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当院では、地球温暖化防止及び省エネルギー対策の一環として、事務所内の温度を 28℃程度に設定いたしますととも
に、以下の期間におきまして、クールビズ運動を実施させていただきます。この間、原則軽装（ノーネクタイ、ノージャ
ケット等）での勤務となりますので、何とぞご理解たまわりますようお願いいたします。
実施期間：2015 年 5 月 1 日(金)～9 月 30 日(水)終了予定
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特集 「第 3 回 医療者・介護者・福祉者のための
ケア☆カフェ こじま」開催
今回のテーマ：
『多職種に必要な情報とは？』
平成 27 年 5 月 22 日(金)18 時より当院多目的ホ
ールにて、第 3 回医療者･介護者･福祉者のための
「ケア☆カフェこじま」を開催致しました。第 1
回目となる昨年 10 月、第 2 回目となる本年 2 月に
引き続き、地域の医療・介護・福祉に従事されて
いる多職種の皆様方と、“心の通う連携”を深め
るために交流の場を設けさせていただきました。
開店に合わせ、参加者同士での自己紹介から始まり、積極的な関係作りが成され終始和やかな雰囲気の中、盛
況の内に終了しました。
開会に先立ち、当院 山田
事務長より「このような多職
種での交流が今後益々増え、
地域活性に繋がり各々の円
滑な取り組みに寄与できることを期待します。」と挨拶。続いて筆者がカフェマスターを務め、ガイダンスに
続き、セッションを開始しました。
前回より 1 テーブル多くＡ～Ｇの 7 グループに分かれ、「多職種に必要な情報とは？」をテーマに多角的な
視点で情報項目を上げながら自由活発な意見交換が繰り広げられました。意見交換が相互に情報共有され、新
たな気づきも生まれ、有意義な交流の場に発展しました。

最後に、テーブルホスト役 7 名より情報共有した内容についての発表があり、「多職種が抱える内容は事前
連絡と積極的な透明性をもって対処することが必要」、「情報収集する場合は相手の状況もきちんと把握して
おく」、「情報量が多いのはケアマネジャー」、「医療機関の敷居の高さを感じさせない地域医療連携室の対
応力」など多くの意見を会場全体で共有することができました。最後に、参加者全員で恒例の記念写真に納ま
り、共有達成の念を全員で称え合いました。
厚生労働省によれば、「地域医療構想策定ガイドライン等に関す
る検討会」はガイドライン報告書をまとめ公表し、今後、都道府県
が策定する地域医療構想の将来の病床必要数の推計に活用される
としています。2018 年度の医療介護同時改定を控え「入院医療で
はなく在宅医療等で対応するとしたものの、介護分野等での対応方
針を早期に示されたい」とするなど、介護分野との連携の重要性も
指摘しています。
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この中で、医療や介護、福祉を取り巻く地域全体でしっかりと支えていくためには、地域包括ケアシステム
の 5 つの構成要素(介護、医療、予防、住まい、生活支援・福祉サービス」と「自助・互助・共助・公助」概
念の全体理解が必要となります。ケア☆カフェは、こうした概念を多職種同士で理解し、柔軟な連携協働を推
進していくものでもあります。
第 3 回開催はこれまでで一番多くご参加いただき、初めての方も多く、多職種交流として大変充実したもの
となりました。ご参加いただいた皆様、関係各位のご理解とご協力に厚く御礼申し上げます。今後も次回開催
に向け、また、ケア☆カフェ自体のさらなる充実を目指して企画運営・広報案内してまいりたいと思いますの
で、今後ともより多くの方々にご参加いただければ幸いに存じます。

（地域医療連携室係長 安田浩二）

感染対策委員会発

院内研修会「結核の理解と対応」
平成 27 年 5 月 12 日に当病院の感染対策委員会が主催する職員対象の院内研修会が開催さ
れました。感染対策委員会は院内で起きる様々な感染症から患者、家族、職員の安全を守
るために活動を行う組織です。医師、看護師、薬剤師、臨床検査技師、臨床放射線技師、
管理栄養士などの職種が集まり感染対策活動に従事しています。活動の一環として、感染
管理教育の中で年 2 回の研修会を行っています。
今回、第 1 回目の研修として、
「結核の理解と対応」について、臨床検査技師から結核
の検査は痰と血液の検査があって、痰の検査は排菌量の把握や治療経過の評価、退院時期の
判断など、患者管理上、必要不可欠な検査だと説明がありました。痰培養検査は結核菌か他の
抗酸菌（非結核性抗酸菌）かを調べる検査だと説明がありました。クオンティフェロンという血液検査では結
核菌に今まで感染したことがあるかどうかを調べる検査だと説明がありました。
臨床放射線技師からは実際の画像の変化についてフイルムを基に説明がありました。感染管理認定看護師は
結核が疑われたときには隔離をすることと、医療従事者による感染拡大を防ぐために専用の N95 マスクを装
着し結核患者の対応をするなどの説明がありました。
研修会終了後のアンケートでは、理解できた 92%と高い評価でした。実際のアンケート内容として、
「検査、
画像、感染予防の視点から結核の話が聞けて良かった」
「結核について改めて勉強できてよかった」
「サージカ
ルマスクと N95 マスクの装着方法など感染予防に対する知識が深まった」など多くの感想が聞かれました。
今後もこの取り組みを通して感染対策につなげる知識の伝達を行い患者の安全に努めて行きたいと思います。
（3 階病棟看護副師長

ようこそ!! オープンギャラリー

葛上香澄）

「癒しの空間」へ

今年も 7 月に入り七夕飾りの時期がやってきました。
外来スタッフ一同で協力して作成しました。
現在は季節を感じることが少なくなったと言われています。また最近の新聞に、このところ昔話を
題材にしたＣＭが登場しているとありました。「時代の閉塞感を打開したいという期待の表れ」と
の指摘があり、ライフスタイルの多様化で「誰もが共感し得る常識が昔話しかなくなった」と書か
れていました。
今の子供達に何を教え、伝えなくてはならないのか私達大人として考えたいと思います。私達は
病院で働く者として来院される患者さんに少しでも不安と痛みをやわらげていただくため誠意をも
って接し、優しい気持ちになっていただくために務めたいと思っています。
七夕に平和・健康をお願いします。

（外来スタッフ一同）
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特集 プレイバック公開医療介護講座（27 年 5 月）
「上手な医者のかかりかた 10 か条」
地域医療連携室

福田正子

平成 10 年 7 月、厚生省健康政策局（現厚生労働省）は、インフォームドコン
セント普及活動の一環として、
「上手な医者のかかり方 10 か条」を発表しまし
た。今回の公開医療介護講座では、その活動に参加していたＣＯＭＬ（ＮＰＯ
法人）が平成 10 年 10 月に発行した「新 医者にかかる 10 箇条」の小冊子を
使って説明させていただきました。

上手な医者のかかり方 10 か条
第 1 条：伝えたいことはメモして準備
第 2 条：対話の始まりはあいさつから
第 3 条：よりよい人間関係づくりはあなたにも責任が
第 4 条：自覚症状と病歴はあなたの伝える大切な情報
第 5 条：これからの見通しを聞きましょう
第 6 条：その後の変化も伝える努力を
第 7 条：大事なことはメモをとって確認
第 8 条：納得できないときは何度でも質問を
第 9 条：医療にも不確実なことや限界がある
第 10 条：治療方法を決まるのはあなたです
各条のポイントについて、私の看護師経験上からの私見を加えて説明させていただきました。
第 1 条：伝えたいことはメモして準備
とかく病院の外来はバタバタと慌ただしい雰囲気です。長時間待ってやっと呼ばれて診察室に入っても医者の
前では緊張し、思うように伝えたいことや尋ねたいことが言えないという体験をされた方も少なくないと思いま
す。メモをとって受診することにより、効率よく診察を受けることができると思います。
第 2 条：対話の始まりはあいさつから
人間、第一印象が大切です。第一印象をよくするためには、あいさつが大切です。あいさつは人間関係・信頼
関係の基本です。患者さんが先でも、医者が先でもありません、先手必勝です。
第 3 条：よりよい人間関係づくりはあなたにも責任が
病気やけがを治したいという患者さんの気持ちと努力に対して、医者はそれを治すお手伝いをしているのです。
医者に「何とかしてください」と一方的に求めるだけでなく、患者さんご自身も体の責任者として自覚して「治
ろう・治したい」と努力することが必要です。このような双方向の関係が医者と患者のよりよい人間関係だと思
います。
第 4 条：自覚症状と病歴はあなたの伝える大切な情報
どこの病院でも初めて受診する際は、問診票を記入するようになっています。問診票には、現在の自覚症状や
過去の病歴、現在治療中の病気、アレルギーなどの質問項目があります。メモをとって受診すると記入に要する
時間が省け、正確に記入することができます。問診票は診察を効率よく進め、治療を効果的に行うために大切な
情報になりますのでもれなく記入するようにしましょう。
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第 5 条：これからの見通しを聞きましょう
病気には短期間で良くなる病気もあれば、ほぼ一生つきあっていかなければならない病気もあります。いずれ
にしても、これからの見通しを遠慮なく尋ねましょう。次回の受診が必要かどうか、お薬が切れたらどうすれば
いいか、運動・通勤・通学・入浴などについても確認しておきましょう。長くつきあう病気の場合は、自己管理
ノートなどを作って、検査結果や体の調子、心の状態など日記風に記入することも病気とうまくつきあっていく
コツだと思います。当院では、
「いきいき健康ノート」をお配りしておりますのでぜひ活用してください。
第 6 条：その後の変化も伝える努力を
前回の受診からその後の病状の変化を伝えましょう。治療効果を判定するうえで大変重要です。受診の際、
「い
きいき健康ノート」を持参し、ノートを見ながら医者に病状を伝えることをおすすめします。
第 7 条：大事なことはメモをとって確認
耳からの情報は、時間が経てば忘れてしまいがちです。大事なことはメモをとりましょう。医者から受けた説
明の内容はもちろん、尋ねたいこともメモをとっておきましょう。記憶より記録です。
第 8 条：納得できないときは何度でも質問を
病状や治療などに対する疑問や不安があれば、勇気を出して医者に質問・相談しましょう。「案ずるより産む
が易し」です。でもどうしても医者には言えないという方は、看護師に質問・相談してください。きっと分かり
やすく説明してくれるはずです。看護師を上手に使っていただくことも一つの方法です。
第 9 条：医療にも不確実なことや限界がある
いくら医学や医療技術が進歩しても、病気は 100％完全に治るというものばかりではありません。医療にも不
確実なことや限界があります。そういったことを十分理解したうえで医療を受けていただきたいと思います。
第 10 条：治療方法を決まるのはあなたです
最近では、マスコミなどで健康や病気に関する情報を知る機会が増えています。患者さんの医療に対する知識
は高くなっています。インフォームドコンセントの普及により、「与えられる医療」から「参加する医療」へ、
また「自分で選ぶ医療・決める医療」へと医療に対する国民の意識も変わってきています。十分な説明を求め、
十分な説明を受け、納得したうえで、患者さんご自身で自分の
望む医療を決めていただきたいと思います。
「お客が店を育てる」
「お客が役者を育てる」という言葉があ
ります。賢い患者さんが病院・医療を良くしていくものだと思
います。今回のお話「新 医者にかかる 10 箇条」を参考にして
いただいて、賢い患者さんになっていただきたいと思います。
自己の健康管理を怠らないようにして、自分の健康（からだ）
は自分で守りましょう！
それでも病気に罹ってしまったら、上手に医者にかかりましょう！
今回、30 余名という大勢の方々にご参加いただき誠にありがとうございました。
当院地域医療連携室では、これからも地域の皆さま方に公開医療介護講座を通じて、いきいきと元気で暮らせ
るような情報を提供して参りたいと思っております。そして皆さま方と一緒に「健康」について考えていきたい
と思っておりますので、今後ともご参加いただきますようお願い致します。
（地域医療連携室 福田正子・スタッフ一同）
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栄養管理科発

～食中毒予防～

食中毒を引き起こす細菌の多
くは、室温約 20℃で活発に増殖
し始め、湿気を好むため、梅雨の
時期から夏にかけて、食中毒が発
生しやすくなります。なかでも、
牛肉や鶏肉などに付着する腸管
出血性大腸菌（O157、O111
など）とカンピロバクターは、発
生件数が多く、特に抵抗力の弱い
子どもや妊婦、高齢者は、重症化
しやすいため注意が必要です。
まずは、正しい手洗いを行い、
食中毒を予防していきましょう。

※政府広報オンラインより引用

【食中毒の予防の三原則】
1.細菌をつけない
●調理前、食事前、トイレ
後には手をよく洗いましょ
う。
●調理器具は、十分に洗浄
消毒を行いましょう。
●焼き肉をする時は、生の
肉をつかむ箸と焼けた肉を
つかむ箸を別のものにしま
しょう。

2.細菌を増やさない

3.細菌をやっつける

●生鮮食品や総菜などは、
購入後できるだけ早く冷蔵
庫に入れ、早めに食べまし
ょう。

●中心部まで十分に火を通
しましょう。（75℃1 分以
上）

●調理したものは、早めに
食べましょう。

●特に、肉料理は中心の色
が完全に変わるまで十分に
火を通しましょう。

～赤パプリカ～
ピーマンの中で一番甘味が強く、ビタミン C の濃度は緑ピーマンの 2 倍の
量を含んでいます。身体の中の不要なコレステロールを取り除く働きがある
ため、動脈硬化や心筋梗塞などの生活習慣病の予防効果があります。また、
新陳代謝を活発にする作用があるため、冷え症や疲れやすい方の疲労回復に
もオススメです。
<栄養管理科>
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身近にある法律相談Ｑ＆Ａ（第 5 回）

遺産相続について教えて下さい。

Ｑ

私の実家は元々兼業農家で、田畑や山林があり、実父は定年後、年金を貰い
実母と一緒に自分達や親戚に分ける程度の農業をして実家で暮らしていました。
その父が先日、亡くなりましたが、子供は私と妹との二人姉妹だけで、それぞれ嫁いでいます
ので、実家や敷地、田畑、山林などの財産は実母に相続して貰いたいと思っています。
ただ、実父には離婚した前妻がいて、腹違いの兄がいると聞いています。
実父は特に遺言は残していません。
実母に相続してもらうためにはどうすれば良いのでしょうか。

Ａ

まずは相続人間で協議しましょう。協議がまとまらない場合には，家庭裁判所に調停の申立てをします。

ご質問のケースでは，実父は遺言書を残していなかったようですので，相続人間の協議での遺産分割が可能で
す。相続人は，あなたと実母，妹さん，異母兄さんの 4 人となります。4 人で一堂に会することが難しい場合に
は，とりあえず異母兄さんを除いた 3 人の間で協議して，3 人の間での合意をもとに，最後に異母兄さんと協議
する流れでもよいでしょう。いずれにせよ，まずは異母兄さんの所在を調査する必要があります。
分割の協議にあたっては，法定相続分が前提となり，実母が 2 分の 1，あなたと妹さん，異母兄さんがそれぞ
れ 6 分の 1 になりますが，相続人間の協議では，必ずしもこの法定相続分の割合に拘束されるわけではありませ
ん。
相続の対象となる財産として，実家や敷地，田畑，山林などがあるようですが，その他に現金や預貯金などの
流動資産もある程度あると思われます。田畑や山林を含めた不動産の評価については，地域などにもよりますが，
とりあえずは固定資産税の評価額をもとに考え，相続の対象となる財産全てを金銭で評価します。その上で，流
動資産が全体の 6 分の 1 以上を占めている場合には，流動資産の 6 分の 1 を異母兄さんに相続してもらう方向で
話を進めると，実母が不動産全てを相続するという内容で協議がまとまりやすいものと思います。
他方，流動資産が全体の 6 分の 1 に満たない場合には，異母兄さんとの協議が難航する可能性があります。不
動産の価値がかなり低い場合には，まずは異母兄さんに相続放棄をしてもらう余地がないか検討します。その上
でやはり相続放棄は難しいようであれば，
全体の 6 分の 1 にあたる程度の金額の不足分をあなた方 3 人で用意し，
その金銭をも異母兄さんが受け取ることで，実母が不動産全てを相続するという内容で合意するという選択肢も
あり得ます。残念ながら，そのような選択肢をとることも難しく，異母兄さんとの間での協議が整わない場合に
は，あなたと実母と妹さんの間では合意しているので
あれば，3 人の連名で，異母兄さんの住所地の家庭裁
判所に遺産分割の調停を申し立てることになり，調停
手続の中で改めて話し合うこととなります。

森脇法律事務所
弁護士
飯生 明（右上写真）
〒700-0816 岡山市北区富田町一丁目２番１３号
TEL：086-226-1215 FAX：086-226-1239
MAIL：info@moriwaki-lawoffice.com

花の写真コーナー
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診療科

診療時間
午前

８：３０～１２：００

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日

山本真也

井関裕義（禁煙外来）

大貫敬三

鏡原康介

大貫敬三

井関裕義

木村泰彦

内科

（内科系）

午後

１３：３０～１７：００

鏡原康介

夜診

１８：００～２０：００ 内科系医師

午前

８：３０～１２：００

呼吸器内科

午後
午前

１３：３０～１７：００
８：３０～１２：００

胃腸内科

午前

８：３０～１２：００

大貫敬三

午前

８：３０～１２：００

古山輝将

糖尿病外来

※②循環器内科

午後

総合診

午前

８：３０～１２：００

午後

１３：３０～１７：００

午前

８：３０～１２：００

小児科

１３：３０～１４：３０

午後夜診

１５：３０～２０：００
８：３０～１２：００

午前

外科

（外科系）

整形外科

午後

（9：00～12：00）

※①井原章裕

山本真也

（9：00～12：00）

木村泰彦

山本真也

木村泰彦

井原章裕

内科系医師

内科系医師

内科系医師

内科系医師
中山富雄

池田征樹

中山富雄
非常勤医師

鏡原康介

福原健三

※⑤玉田智子 ※②第1・2・3

鏡原康介

福原健三

阿部公亮

16：30受付終了

9:00～11:30

古谷 保
中島英和

中島英和

中島英和

中島英和

予防接種・アレルギ－ 予防接種・乳幼児健診 予防接種・アレルギ－

乳幼児健診
中島英和
宮本善文

アレルギー・検査日

（13:30～17:00）

中島英和

中島英和

予防接種・アレルギ－

予防接種・アレルギ－

乳幼児健診

乳幼児健診

乳幼児健診

中島英和

中島英和
宮本善文

中島14：30～17：00

院長 田邉秀幸 院長 田邉秀幸

※③9：30～12：00

夜診
午前

井関裕義

内科と併診

１３：３０～１７：００ ※④古山輝将

（ 内科系）

※①井原章裕

8:30～10:00

宮本善文
第2・4

院長 田邉秀幸

※③岡﨑（下肢静脈瘤）

１８：００～２０：００ 院長 田邉秀幸 院長 田邉秀幸 院長 田邉秀幸 院長 田邉秀幸 外科系医師
８：３０～１２：００ 加川明彦
加川明彦
加川明彦
※④１３：３０～１６：３０

脳神経外科・脳卒中科

午後
午前

加川明彦
渡邊 良
８：３０～１２：００ 木村知一郎 ※⑧木村知一郎

脳卒中科

午前

※⑤９：００～１１：３０

耳鼻いん こ う科

午前
午後

８：３０～１２：００
１４：３０～１７：００

形成・美容外科

午後

※⑥14：00～17：00

皮膚科

午前
午後

※⑤９：３０～１２：００

泌尿器科
婦人科

午前
午後

１０：００～１２：００
１５：００～１７：００

加川明彦
木村知一郎

8:30～10:00

東川康彦
東川康彦

東川康彦

※⑧木村知一郎
第4金8：30～10：00

植村順一
東川康彦

東川康彦
東川康彦

東川康彦
東川康彦
※⑥（第3・4）宗内

桑原千晶
越智安奈

※④１４：００～１６：３０

非常勤医師
第1・2・3・5

８：３０～１２：００

小國達郎

小國達郎

午後
午前※⑦

１３：３０～１７：００
８：３０～１２：００

山本・猿山

石口・猿山

小國達郎
猿山・米満

小國達郎
石口・猿山

石口・仲田

石口・猿山

午後※⑦
夜診※⑦

１３：３０～１７：００
１８：００～２０：００

山本・猿山
猿山雅典

石口・猿山

石口・米満
石口満津子

山本・猿山

石口・仲田
石口満津子

石口満津子

東 良平

藤井 守

小國達郎

小國達郎

東 良平

佐藤 暢

（予約のみ）
午後
１３：３０～１６：００
東 良平
藤井 守
※①内科・井原医師の午前診（火・木曜日）は9時からの診察となります。

小國達郎

婦人科健診のみ

東 良平

放射線科
歯科・
歯科口腔外科
健診

午前

加川明彦

加川明彦

午前

８：３０～１２：００

※②循環器内科は月・水・木・金・土曜日の診察となります。（月・水・木・金・第1土曜日は予約制です。）なお、7月の土曜日診療は第1・2・3土曜日となります。

※③7月の外科・下肢静脈瘤外来（岡﨑医師の診察）は第2・4金曜日午前診（9時30分からの診察）となります。
※④整形外科[午後診]・皮膚科[金曜午後診]・循環器内科[月曜午後診]は16時30分受付終了となります。整形外科の診療[午後診]は手術
の為、急遽休診となる場合があります。
※⑤脳卒中科の木曜午前診・循環器内科の金曜午前診は9時から診察、11時30分受付終了、皮膚科の月曜午前診は9時30分から診察を行います。

※⑥7月の形成・美容外科外来は第3・4土曜日午後診（14時からの診察）となります。
※⑦歯科の受付時間は各日ともに診療終了時刻の1時間前となります。
※⑧毎週火曜日と第4金曜日の脳神経外科外来は10時までの受付となります。

公開医療介護講座のご案内
日

時：7 月 23 日（木）午後 2 時 00 分～（約 1 時間程度）

会

場：児島中央病院 多目的ホール（新館 2 階）

テーマ：『どうして歯がなくなるのか
～歯周病と虫歯の場合～』
講

師：児島中央病院 歯科口腔外科医師

猿山雅典

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

当番医のお知らせ
7 月 19 日（日）は、地区の当番医です。
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊
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