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【 中央放射線部の紹介 】
放射線部長

燕労災病院の理念
◎働く人々と、地域の人々の
ために最善の医療を目指し
ます。
病院の基本方針
◎安全で質の高い医療の提
供を目指します。
◎勤労者の健康管理を支援
します。
◎医療に関する教育・研修を
支援します。
◎地域の人々の健康を守り、
福祉に寄与します。
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横野 弘夫

中央放射線部は、画像診断、放射線治療を支援する部門として
診療放射線技師 10 名（女性 2 名）
、受付 1 名のスタッフがおりま
す。業務は、各部門の医師より指示を受け X 線撮影、透視撮影、
CT 検査、ＭRI 検査、骨密度測定、乳房撮影、病室・手術室での
ポータブル撮影、血管撮影、核医学検査などの放射線機器を扱い
撮影した画像を放射線部門システム（RIS）に保存し各診療科に
画像を提供しています。必要に応じて、放射線科医が画像診断を
行い各診療科に診断結果を報告しています。
画像診断部門では、一般撮影では、頭部、胸部、腹部や全身の
骨や関節などの撮影を行っています。CT 装置は、東芝 Aquilion
64 列で冠動脈 CT（心臓）や広範囲を連続して高速に撮影でき、
高機能検査を行えます。MRI は、10 月中旬に GE SIGNA Creator
(1.5T )が新たに稼働する予定です。ドック、検診では胸部Ｘ線
撮影、マンモグラフィ、頭部 MRI、肺がん CT 検診を行っていま
す。X 線透視室では、気管支ファイバー、大腸ファイバーや ERCP
などの検査を行っています。血管撮影装置では、心筋梗塞の治療
や血管の塞栓術なども行っています。医師、看護師、診療放射線
技師とチームを組んで、放射線機器を用いた治療技術（IVR）を
行っています。IVR とは、針やカテーテルと呼ばれる細い管を使
用し画像誘導下に行う経皮的治療行為で、患者さまの負担が少な
い治療法です。放射線治療部門では、高エネルギー放射線を使っ
た侵襲性の少ないがん治療を行う放射線治療も行っています。ま
た、当部門では地域の医療機関からの依頼検査を病診連携室と
FAX やオンラインで接続しいつでも予約可能です。当院保有の高
度･高額医療機器の共同利用と病診連携を推進し、より高度で専
門性の高い医療を提供しています。
最後に、診療放射線技師は各検査において、放射線被ばくを始
めとする安全性に十分注意を払い撮影を行っています。また、装
置が正常に働くように日々点検や管理も行い地域医療に密着し
た患者さま中心の医療を支援する役割を担っています。その為、
夜間・休日の救急医療に対応するために「24 時間 365 日」日当
直の体制を整備し X 線撮影、透視撮影、CT 検査、ＭRI 検査、血
管撮影など放射線検査の受け入れに対応しています。
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【

地域連携看護セミナー

】

今年度、地域連携看護セミナーを 3 回開催しました。毎回 60～70 名、地域のケアマネジャーの方々の参加がありま
した。

地域の皆様が安全にお過ごしいただけるよう、介護用品展示や、自宅でできる簡単体操など、院内でイベン
トを開催します。
お誘いあわせのうえお気軽にお立ち寄りください。
内容：11 月 22 日（火） 栄養相談 9:00～
講演：誤嚥について・誤嚥予防の食事のコツ講演
10:00
と 11:00 からの 30 分
慢性心不全看護認定看護師
坂井 和泉

「高齢心不全患者に必要な管理は？」をテーマに当院の心不全患者の概要、心
11 月 24 日（木） 9：00～12:00
介護用品展示
不全の治療・管理について講演がありました。
11 月 24 日（木） コツコツ運動して転倒予防
また、当院において昨年 10 月から開始した「心臓リハビリテーション」の効果について、
11:15~30 分
事例を挙げ説明がありました。
※軽い運動ができる服装でおいでください。
高齢心不全患者は今後も増加していくことが必至です。心不全は、増悪を繰り返す
11 月 25 日（金） 9：00～12：00 薬剤師による自宅での内服管理・薬剤相談
たびに心機能が低下し予後は不良となります。心不全増悪の誘因は予防可能なこと
も多いですが、高齢者では自己管理が困難な場合が少なくありません。そのため、病院から在宅への切れ目のない
11 月 21 日（月）～25 日（金） 在宅用薬剤管理用品等の展示
介護用品の紹介・展示
サポートが心不全の悪化を防ぎ、その人らしい生活へとつながります。
（11 月 23 日を除く）
ポスター展示（チーム医療活動の紹介）
がん化学療法看護認定看護師 本田 真由子
場所：いずれも燕労災病院の外来ホール
「外来・在宅におけるがん化学療法の副作用の支援」のテーマで講演がありました。
ポイントとして、1.治療内容を理解し、安全・確実に実施する
2.医療・在宅支援サポ
問い合わせ先：
燕労災病院 総務課☎０２５６・６４・５１１１
ート関係者でリスクマネジメントする 3.副作用の予防・対処は、患者のセルフケア能力
に働きかける 4.生活の調整方法を患者・家族と共に考えアドバイスする 5.治療の全
期間を通して、精神的サポートが必要であり、継続した看護を行う 6.家族にもケアの
目を向けることが必要です。

糖尿病看護認定看護師 本宮 みどり
「糖尿病治療薬と療養上の注意点」をテーマに、1.経口血糖降下療法について 2.
経口糖尿病薬の紹介と療養上の注意点について講演がありました。糖尿病治療の目
標は、健康な人と変わらない日常生活の質(QOL)の維持と寿命の確保、糖尿病最少
血管合併症(網膜症、腎症、神経障害)及び、動脈硬化性疾患(冠動脈疾患、脳血
管疾患、末梢動脈疾患)の発症、進展の阻止です。そのためには血糖、体重、血圧、
血清脂質の良好なコントロール状態の維持が大切です。
糖尿病の経口薬療法は、患者の病態や合併症、薬剤の作用特性などを考慮して選択、治療しています。薬剤の
種類は様々で、作用と副作用も様々であるためポイントを押さえた理解が必要です。
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【 H29 年度 医療安全推進週間

】

燕労災病院 医療安全推進週間行事のご案内
地域の皆様が安全にお過ごしいただけるよう、介護用品展示・介護相談や、AED 講習など、院内で
イベントを開催します。お誘いあわせのうえ、お気軽にお立ち寄りください。
テーマ：多職種の気持ちつなげて取り組む医療安全
期間：平成 29 年 11 月 19 日(日)～11 月 25 日(土)
内容：介護用品展示
お気軽に
① さくらメディカル(株)による展示
お立ち寄り
11 月 20 日(月) 9：00～12:00 介護用品展示
ください
② オアシスによる展示
11 月 20 日(月)～11 月 24 日(金) *23 日は除く
AED の使用方法について
11 月 21 日(火) 11：15～約 30 分
栄養相談・誤嚥の予防について
11 月 22 日(水) 9：00～12：00
薬剤師による自宅での内服管理・薬剤管理
11 月 24 日(金) 9：00～12：00
在宅用薬剤管理用品の展示
場所：燕労災病院外来ホール

【 ピンクリボン運動週間

】

【医療福祉相談室・患者ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ移転のお知らせ】

Ｈ29 年 10 月 23 日(月)から 27 日(金)までの期間、
ピンクリボンのイベントを行いました。

この度、医療福祉相談室・患者ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰが 10 月
26 日(木)より下記の場所に移動しました。お立ち寄りの

当院外来ホールにて

際には、1 番窓口にお気軽にお声かけ下さいます様、宜し

①乳がんセルフチェック、乳がん検査についてポスター展示

くお願い致します。

②触診モデルの展示
③乳がんについての相談・指導（外科外来）

尚、ご連絡が遅くなりご迷惑をおかけしました事を、心よ
りお詫び申し上げます。

④乳がん患者会（10 月 21 日）

医療福祉相談室

を行いました。

コーディネーター
川上 一美
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西口玄関

【編集部より】
新米のおいしい季節です。実りの秋、何を食べてもおいしいですね。今年はサンマ漁が不作とのこと。
やはり、人間もサンマも脂がのってイキイキしたいものですね。（ゆ）
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燕労災病院 外来診療科別担当医師表
平成２９年１１月１日現在
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