理解を深めることを目的とした医療安全推進の期間を設けるように定めて

います。

　今年は、11月６日から11月12日を医療安全週間と定め、近隣の小・中学生による医療安全の絵

画・ポスターをはじめ、医療安全の取組の展示などを企画し開催します。今年の展示テーマは

「正しい方法で患者さんを確認します」とし、院内の様々な取組を紹介します。参加型企画「正

しい手洗いをしよう!! 」は11月６日、８日、11日の午前中に１階の外来待合ホールで行います。

インフルエンザ流行の前に手洗いチェッカーを使用し、洗い残しのない正しい手洗いを体験でき

ます。入院の方、外来受診されている方やご家族、どなたでも参加できます。ぜひ、当院へお越

しください。

　予防接種を行うのは、①自分をウイルスや細菌から守るため、②感染しても

症状を軽くするため、③まわりの人にうつさないためです。

ワクチン接種をしましょうワクチン接種をしましょう

　※ワクチンの一部を紹介しています。

ワクチンの種類 接種回数 推奨理由

麻疹（はしか） ２回
麻疹の予防はワクチンだけ。感染力が強く、集団
感染する程感染力が強い。妊娠中の感染は早産・
流産の危険性がある。

風疹 ２回
妊娠初期の感染は、先天性風疹症候群の危険性が
ある。周囲の人のワクチン接種も重要である。

おたふくかぜ
（流行性耳下腺炎）

２回
重症化すると膵炎や精巣炎・精巣上体炎（睾丸
炎）、卵巣炎、難聴になる。

帯状疱疹（水痘ウイルス） 50歳以上対象

免疫力の低下から帯状疱疹を発症しやすい。治療
が遅れると帯状疱疹後神経痛、発症部位によって
は視力障害の危険性がある。
（※年内に帯状疱疹ワクチンが販売予定）

インフルエンザ 毎年（※65歳以上補助有） 高齢者は重症化しやすいため

肺炎球菌
65歳以上定期接種。

年齢指定で１回

肺炎などによる重症化を防止するため
肺炎による死亡者の約98％は65歳以上である（厚
生労働省、人口動態統計確定数2017年）

11月６日（水）～12日（火）

「 医 療 安 全 週 間 」開催
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第２回　医学講座　要予約
　　　「口からの未病改善　～人生100歳時代に備えて～」　

　講演：１部 オーラルフレイル「口の衰え、放置していませんか？ 大変なことになりますよ！」

　　　　　　　　 講師：歯科口腔外科　大橋伸英

　　　　２部 未病と生活習慣病予防～しっかり食べて運動しよう！～

　　　　　　　　 講師：副院長　加藤佳央　　＊休憩時「健口体操」を行います。

　日時：10月10日（木）14：00 ～ 16：00　　場所：南足柄市文化会館　小ホール

第２回　栄養管理科による「ランチ講習会」　要予約
　　　「元気で長生き　ー栄養不足にならないためにー」　参加費　700円（資料+材料費）

　日時：10月29日（火）11：30 ～ 13：00　場所：研修室１（２号館２階）

＊問合わせ先：足柄上病院　経営企画課　0465-83-0351（代）

　7月30日（火）に、看護に関心のある地域の高校生を対象に１日看護体

験を開催しました。

　最初は緊張していた顔も笑顔に変わり♪

　初めて体験する看護の仕事にドキドキしながらも楽しそう

な１日でした。ご参加ありがとうございました。

＊がん検診該当者の方が対象です。受診に関しての詳細は、お住いの市町担当課にお問い合わせください。

　市町からの通知等をご持参の上、当院（1階総合受付⑥窓口）にご来院いただき検査予約をお取り下

さい。（詳細は病院ホームページまたは院内掲示をご覧ください）

＊電話予約は行っておりません。

問合わせ先：足柄上病院　医事課　（代表）0465-83-0351

「高校生1日看護体験i n足柄上病院」

市町による胃がん内視鏡検診開始（令和元年６月１日から）

検査予約を受付中

発行：神奈川県立足柄上病院　〒258-0003　神奈川県足柄上郡松田町松田惣領866-1
　　　（TEL）0465-83-0351　（FAX）0465-82-5377　　http://ashigarakami.kanagawa-pho. jp/
編集：神奈川県立足柄上病院経営企画課　（内線）5520

募集…「かけはし」に掲載する広告を募集しています。詳しくは地域医療連携室まで。

講座のご案内


