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特  集 泌尿器科のご紹介

vol.24

　2021年4月1日より泌尿器科部長を拝命しました、高山達也と申し

ます。7月からは亀田智弘先生も加わり、常勤2名と数名の他施設の

先生のお力を借り泌尿器科診療を行っています。

　日本は超高齢社会であり、泌尿器の病気で悩まれる方もますます

増えています。一方、言うまでもなく小児や若年者に対する診療も大

切です（10月から土曜日に小児泌尿器科の外来を開始します）。泌

尿器科は小児から高齢者までの様々な疾患に内科的にも外科的にも

対応しています。

　とくに患者さんの生活の質（QOL）を考えた低侵襲治療に力を入

れています。高品質かつ安全で患者さんに優しい医療を目指してい

ます。具体的には7月から開始した尿路結石に対する内視鏡治療は

良好な治療成績をおさめています。また、ご存知のように前立腺がん

や腎がん、膀胱がんなどの泌尿器科疾患ではロボット手術が行われていますが、泌尿器科以外の疾患（消化

器外科、呼吸器外科、婦人科、耳鼻咽喉科など）にもロボット手術が適応となり、ますます患者さんに優しい

医療が進んで来ております。この県東地域にもロボットの導入を目指しております。また、尿失禁や頻尿など

の排尿障害についてもQOLを重視した診療を行っております。

　外傷以外の全ての病気は連続したものの一面をみているに過ぎません。がんといえども高血圧や心臓病と

同じように慢性疾患として考える必要があります。がんも今できたわけではなく、その芽は何年も前からある

のです。私は、医療者は病気を治しているわけではなく、患者さんが生きていこうとするところに現れた邪魔

者である病気をちょっとどかしたり、うまくやりくりながら患者さんが生きたいように支援しているに過ぎな

いと思っています。だからこそ、定期的な受診、地域での連携、予防といったものをこの地域の皆さんで共有

し、推進する必要があると考えます。

　お困りの際には、お気軽にご相談ください。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。  

泌尿器科部長　高山　達也　先生

尿路結石症の治療法の選択
引用元：
bostonscientific.com



Autumn. 2021

３

vol.20

特  集 訪問看護ステーションについて

vol.24

　当院の訪問看護ステーションの成り立ちは、昭和５０年に当院整形外科病棟より退院するケースに対して

訪問指導を地域の保健師に依頼したことがきっかけとなりました。継続看護の体制つくりを両者の交流をは

かりながら検討を重ねました。そして、他地域に先駆けて病院と地域保健師との連携による継続看護が開始

されました。その後、平成９年より老人訪問看護ステーションを開始し、平成１２年には介護保険制度に基づ

く訪問看護ステーションとして運営を開始し、訪問看護の在り方が見直され現在に至っています。

　2020年12月には、地域に貢献する病院として茂木町に

訪問看護ステーション茂木事業所を開所いたしました。現

在は、本院に看護師7名、理学療法１名、茂木事業所に看護

師２名、理学療法士１名が所属し日々の業務にあたっていま

す。茂木事業所では、茂木町を拠点として益子町や市貝町、

芳賀町の本院ではカバーしきれない地域を中心に訪問看護

を行っています。

　当初は慣れない地域での訪問に戸惑いましたが、地域の

方々からの声掛けやご家族からの言葉に救われる毎日です。茂木事業所の開所を通して、人と人とのつなが

りや訪問看護のやりがいを感じています。これからも地域の訪問看護ステーションとして、住み慣れた地域で

の在宅医療を最後まで支えていきます。そのためには在宅医の先生方をはじめ、地域のケアマネージャの方

々など医療・介護の連携を今まで以上に強化して、地域住民の皆様に「訪問看護を利用してよかった。」と言

ってもらえるようにスタッフみんなと笑顔で頑張りたいと思っています。

　訪問看護ステーションでは、在宅で赤ちゃんからお年寄りまで自分らしく生きることを支援します。少しで

も快適に生活が送れるように看護師がご家庭を訪問し、皆様の健康管理から医療ケア、日常生活の維持・改

善を図るサービスを提供します。また、ご自宅での生活動作を通してより快適に生活できるように、理学療法

士がご家庭を訪問しリハビリを行います。そして、ご家族の介助方法の提案や福祉用具のアドバイスも行って

いきます。

茂木事業所のスタッフ

訪問先に出発する職員リハビリの様子
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特  集 沖縄県へ当院の看護師を派遣
　　　　　　　COVID-19派遣応援

薄井結海 看護師を派遣
（薄井結海看護師よりメッセージ）
　今回COVID-19派遣応援で、沖縄県浦添市にあります浦添総合病院へ6月15日から6月30日まで勤務しま
した。重症患者病床15床で稼働し、3次救急ということもあり県内で最も重症患者を受け入れている病院で
した。島国であり、ドクターヘリでの搬送や海外観光客が医療器具に依存した状態での退院調整など、当院
では経験できない事例が多くありました。肺保護療法をメインとし、鎮静下での腹臥位、γ（ガンマ）表を用い
た血圧管理、昇圧剤の並列交換など貴重な経験をしました。今後もその経験を看護実践に活かしていきたい
と思います。一刻も早いCOVID-19の終息を願っています。

（河原美智子副院長兼看護部長よりメッセージ）
　この度、厚生労働省からの依頼による広域派遣に、看護師　薄井結海さんを選出いたしました。赤十字医
療施設以外の施設に一人で派遣する事に、派遣元としてはかなり不安を持っていました。しかしながら、薄井
さんはしっかりとHCU（重症患者病床）で重症患者対応を行い、しっかりと役割を果たしてくれました。派遣
先からは感謝の言葉を頂きました。そして、看護師として大きく成長できた事を誇りに思っています。今後の活
躍を期待すると共に、機会が得られれば次なる看護師を派遣させたいと思います。

写真：
（左）河原副院長兼看護部長
（中央）薄井結海看護師
（右）本多院長
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高野院長からの
メッセージ
　気軽に声をかけて
ください。よろしく
お願いいたします。

　地域の先生がたは、地域の患者さんの医療を支える大切なパートナー。
地域医療を支えてくれる医療機関の方々がいるからこそ、地域医療連携
を進めることができます。
　今号は、高野医院（真岡市）とよしデンタルクリニック（真岡市）をご紹介
します。

登 録 医 情 報
～地域とつながる～

●当院との地域連携について、良かった点を教えてください
　患者さんの紹介に対し、いつも丁寧で素早い対応をしていただきあり
がとうございます。大変に心強く感じております。

●地域の方々へのメッセージ
　分かりやすい説明を心がけ、身近で相談できる「かかりつけ医」を目
指しております。

〈対象疾患〉 内科・外科
〈得意分野〉 小外科（外来で対応できる外科）

高野医院（真岡市）

●院　　長 ：高野　浩
●住　　所 ：栃木県真岡市中213-1
●T E L ：0285-82-3162
●診療科目 ：内科・外科・消化器科
●休 診 日 ：日曜日、祝日

基
本
情
報

●当院との地域連携について、良かった点を教えてください
　紹介患者さんのスムーズな受け入れと丁寧、そして迅速な対応に大変
感謝しております。

●地域の方々へのメッセージ
　口腔ケアで免疫力がアップします。正しいブラッシング方法を身につけ、
お口も体も健康に。

〈対象疾患〉 歯科全般
〈得意分野〉 歯冠修復

よしデンタルクリニック（真岡市）

●院　　長 ：稲見　芳尚
●住　　所 ：栃木県真岡市熊倉町4842-1
●T E L ：0285-82-1130
●診療科目 ：歯科
●休 診 日 ：日曜日、祝日

基
本
情
報

稲見院長からの
メッセージ
　お口の中のお悩み
などありましたらお気
軽にご相談ください。
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Information

芳賀赤十字病院の理念及び基本方針

＜ 理　　念 ＞
＜ 基本方針 ＞

地域に貢献する病院

芳賀赤十字病院
詳しくは 芳賀赤十字病院公式HP http://www.haga.jrc.or.jp

芳賀赤十字病院公式 facebook
どちらも「芳賀赤十字病院」で検索

編集協力／㈱松井ピ・テ・オ・印刷

芳賀赤十字病院 検 索

読者の方に「読みたい！」と手に取ってもらえるよう、表紙は当院の行事などで
撮影した「イチ押しの1枚！」を掲載しています。

　今号で特集した泌尿器科の高山先生と亀田先生です。撮影の間
もお二人は終始笑顔で和気あいあいとした雰囲気でした。
　広報の撮影時には、感染予防対策を十分に行っております。マス
クは写真の撮影時のみ外しております。今後も感染予防には十分気
を付けて広報を作成していきます。

表 紙 紹 介

〒321-4308　栃木県真岡市中郷 271
TEL 0285-82-2195 ㈹　FAX 0285-84-3332　http://www.haga.jrc.or.jp/

１．患者中心の医療
２．安全で質の高い医療
３．赤十字の使命に基づいた社会貢献

４．救急医療の充実
５．チーム医療の推進
６．職員満足度の向上
７．健全経営

＜当院の歴史的資料をご寄贈いただきました＞
　真岡信用組合　塚田義孝理事長より、芳賀赤十字病院のポストカ
ード（1952年12月12日撮影）をご寄贈いただきました。70年前の
芳賀赤十字病院に関わる貴重な資料をご提供いただき誠にありが
とうございます。室田院長の胸像は、旧病院から現病院へ移設しま
した。ご来院の際は、ぜひご覧ください。また当院の古い写真など
をお持ちの方がいらっしゃいましたら、芳賀赤十字病院総務課まで
ご連絡いただけると幸いです。

1952年12月12日撮影　芳賀赤十字病院
（左上）　室田院長　（右上）　病棟の一部

（右下）　Ｘ線装置　

（上）1952年12月12日撮影　芳賀赤十字病院
本館　室田院長の胸像　（右）2021年9月10日撮影

新任
医師紹介
新任新任新任
医師紹介医師紹介医師紹介

①診療科
②出身地
③ひとこと  

亀田 智弘
かめ だ　  とも  ひろP r of i le

①泌尿器科
②栃木県
③頑張ります。

野口 久美子
の  ぐち　  く　 み　 こP r of i le

①眼科
②茨城県
③地域医療に貢献で
きるよう頑張りま
す。宜しくお願い
致します。

増田 卓哉
ます  だ　   たく   やP r of i le

①小児科
②栃木県小山市
③7月から常勤医師
として戻ってまい
りました。子ども
と家族をサポート
します！




