芳賀赤十字病院

［ ご自由にお取りください ］

26

spring

特 集

看護師の特定行為について

特 集

初期臨床研修医〜２年間の初期研修を終えて〜

特 集

救護看護師像の除幕式を行いました

〜地域とつながる〜 登録医情報

Information

・ユニフォームの変更について
・病院の花壇や植栽にも春の訪れが
・歴代院長の銘板と写真の掲示について

倉持医院（市貝町）
いなみ矯正歯科医院（真岡市）

vol.26

特 集

spring. 2022

看護師の特定行為について
みなさん、こんにちは。
4 東病棟で勤務している慢性呼吸器疾患看護認定
看護師の布施美穂と、院内の褥瘡管理をしている皮
膚・排泄ケア認定看護師の太田紀恵子です。私たち
は看護師特定行為研修を受講しました。
当院では、厚生労働省「特定行為に係る看護師の研
修制度」により養成された特定看護師が、医師からあ
らかじめ作成された手順書（指示）に従い、認められた
特定行為を行っています。
（写真左：布施看護師、写真右：太田看護師）

慢性呼吸器疾患看護認定看護師

布施

美穂

私が研修修了した特定行為は、
①経口用気管チューブ又は経鼻用
気管チューブの位置の調整、
②侵襲的陽圧換気の設定の変更、
③非
侵襲的陽圧換気の設定の変更、
④人工呼吸器管理がなされているも
のに対する鎮静薬の投与量の調整、
⑤人工呼吸器からの離脱、
⑥気
管カニューレ交換、
⑦直接動脈穿刺法による採血、
⑧橈骨動脈ライン
の確保、
⑨胸腔ドレーンの抜去、
⑩低圧胸腔内持続吸引圧の設定及
び設定の変更、
⑪腹腔ドレーンの抜去、
⑫持続点滴中の高カロリー輸
液の投与量の調整、
⑬脱水症状に対する輸液による補正の13 行為で
す。呼吸器内科医師と消化器内科医師の協力のもと、100 件以上
の特定行為を実施しています。主に、直接動脈穿刺法による採血や
腹腔ドレーンの抜去が多く、胸腔ドレーンの抜去、気管カニューレ

＜直接動脈穿刺法による採血実施の様子＞

交換などの依頼もあります。

皮膚・排泄ケア認定看護師

太田

紀恵子

私が研修修了した特定行為は、
①褥瘡又は慢性創傷の治療におけ
る血流のない壊死組織の除去、
②創傷に対する陰圧閉鎖療法、
③創
部ドレーンの抜去、
④持続点滴中の高カロリー輸液の投与量の調整、
⑤脱水症状に対する輸液による補正の 5 行為です。病棟・外来で
主に壊死組織の除去、陰圧閉鎖療法の特定行為を実施しています。
特定行為とは、医師の指示のもと手順書の範囲内で特定行為を実
施することで、医師の指示を待たずにタイムリーに患者さんに処置
やケアを提供することができます。
特定看護師は、臨床推論をもとに診る医学的視点と看護的視点
を組み合わせ、患者を全人的にとらえて医療を提供するよう訓練
されています。医学・看護両方の視点を武器にチーム医療の充実
を図り、
「治療」と患者さんの「生活」の両面から支援し貢献していき
たいと思います。
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初期臨床研修医〜２年間の初期研修を終えて〜

令和 4 年 3 月、令和 3 年度の初期臨床研修医修了式が行われました。芳賀赤十字病院では、毎年、初
期臨床研修医を受け入れており少人数で充実した 2 年間の研修を行っています。令和３年度は白石
趙

顕一の2 名の研修医が修了式を迎えました。趙

拓也、

顕一研修医による、2 年間在籍した感想と新研修医

への一言を掲載します。
①２年間在籍した感想
芳賀日赤は自分にとって「将来またここで働きたい」と思える病院でした。大変お忙しい中時間を惜しまず
親切丁寧に教えてくださった先生方、右も左もわからない研修医に優しく接してくださったコメディカルの皆
様、研修医の意見を親身に聞いてくださった事務方の皆様、疲れている時に温かい声をかけてくださった清
掃やコンビニの皆様。芳賀日赤に関わる全ての皆様への感謝の気持ちでいっぱいです。しばらく栃木を離れ
ますが、こちらに戻った際にはどうぞよろしくお願いします。
②新研修医に一言
初期臨床研修では急性期の治療がフォーカスされがちですが、芳賀日赤の研修では救急外来や入院等の
急性期から、地域に患者さんが帰った後や終末期までを包括的に経験することができます。また、病院を
あげて研修医を育てようとするような環境も芳賀日赤ならではだと思います。指導医の先生方はもちろん、
コメディカルの皆さんや患者さんからもたくさん学び、実りのある研修を送ってください。

（写真左より趙研修医、白石研修医）

●医学生のみなさまへ

芳賀赤十字病院では、将来の卒後研修先を模索

する医学生を対象に1年を通じて病院見学を受け
入れています。病院内の雰囲気や研修医の研修の
様 子、指 導体制、災害 拠 点 病 院（DMAT）・赤 十
字病院としての災害救護活動などを、病院見学す
ることでより理解を深め、魅力を感じていただきた
いと考えています。お申込みについては当院のホー
ムページをご覧いただくか、人事課までご連絡く
ださい。
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救護看護師像の除幕式を行いました

（写真左から大前神社 栁田宮司、河原副院長兼看護部長、武蔵野大学 生井教授、本多院長、安田名誉院長、有限会社グラベック金子社長）

令和 4 年 3月24 日、当院において救護看護師像の除幕式を執り行いました。この救護看護師像は当院の
新築移転事業の一環として、正面玄関横に建立したものです。像はブロンズ製で高さは約１.５ｍ、救護看
護師の制服である黒衣を着用し、リボンのついた帽子に編み上げ靴、コートを腕に抱え一歩を踏み出す、
という凛々しい活動の姿を現しています。建立にあたっては、像の制作を小山市在住の彫刻家である武蔵野
大学の生井亮司教授に依頼し、令和 4 年の3月上旬に完成しました。台座は真岡市の有限会社グラベック
に依頼しました。
大前神社の柳田耕太宮司を斎主に神事を行った後、本多院長、河原美智子副院長兼看護部長、安田是
和名誉院長、柳澤事務部長、塚田元看護副部長、塩野谷元看護副部長の６人が除幕を行いました。参列し
た看護師は、看護師像が着用しているのと同じ制服（黒衣）を着用しました。
本多院長は「赤十字看護の志の原点となる救護看護師
像が建立された。生井先生の哲学的で高い精神性の追
求と独自の造形世界観が表現された感慨深い作品で、若
くして救護に赴く看護師の思いが描写されている。当病
院の看護師たちがこの像を心の拠り所として活躍していく
ことを誓います」と述べました。
河原副院長兼看護部長は「多くの方々の賛同を得て建
立することが出来た。人道の精神を胸に、地域の方々に
信頼され、貢献できる職員でありたい」と決意を述べま
した。
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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、倉持医院（市貝町）といなみ矯正歯科医院（真岡市）をご紹介し
ます。

〜地域とつながる〜

登 録 医 情 報
医療法人

玄心会

倉持医院（市貝町）

〈対象疾患〉 内科一般
〈得意分野〉 消化器

●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、いつも親切に素早く対応していただきありが
とうございます。診断、治療経過の情報提供が詳細でとても勉強にな
ります。
●地域の方々へのメッセージ
スタッフ一同、患者さん一人ひとりに寄り添い、地域の皆様に信頼さ
れる医院を目指したいと思います。

基本情報

濱口院長からの
メッセージ
何で もお 気 軽にご
相談ください。

●院

長 ：濱口

●住

所 ：栃木県芳賀郡市貝町続谷 731

●T

E

佳奈子

L ：0285-68-0241

●診療科目 ：内科・消化器科
●休 診 日 ：水曜日、土曜日、日曜日、祝日

いなみ矯正歯科医院（真岡市）
〈対象疾患〉 矯正歯科
〈得意分野〉 矯正歯科

●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
当院は矯正専門の歯科医院のため、芳賀赤十字病院の口腔外科、近
隣の歯科医院の先生方と、それぞれの立場で共に手を携え、高度な連
携歯科医療が実現できていることに大変感謝しています。
●地域の方々へのメッセージ
お子様の矯正治療から、顎変形症などの保険適応される専門性の高
い矯正治療まで、安心して受診していただけると思います。

基本情報

稲見院長からの
メッセージ
歯 は一 生の宝 物 で
す｡どうぞお気軽にご
相談ください。

●院

長 ：稲見

●住
●T

佳大

所 ：栃木県真岡市荒町 2094-13
E

L ：0285-81-0303

●診療科目 ：矯正歯科
●休 診 日 ：ホームページでご確認ください
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Information

ユニフォームの変更について

令和4年4月1日より、コメディカル（医師と協同して医療を行う医療専門職種）職員のユニフォームが変更になりまし
た。色を職種ごとに分けることにより、職員同士において、また患者さんからも分かりやすくすることが目的です。

（写真左から、放射線課、リハビリテーション課、薬剤部、臨床工学技術課、栄養課、臨床検査課、視能訓練課、地域
医療連携課（公認心理師・社会福祉士）、歯科口腔ケア課、看護師）

病院の花壇や植栽にも春の訪れが

歴代院長の銘板と写真の掲示について

3月には、令和3年度より総務課業務サポートチームを中心に
作っている病院の花壇の花々や、梅の花も開花しました。また
旧病院から植樹した「ヒポクラテスの木」も新芽が出てきまし
た。病院でも四季の移ろいを楽しんでいただけると幸いです。

（3 月上旬に満開となった紅梅） （ヒポクラテスの木にも新芽が）

イチ押しの1 枚！

芳賀赤十字病院ハートクロスホール（2F講堂）前に
歴代院長の銘板と第8代目院長からの肖像写真を掲
示しました。

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。

令和 4 年 4月1日（金）、当院にて入職式が行われました。
今年も医師・看護師・コメディカル・事務職員が入職いたしました。
全体研修オリエンテーションを終えたのちに、各部署に配属となり
ました。一日でも早く新しい職場に慣れ、それぞれの部署で活躍し
て欲しいと思います。

芳賀赤十字病院の理念及び基本方針

＜理

念＞

地域に貢献する病院

＜ 基本方針 ＞ 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
詳しくは

芳賀赤十字病院

〒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/

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
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

芳賀赤十字病院

検索

編集協力／㈱松井ピ・テ・オ・印刷
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