吉島病院
患者

今号の
もくじ

さ んと 吉 島 病 院を結 ぶ

広 報 紙

2020 春号
Vol.77

情報紙

発行日：令和2年4月10日
発行所：吉島病院
発行人：広報委員会

感染防止対策について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.1

デジタルマンモグラフィ
（乳房X線診断）装置を

シリーズ「COPD（慢性閉塞性肺疾患）
と栄養の関係」①

導入しました！
！・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.3

「呼吸器疾患のCOPDになぜ栄養？」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.2

2020年度 呼吸息いき教室

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.3

当院で行っている検査 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・P.2

感染防止対策について
感染管理認定看護師

福原 美輪子

私の主な仕事は、患者さん・ご家族と職員を感染から守ることです。2019年に感染管理認定看護の
資格を取得し、院内の感染防止対策に取り組んでいます。
具体的には①院内の隅々までラウンドを行い、感染防止対策が上手く行えているかをチェックする

②手術後の患者さんや中

心静脈栄養の治療を受けている患者さん等が感染する事なく治療ができているかデータを元に管理する

③職員が正しく標準

予防策（スタンダードプリコーション）が行えているかを確認する、などを行っています。また、研修などの教育を行う事や職員が
困った時に相談にのる事も大切な仕事の一つです。
最も注意して過ごすのは冬のインフルエンザの季節です。インフルエンザが入院中の患者さんに発症し、職員も発症してしま
うと病院の機能は保てなくなり大変な事になります。
2019年〜2020年にかけて世界的なパンデミックを起こした新型コロナウイルス感染症が流行しています。毎日、報道されな
い日はなく、皆様もたくさんの知識をお持ちだと思います。当院にも、環境感染学会をはじめ医師会や厚労省、行政などから沢山
の情報を得て、刻々と内容が変化していくことに適応するのはとても大変な作業でした。
皆様において大切な事は、飛沫感染予防として咳や熱のある方が他の人に感染させないことです〈咳エチケット〉。マスクの使
用は正しく着用することで他者への飛散を防止するだけでなく、飛沫の吸入を抑えることができます。接触感染予防としては手
洗いを正しいタイミングで行うことまた、手洗いせずに目や口を触らない事です。そして情報に振りまわされず正しい知識を得る
事が大切になります。どうか、この広報誌を手にとって下さった方が元気にこの有事を乗り越えていますようにと祈っています。

飛沫感染

咳エチケット

接触感染

感染者の飛沫（くしゃみ、咳、つば な
ど）と一緒にウイルスが放出され、他
者がそのウイルスを口や鼻から吸い
込んで感染します。

感染症を他者に感染させな
いために、咳・くしゃみをす
る際 、マスクや ティッシュ・
ハンカチ、袖、肘の内側など
を 使って 、口 や 鼻 を お さ え
ることです。

感染者がくしゃみや咳を手で押さえた後、自
らの手で周りの物に触れると感染者のウイル
スが付きます。未感染者がその部分に接触す
ると感染者のウイルスが未感染者の手に付着
し、感染者に直接接触しなくても感染します。

※ 注 意すべき場 面 ： 屋 内 などで 、お 互 い の
距離が十分に確保できない状況で一定時
間を過ごすとき

患者さんの
権利と責任

※感染場所の例：電車やバスのつり革、
ドアノブ、エスカ
レーターの手すり、スイッチなど

1.
2.
3.
4.

個人の尊厳は尊重され、最善で平等な医療を受ける権利を有します。
治療に関する情報を知り、説明を受ける権利を有します。
治療に関する方法を、自己の意思で決定する権利を有します。
医療のどの段階においても、他の医師の意見（セカンドオピニオン）を求める
権利を有します。
5. 個人の情報（プライバシー）が、保護される権利を有します。
6. 医療関係者との信頼関係に基づき、医療への参加の責任を有します。
当院では、患者さんと医療者のパートナーシップを大切にしています。
患者さんと医療者がお互いに協調し、良好な関係を築いてゆきたいと考えています。

シリーズ「COPD（慢性閉塞性肺疾患）と栄養の関係」①

呼吸器疾患のCOPDになぜ栄養？
管理栄養士 NST専門療法士

野間 智美

COPDは決して珍しい病気ではなく、日本では40歳以上の人の8％以上、12人に1人はCOPDであることがわ
かっています。COPD患者さんは、
さまざまな理由で栄養障害が起きているため、やせ型が多いです。
COPDが進行し、肺の機能が悪くなると、スムーズに呼吸ができなくなってきます。呼吸に使う筋肉が落ちて、呼吸
時にたくさんのエネルギーを使うため、多くの食事量が必要になります。
しかし、食事量の低下や胃腸の働きの低下
によりうまく食事がとれず、やせていく傾向になります。
「やせ」ていると…呼吸器疾患の増悪（肺炎など）を来す頻度が高くなる、呼吸困難感が強くなるなど、生活の質が
低下してしまいます。
また、生命予後にも影響があることも報告されています。
このような悪循環に陥らないように、COPD患者さんはしっかりと食事をとること＝ 栄養 、そして体重を維持す
ることが、とても大切であると考えられてきています。栄養管理をすることで、薬物療法と運動療法（呼吸リハビリ
テーション）の治療効果を高めます。
定期的に体重を測り、体重減少が見られた場合は栄養障害が進行している可能性があります。次は、COPD患者
さんの体格と栄養状態、必要な栄養についてご紹介いたします。
当院では、管理栄養士による栄養食事相談を行っています。
ご興味のある方は、ぜひ主治医にご相談ください。

食欲が減る

COPD（慢性閉塞性肺疾患）
とは？
主に長期間の喫煙が原因で、肺に炎症が起こり、

やせる

動かなく
なる

筋力が
低下する

息が吐き出しにくくなる病気です。
肺の生活習慣病とも言われています。
早く見つけて治療することが大切な病気です。

息がきれる

当院で行っている検査
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検査名

目的とする疾患

注意事項

胃内視鏡検査

胃がん・食道がん等の上部消化管疾患

絶食が必要です

大腸内視鏡検査

大腸がん等の大腸疾患

前処置が必要です

超音波（エコー）検査

腹部・頸部・血管系の疾患

空きがあれば当日でも可能です

X線CT検査

肺がん・肺炎等の胸部疾患、頭部・腹部の疾患

空きがあれば当日でも可能です

MRI検査

脳梗塞等の頭部疾患、脊椎等の整形外科疾患

体内金属のある方は検査できない場合
があります

乳房X線（マンモグラフィ）検査

乳がん

検診に準じた対応となります
女性技師が対応します

要予約
要予約

デジタルマンモグラフィ（乳房X線診断）
装置を導入しました！
！
検診マンモグラフィ撮影認定 診療放射線技師

八山 綾香

2 0 1 9 年 1 2月に最 新 鋭の装 置 G E ヘ ルスケア製セノグラフプリス
ティーナを導入しました。
この装置は、患者さんができる限り快適な検査を受けられるように工
夫されています。
●少量のX線量のため、被ばくの低減が可能

乳がん

●質の高い画像で、小病変の描出に優れる

マンモグラフィ

GEヘルスケア製
セノグラフプリスティーナ

●スピーディーな画像表示により、短時間検査が可能

この検査は乳房を圧迫しながら薄く均一に広げることで、乳房内をより鮮明に見ることができます。
最近では女性の11人に1人が乳がんといわれています。好発年齢は40〜50歳ですが早期発見、早期治療を行う
ことで、他のがんに比べて治りやすいがんです。日常の自己検診にて乳房にしこりや変形がないかをチェックし、自
己検診だけでは発見できない微細な早期のがんをマンモグラフィなどによる定期的な検診で見つけることが治癒に
つながります。
吉島病院は『乳がん検診』実施医療機関です。クーポン券や受診券などの対策型検診や人間ドックなどの任意型
検診においても受診が可能です。希望の方は健康管理センターにて予約を承っております。
また各市町村の『がん検
診』の利用も可能ですのでご興味のある方はぜひお問い合わせください。
当院では女性技師が撮影をしていますのでマンモグラフィについて不明な点や不安なことがありましたら、お気軽
にお尋ねください。

2020年度
月

呼

日

内

5 月8 日

息

吸

い

容

＊栄養について 〜食事も治療のひとつ！〜
＊食べること、飲み込むこと

金曜日

き

教
担当

管理栄養士
摂食・嚥下障害看護認定
看護師

＊社会資源について
医療ソーシャルワーカー
＊アドバンスケアプランニングを考えよう
緩和ケア認定看護師
●個別相談コーナー（医師・栄養士・MSW）

6 月12 日
金曜日

7 月10 日

＊災害（台風・停電）に備えましょう

9 月11 日

＊体力チェック！

理学療法士

＊体力チェックの結果説明
＊リハビリ、運動の大切さ

理学療法士

金曜日
金曜日

10 月9 日
金曜日

11 月13 日

＊冬に起こりやすい呼吸器感染症
＊日常生活の工夫
●個別相談コーナー（薬剤師・理学療法士・医師）

12 月11 日

＊上手に痰を出そう、息苦しさの対処法
＊薬について

金曜日
金曜日

室

吉島病院

呼吸サポートチーム
場所
吉島病院 健康管理センター
２階 講義室
日時
第２金曜日 14：30〜15：30
※8月・1月・2月・3月はお休みです。

看護師

医師
看護師
理学療法士
薬剤師

興味のある方は、お気軽に
職員にお尋ねください。
みなさまのご参加を
お待ちしております！
なお、当院通院中でない
方には、参加費500円を
いただいております。
ご了承ください。
呼吸サポートチーム
一同

☆毎回講義の合間にリハ科による体操を行います☆
〜呼吸と心のリフレッシュをしましょう〜
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