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　平成26年10月1日付けで古河赤十字病院の副院長に着任いた

しました。どうぞよろしくお願い申し上げます。

　私は、自治医科大学さいたま医療センター、自治医科大学附

属病院に26年間勤務してきました。専門は循環器内科、特に

急性心筋梗塞や狭心症といった虚血性心疾患のカテーテル治療

です。治療経験は10,000件を超え、安全で合併症のない実績を

作ってきたと自負しております。

　急性心筋梗塞の治療は、病気になってからできるだけ早い時

間に閉塞した冠動脈をカテーテルからバルーン、ステントを

使って拡げることにより劇的に死亡率が下がり、治療成績が向

上しました。しかし、茨城県は全国の中でも心筋梗塞の治療成

績が下位に位置しています。これは急性期の緊急治療ができる

施設が少ないこと、カテーテル治療（冠動脈インターベンショ

ン）数が人口に対して非常に少ないことが原因です。特に県西

地区はその空白地帯のひとつです。

　古河赤十字病院でも、これまで血管撮影装置が無く、冠動脈インターベンションができませんでし

た。急性心筋梗塞の急性期治療ができなかったわけです。今回、血管撮影装置を新設することになり冠

動脈をはじめとした血管内治療を始めることができます。心臓以外にも頸動脈、脳動脈瘤、大動脈、末

梢動脈、腹部血管や臓器などの全身の血管内治療も可能になります。血管内治療は内視鏡手術とともに

患者様にやさしい低侵襲治療の双璧をなすものです。このような血管内治療をみなさまに提供して参り

たいと考えています。

勝木副院長、就任のご挨拶
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【略歴】

　　日本医科大学医学部　卒業

　　自治医科大学大学院　卒業

　　自治医科大学さいたま医療センター　講師

　　自治医科大学循環器内科　准教授

【その他】

　　日本内科学会認定内科医

　　日本循環器学会専門医

　　日本心血管インターベンション治療学会専門医
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　感染管理認定看護師は、患者様はもとより、ご

家族、職員、病院へ訪問される方々を感染から守

る看護師です。そのため、患者様を院内感染によ

る身体的・精神的苦痛から守り、職員が安全に働

けるよう、病院環境を整えることを第一に、組織

横断的に活動しています。特に結核・麻疹、イン

フルエンザや多剤耐性菌、ノロウイルス等院内感

染が発生しないように常に注意し、外来・入院患

者情報から適切な対策を現場で実践できるよう支

援しています。

　近隣の医療関連施設や保健所などの行政とも連

携して感染症の予防はもとより、早期発見と適切

な対応をすることで、地域の皆様を感染症から守

る責務を担っています。感染症で心配なことやお

困りのことがありましたら、気軽に声を掛けて下

さい。

《認定看護師の定義》

日本看護協会認定看護師認定審査に合格し、ある

特定の看護分野において、熟練し看護技術と知識

を有することを認められた者をいい、次の各号に

役割を果たす事により、看護ケアの広がりと質の

向上を図ることに貢献する。

①特定の看護分野において、個人、家族及び集団

　に対して、熟練した看護技術を用いて水準の高

　い看護を実践する。　　（実践）

②特定の看護分野において、看護実践を通して看

　護者に対し指導を行う。（指導）

③特定の看護分野において、看護職者に対しコン

　サルテーションを行う。（相談）

　厚生労働省は2005年より「認知症サポーター
キャラバン」事業をスタートさせました。それに
より「認知症サポーター」を全国で養成し、全国
が認知症になっても安心して暮らせる街になるこ
とを目指しています。
 
　「認知症サポーター」は、認知症について正し
く理解し、認知症の人や家族を温かく見守り、支
援する応援者です。認知症サポーターには、地域
住民や学生など様々な方がおり、すでに全国に
５００万人を超える認知症サポーターがいます。
（平成２６年６月末現在）

　認知症疾患医療センターのある古河赤十字病院
は、この活動に賛同し、現在院内には篠田院長を
はじめ看護師・技師・事務スタッフ等200名を超
える認知症サポーターが日々の業務にあたってい
ます。

　認知症サポーターには、その目印として「オレ
ンジ・リング」が渡されるのですが、当院では同
じく認知症サポーターの目印であるロバのピン
バッチを身に着けて日々の業務にあたっていま
す。
ご来院の際にはちょっと目をとめてみてくださ
い。たくさんの「認知症サポーター」に会うこと
ができるはずです。

　古河赤十字病院は、認知症の方にもっと優しい
病院に。
認知症に関してのご相談は、随時、「認知症疾患
医療センター」でお受けしています。
お気軽にご利用下さい。

☎ 0280 ー 23 ー 7121（直通）

古河赤十字病院には、たくさんの「認知症サポーター」がいます！

認定看護師
高田（左）
小林（右）

「認定看護師」シリーズ①　～感染管理認定看護師～

ロバのピンバッジ

襟元で光る、

認定看護師の

ピンバッジ
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次　医師最先端検査結果を
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古河赤十字病院勤務２０年
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　当科の布陣は、常勤医師２名と非常勤医師２名です。

　常勤医の篠田は院長として多忙のかたわら、外来を週に２コマ担当し、手術でも

全分野にわたり現役バリバリ、頼もしい指導者です。

　常勤医の山田はクモ膜下出血が専門、また認知症部門の責任者でもあるので、水

頭症や硬膜下血腫など“治る認知症”を見逃すまいと頑張っています。

　非常勤医の橋本医師（国際医療福祉大学教授）は脳腫瘍が専門です。放射線治療

が必要な脳腫瘍の患者さんなどは、同大学病院で迅速に対応して頂いています。

　非常勤医の檜垣医師（自治医科大学助教）は脳神経外科専門医を取得したばかり

の気鋭で、血管内治療が専門です。折りしも当院に最新の血管撮影装置が装備され

ましたので、当院でも最新の血管内治療がまもなく始められると思います。

このように当院の脳外科は人材豊富で、守備範囲の広さを自負しています。どうぞ

よろしくお願い致します。

脳神経外科医師のご紹介
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お薬が出たら確認しましょう　〜薬剤部より〜

　今回薬剤部からは患者様ご自身にも確認してい

ただきたい処方せんの記載内容についてお伝えし

ます。

　特に確認が必要な項目を次にあげてみました。

 

□記載された氏名は合っていますか？

□必要な薬が処方されていますか？

□次の予約日まで薬が処方されていますか？

□必要以上の日数分の薬が処方されていませんか？

エネルギー　300Kcal　 脂質　　　　   20g
塩分　　　　0.6g　　 たんぱく質　　12g

　左記の確認により薬が足りない、余ってしまう

といった問題を防ぐことができます。

　また、処方せんには有効期限があり、発行日を

含めて４日間のみ有効となります（日曜日・祝日

も含みます！）。

この期限を過ぎてしまうと

処方せんとしての効力を失

ってしまうため早めに保険

薬局に提出するようお願い

します。

減塩レシピ・さんまのカレー風味マリネ

【材料】４人前
・さんま　　　　（中）２尾（一人前 80g）
・茄子　　　　　（中）１ケ
・玉葱　　　　　１００g
・人参　　　　　４０g
・ベビーリーフ　１袋
・塩、コショウ　少々
・カレー粉　　　小匙１/４
・片栗粉　　　　大匙１

《ドレッシング》　
・グレープシードオイル　大匙８（80g）
・レモン汁　　　　　　　大匙３（45cc）
・ワインビネガー　　　　大匙３（45cc）
・柿（すりおろす）　 　　80g
・塩　　　　　　　　　　小匙 1/3（２g）
・黒コショウ　　　　　　２枚
・ベーリーフ　　　　　　２枚

【作り方】
①人参を千切り、玉葱を薄切りにし水にさら
　す
②なすは縦に４等分に切り水にさらす
③ベビーリーフはあらって水気を切る
④ドレッシングを作る
⑤人参玉葱の水気を切りドレッシング　　　
　（1/2 量）で和える
⑥茄子の水気を切る
⑦カレー粉と片栗粉を混ぜ合わせる。
⑧さんまを３枚におろし 1/3 に切り、軽く
　塩コショウをする。
⑨さんまに⑦をまぶし、（袋に粉を入れ良く
　混ぜその中に魚を入れ袋をゆする）茄子と
　共にオーブントースターで焼く
⑩サンマが焼きあがったら皿に移しドレッシ
　ング（1/4 量）をなじませる。
⑪盛り付け皿の中央に茄子を置きその上にさ
　んまをのせ、その上に⑤を盛り付ける。
　ベビーリーフを飾り残りのドレッシングを
　かける。
 
※秋刀魚以外に鮭・鰯は同様の調理法がお勧
め。
　生食用の白身魚・たこ・スモークサーモン
をドレッシングを使い、マリネを試してみて
はいかがでしょうか。
　ドレッシングに使用した柿以外にもグレー
プフルーツや夏ミカンなどでも爽やかな味が
楽しめます。

栄養課長
おぶちゃんの…
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平成26年11月・12月当番日

11月7日・11月14日・11月21日・11月28日

12月5日・12月12日・12月19日・12月26日

　当院の救急外来は、入院を必要とするような重症の患者様や緊急の処置や対応が必要とされる患者様

を受け入れることを基本としております。しかし、緊急性の低い患者様が多数受診しているため、本来

の目的である重症の患者様へ迅速な対応に支障をきたしております。

　つきましては、医師の診断の結果、二次救急に該当しないと判断した場合、診察代とは別に時間外選

定療養費として 2,500 円をやむを得ずお支払いただくことといたしました。

　何卒、皆様のご理解をお願い申し上げます。時間外選定療養費：2,500 円（税込）

職　員　募　集

小児科救急診療のお知らせ

薬剤師  ( 新卒常勤 )

看護師  ( 新卒常勤 )

　〃　    ( 非常勤 )

看護助手 ( 非常勤 )

■紹介状を持参した場合、選定療養費2,500円（平成26年2月1日時点）の請求はありません。

紹介・逆紹介を推進しています

　古河赤十字病院では第2次救急医療機関、災害

拠点病院等の指定を受け、急性期医療を中心と

し、連携機能を果たすべき役割が国の方針でも求

められています。

　専門性の高い医療などを必要とする患者様を、

お一人でも多く治療させていただくために、当院

受診をご希望の方は、診療所（かかりつけ医）に

相談され、紹介状をお持ちになって受診して頂き

ますようお願い致します。

　また、症状が安定されている患者様には連携機

能を果たすため、紹介元の診療所やご自宅の最寄

りの診療所（かかりつけ医）等に紹介させて頂く

ことになります。

時間外選定療養費のお知らせ（平成26年6月1日より）

資格取得紹介

副院長　本間　寿美子

看護師　山中　玲　子

当院へのご寄附（金一封）
ありがとうございました

＝お問い合わせ＝
古河赤十字病院　人事担当

☎　0280ー23ー7112（平日 9：00 〜 16：00）

＝詳細＝
古河赤十字病院、または、

古河市ホームページをご覧下さい。

平成26年度 茨城県救急医療功労知事表彰

緩和ケア認定看護師

苅田　幸子
青木　孝次　様　　　秦　　明　様

作業療法士 ( 新卒常勤 )

　　〃　　  ( 非常勤 )

理学療法士 ( 新卒常勤 )

　　〃　　 （ 非常勤 ）

あなたの笑顔を

お待ちしています診療時間：18：00〜23：00

※　お薬手帳をお持ちの方はご持参下さい　※
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