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（あんどゆー）
】…Ａｎｄｙｏｕ＝あなたと。東邦病院広報誌の名称です。当院設立日２月１１日の誕生花、
エンドウ（花言葉は信頼、未来のよろこび、必ず来る幸福）が命名の由来となっています。

あんどゆー ２０１４年 11 月号

- 病院理念 昨日を反省し 今日を考え 明日に備える
- 基本方針 1. 私達は、患者様の人権と意思を尊重し納得と同意に基づく患者様本位の医療を心がけます
2. 私達は、地域住民の皆様の健康維持増進に寄与し、安全で信頼を得る医療を実行します
3. 私達は、日々研鑽し働きがいのある職場をつくり良質で高度の医療を目指し努力します
4. 私達は、当院における診療機能を積極的に広報し、地域の医療機関、高齢者・福祉施設
との連携を推進致します
5. 私達は、院内情報を共有し、健全で安定した運営を継続するため努力します

当院では、患者様・地域住民の皆様など全ての方を対象に
病院見学を実施しております。お申し込みは随時受け付け
ておりますのでお気軽にお問い合わせください。

ＴＯＰＩＣＳ
●リレーフォーライフジャパンに参加しました

●来春開設予定 グリーンコート花時計
●がん化学療法認定看護師として 外来 星野

紀子

●あなたと地域通信 紅葉会
●あなたと健康豆知識 身近に潜む睡眠時無呼吸症候群
●ナース通信 東病棟３階
●あなたと栄養指導

３食の食事を大切にバランスよく食べましょう

●あなたと健康レシピ 青梗菜の豆チ炒め
●外来担当医師一覧表
夜組も元気に歩きました！

リレー・フォー・ライフジャパン 2014 に参加しました！
※ＲＦＬ公式サイトより抜粋

リレー・フォー・ライフ ( 以下ＲＦＬ) という言葉をご存知でしょうか？ＲＦＬはがん征圧を目指し、がん
患者様や家族、支援者らが夜通し交代で歩き、勇気と希望を分かち合うチャリティーイベントです。１９８５
年にアメリカ人外科医が「がんは２４時間眠らない」「がん患者は２４時間闘っている」というメッセージを
掲げ、がん患者の勇気をたたえ、支援するために走ったことがはじまりとされています。
現在は世界２０カ国、国内では４０カ所以上で開催され、世界中で毎年４００万人以上が参加しています。
群馬県では今年で２回目の開催となりますが、昨年に引き続き今年も当院の緩和ケア病棟スタッフを中心に
約１００名の職員が参加してきました。

24 時間完
歩

▲

１０月１１日の正午から１２日の正午まで、がん患者様、支援団体、
医療機関などそれぞれが、がんと闘っている方の命を祝福し、亡くなった
方を偲び、がんと闘っている方を勇気づけようと２４時間歩き続けました。
夜には追悼セレモニーが行われたほか、がんで亡くなった方々への追悼と、
がんと闘っている方々を応援するメッセージを託したキャンドル
【ルミナリエ】に光が灯され、リレーウォークの道を照らしました。
当院に緩和ケア病棟がオープンし半年が経過しました。今後も、
こうしたがんに関するイベントや講演会など積極的に参加・開催し、
がん患者様への理解や知識を深めていけたらと考えています。
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あなたの大切な地域で

自然に囲まれながら暮らしませんか

シニアグランドホーム

医療法人社団三思会
住居型有料老人ホーム

グリーンコート花時計

１３００坪を有する広大で緑豊かな環境のなかで“２４時間安心と安全”のケアを
「シニアグランドホームグリーンコート花時計」
では、
“小規模ケア”と
“介護と医療の連携”
を特色に、
入居者様の充実した生活をサポートします。
病状や認知症の状態により３棟５５床の入居スペ
ースにわかれ、それぞれに適したケアを提供します。
また、敷地内にクリニック【森の診療所】を併設。
内科医師による健康管理や、同法人の東邦病院とも
連携しているため緊急時も安心です。
施設には認知症ケア専門士を配置しており、認知
症の方も積極的に受け入れます。
また、月に１
・
２度認知症の方やそのご家族、地域
住民の方がお茶を飲みながら会話を楽しむ【認知症
カフェ】を開催します。
地域の高齢者の方、認知症の方、ご家族が気軽に
訪れることのできるホームです。

ご紹介

認定看護師の

敷地内の診療所と東邦病院によるバックアップ
併設の診療所医師による健康管理で、入居者様を心身両面から
サポート！同法人である東邦病院とも連携し緊急時も安心

介護職員の２４時間常駐と訪問看護ステーションとの連携
介護職員が常駐するほか認知症ケア専門士によるケアを提供。
同法人訪問看護ステーションが２４時間体制のケアを行ないます

入居者様に合わせた３棟の入居スペースと“認知症カフェ”
病状や認知症の状態によりそれぞれ適したケアを行なうため３棟の
入居スペースを設けています。また、認知症の方、ご家族が交流・
情報交換のできる【認知症カフェ】を併設。認知症の方を積極的に
受け入れます

入居のご相談・お問合せはコチラ

℡ 0277-76-6311
東邦病院内「グリーンコート花時計」準備室

スタッフ同時募集

【がん化学療法認定看護師】
日本人の死亡原因の第１位は【がん】であり、２人に１人ががん
に罹患すると言われています。がん対策基本法が施行され、法律で
がん対策も始まりました。がん化学療法は、根治を目的とするもの、
腫瘍の縮小・生存期間の延長や症状緩和・ＱＯＬ改善まで幅広く行われ
ています。抗がん剤の投与量や投与間隔も多岐にわたり、複雑です。
がん化学療法薬は一般の薬品と異なり、抗がん剤の効果と副作用の
曲線は隣接し、治療域が狭いため、効果が期待できる量を投与する →
( 隣のページへ続きます )
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紅葉会
私達は笠懸町鹿 (９区 ) に住み、平成１５年に八木節保存会【紅葉会】としてチームを
結成し、会員数１５名で週１回、区の公民館で練習しています。
町や区のお祭りはもちろんですけれど、養護学校や老人ホーム等、施設の慰問を中心に
活動しています。
平成２４年には徳島県で行われた第２７回国民文化祭に群馬県代表で参加して伝統ある
八木節踊りを披露してきました。
これからも伝統ある八木節を後世に伝えていきながら楽しく活動していきたいと思います。
紅葉会

として

外来

星野

会長

根岸

紀子

→

と必然的に副作用が生じます。
がん化学療法看護は、抗がん剤の安全な取り扱いと適切な投与管理
や副作用のマネジメントをはじめ、がん化学療法を受ける患者様やご
家族のセルフケア能力の向上を支援するケアです。認定看護師として、
がん化学療法を受ける患者様にとって確実に・安全に・安楽に、自分
らしい生活を送りながら、治療が継続できるようお手伝いできればと
思います。
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ケア中の写真

道子

あなたと健康豆知識

執筆 /ＭＥ科

小川

浩司

要治療患者が日本に 300 万人以上 !!!
に
身近
潜む

睡眠時無呼吸症候群

睡眠時無呼吸症候群 (Sleep Apnea syndrome；SAS)とは、
睡眠中に呼吸が止まる、または浅く弱くなり、それによって
さまざまな日常生活に障害を引き起こす疾患です。また、最近
では SAS が循環器疾患との深い関わりがあることが明らかに
なってきています。
SAS の病態には大きく分けて 2 タイプあります。一つ目は、呼吸運動はあるが、上気道 ( 空気
の通り道 ) が塞がる、または部分的に狭くなることで起こる閉塞性睡眠時無呼吸 (OSA)。二つ目は、
呼吸中枢の異常による中枢性睡眠時無呼吸 (CSA)。閉塞性の場合、肥満者は非肥満者の 3 倍以上の
リスクがあるとされています。中枢性の場合、慢性心不全などにより心機能が低下してくると発症
するリスクが高くなるといわれています。
どちらにしても、夜間に繰り返し起こる無呼吸により、血液中の酸素が低下したり、頻繁に中途
覚醒が発生し、身体に悪影響を及ぼすとともに、睡眠を妨げ、日中の眠気を増加させます。
家族などの同居者がいない場合、この病気の発見は非常に遅れます。特に自覚症状が弱い場合は誰
にも発見されないため、その状態が徐々に悪化して深刻な問題を引き起こしてしまいます。
例えば、自動車の運転中に強い眠気に襲われ、運転操作を誤って、事故を起こすといったケース
です。そしてこのような事故をきっかけに初めてこの病気に気付くといったことは少なくありません。
また、同居者がいても、この病気に関する情報を持っていなければ、単に｢いびきをかきやすい性質｣
としか認識されず、治療開始が遅れてしまうこともあります。

当院では、呼吸器外来を中心にこの疾患の検査 ( 終夜睡眠ポリソムノグラフィ検査
(PSG)) と内科的治療 (CPAP 療法等 ) 及び口腔外科的治療 ( マウスピース ) を行って
います。『もしかしたら？』と思ったら、一度お問合せください。

ナース通 信

元気いっぱいのナース達です！！

＊東病棟３階＊

こんにちは！朝晩冷えて秋も深まってきました。
さて、東病棟３階は、昨年７月に新棟がオープンした際に診療科が統合
され、整形外科・外科・眼科・口腔外科の外科系の病棟となりました。
手術や化学療法などの患者様を受け入れて、安全・安楽な入院生活を過
ごしていただけるよう看護を提供しています。そして、診療科の特徴を
考慮しながら、患者様が入院前の生活に少しでも近づけるように、多職
種と協力しながら看護援助に努めています。３５名のスタッフ一同、笑
顔を絶やさず、患者様の立場に立ち思いやり優しさのある看護を目指し
ていきます。
東病棟３階 科長代行 萩原 千春
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あなたと栄養指導

執筆 / 栄養科

長谷川

3 食の食事を大切に、
バランスよく食べましょう
毎食に、主食、主菜、副菜の 3 つのお皿そろえていますか？
単品では、全ての栄養素は摂れません。最低３つのお皿を意識的にそろえることで、
栄養バランスの偏りをなくすことにつながります。

主食

主菜

副食

ご飯・麺・パン

魚・肉・卵・大豆

野菜・海草・きのこ

ごはん・麺
だけだと…

魚・肉
だけだと…

野菜
だけだと…

体の血や肉は作れません!

体の調子は整いません !

お腹がすいて
仕事が捗りません！

食事バランスを意識して免疫力を向上させ、病気知らずの体を手にいれましょう！

あなたと
健康 レ シ ピ

として

A
Ｂ
●青梗菜 400ｇ ●豆チ大さじ１
刻みにんにく小１/２ 酒大さじ１
醤油大さじ２/３
●ベーコン２枚 ●サラダ油大さじ４ しょうが 小１/２
と必然的に副作用が生じます。
葱
大さじ２
こしょう少々
●しいたけ 4 枚
がん化学療法看護は、抗がん剤の安全な取り扱いと適切な投与管理
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＊青梗菜の豆チ炒め＊
外外
来来
星星
野野 紀紀
子子
赤唐辛子少々
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や副作用のマネジメントをはじめ、がん化学療法を受ける患者様やご
家族のセルフケア能力の向上を支援するケアです。認定看護師として、
？
①青梗菜は茎と葉とに分け、大きくざく切りにします。ベーコンは１ｃｍ幅に切る。
★豆チとは… などを
、麹
塩
がん化学療法を受ける患者様にとって確実に・安全に・安楽に、自分
②中華なべを熱し、油大さじ２と塩少々を入れ、青梗菜の茎、葉の順に入れ手早く炒め、 蒸した黒大豆に
のです。
も
た
せ
さ
混ぜ発酵
らしい生活を送りながら、治療が継続できるようお手伝いできればと
料
さ
用 れる調味
熱湯少々を加えてひと茹でし、ざるに取る。
中華料理で使
、加熱する
く
多
が
分
成
思います。
でうまみ
③鍋を強火で乾かし、油大さじ２を熱してＡを香りよく炒め、ベーコン、軸を切って
して
２つ割りにしたしいたけ、
豆チを加えて炒め、青梗菜をもどして混ぜ、
Ｂを加え味付けする。
－4－

、コクを出
と風味が強く
。
くれます

紀江

