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胃癌の化学療法
外科医長　舟木　洋

　2010年10月に胃癌治療ガイドライン（第3版）が発行され、化学療法に関しては、日本における臨床
試験を中心に根拠に基づいて治療法が明示されており、新たな治療法が推奨された場合は胃癌学会のホーム
ページ（http://www.jgca.jp/）に随時公開されています。
　胃癌の化学療法はその対象により、切除不能進行・再発に対する化学療法、術後補助化学療法、術前化学
療法に分かれ、標準治療としては切除不能進行・再発に対するS-1＋シスプラチン療法、術後補助化学療法
としてのS-1療法があり、また最近の分子標的治療薬の進歩によりHER2陽性進行再発胃癌の場合はトラス
ツズマブを含む化学療法が新たな標準治療となります。
　切除不能進行・再発胃癌に対する化学療法は、高い奏効率が得られるようになってきていますが、国内外
の臨床試験では全生存期間の中央値は約6～13カ月となっており、癌の進行に伴う臨床症状発現時期の遅
延および生存期間の延長が治療目標となります。S-1＋シスプラチン療法は、S-1内服による薬物動態が安
定した8日目にシスプラチンを点滴するレジメンとなっています。経口摂取ができない場合は5-FU注射剤
を用い、腹水貯留により大量補液ができない場合などでは5-FU系単独を用いることになります。高齢者で
は、SPIRITS試験のサブグループ解析によりS-1とS-1+シスプラチンで全生存期間に差がないことから有
害事象の低いS-1単剤も選択肢となります。2次治療はイリノテカンやタキサン系を使用しますが、病状に
応じて対応することが大切となります。
　ご不明な点があればいつでも外科外来に立ち寄っていただければ幸いです。（⌒_⌒）

日本における切除不能進行・再発胃癌に対する標準治療です。
SPIRITS 試験では中央値4サイクル（1-11）、相対用量強度93.3％が投与されました。
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心臓血管外科
診療のご案内

救急外来院内トリアージ救急外来院内トリアージ
　当院は左のポスターに示しましたように、救急外来
を受診する患者様に対して“院内トリアージ”を行っ
ています。これは、重症患者様が優先的に受診できる
仕組みです。例えば、「お腹が痛い」と受診された場合、
冷や汗がでている、血圧が下がっている時は緊急性が
高くなります。羽咋病院はもともと受診前の電話相談
の時点から看護師が対応しており、患者様の状態は把
握しやすい状況にありましたが、緊急性に対する基準
を設け、一層、患者様の状態に応じた対応に取り組ん
でいます。救急外来を受診した際には、診察順が前後
することがありますことをご了承ください。

外来看護師長　山中 由貴子

　平成24年3月13日に志賀町・羽咋市・宝達志水町の保健師、羽咋地域センター、当院の職員、在宅酸
素の担当者で、災害時に一人では避難することのできない要支援者の方々の援助方法について話し合いま
した。
　羽咋病院では透析患者さんの避難方法をパンフレットにして毎年説明･訓練を繰り返しています。在宅
酸素療法をなさっている方も帝人株式会社を通して把握されています。
　又、各市町には「要援護者台帳」が作成されており、台帳は各町会等に配備され、災害が起きたときに
情報伝達や避難誘導を円滑に行い、避難を最小限にするために活用します。寝たきりの方や障害のある方、
一人暮らしや高齢者のみの世帯の方など一人で避難できない方々は、調査員の来訪時などに「要援護者台
帳」に登載していただくことをお勧め致します。
　　　　　　　　　　　　　　　医療サービス推進室　尾崎 真裕美 要援護者台帳に登載を！

災害時要援護者の支援方法について

診療日：毎月第３火曜日
　　　　午後（予約制）
場　所：内科外来

心臓血管外科　森岡 浩一　
血液型・星座：O 型　おうし座
趣　味：スキー、自転車
一　言：心臓弁膜症や冠動脈バイパス

術、胸部大動脈疾患を中心に腕
をふるっています。心臓・血管
と名のつく病気の方はご相談下さいね。

専門医・認定医：
心臓外科専門医
外科専門医
ＩＣＤ（Infection Control Doctor）

経　歴：福井大学医学部第２外科
　（心臓血管外科、呼吸器外科、消化器外科）

　　　　天理よろず相談所病院（心臓血管外科）
　　　　大津赤十字病院（心臓血管外科）
　　　　金沢医科大学病院（心臓血管外科）

心臓血管外科
診療のご案内
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　地域に必要な安全で良質な医療を提供できるよう、病院には
いろいろな専門職がチーム医療に取り組んでいます。患者様・
ご家族を中心に各専門職が専門性を活かして医療を提供させて
いただきます。チーム医療を円滑に運用するには各職場の相互
理解が必要です。
　そこで、当院では、平成17年より入職後2年目の5月に「院
内他部署研修」を行っています。好きな部署での1日研修を2
日間、その職種のユニホームを着ての体験をしています。今年
度は23年度入職した9人が他部署を体験しました。体験を行っ
た職員はそれぞれ有意義な経験ができたようです。

　実施報告書の意見より
　「２部署を体験して、専門性の追求・提供と専門外からの助
けが重要であり、専門外からの高い“助け”が有用に行われる
べきであると感じた。助言でもいいがあえて“助け”としてあ
げたのは、実用性・実践性のある関わりが必要と感じたからで
す。」　　　　　　　　　　　　　　　　　（新卒２年目看護師）
　「自分がかかわっている仕事が病院という大きな組織の中の
小さな一部なのだということを実感した。また、部署ごとの仕
事の違いを知れたことで、違うからこそ自分自身の仕事を確実
に進めることが病院全体の活動をスムーズにしていくのだと感
じた。直接の医療活動に携わることはできないが、チーム医療
として事務職ができることは、そういうことだと思う。」

（事務職２年目）
　入職して２年目、まだ病院の隅々までは理解していない職員
が他部署での体験をすることは、人間関係も良くなりチーム医
療として自己の役割を再確認できると思います。羽咋病院の職
員として今後ますます活躍してくれると思っております。

総看護師長　嵐 公江

臨床検査技師→栄養科

病棟看護師→リハビリテーション科

理学療法士→医療サービス推進室
手術室看護師→臨床検査科

病棟看護師→薬剤科

血液浄化センター看護師→手術室

外来看護師→臨床検査科

事務職→リハビリテーション科

病棟看護師→栄養科

看護師　日
く さ か

下　和
か ず や

哉　
血液型・星座：A型　獅子座
趣味：自転車、映画鑑賞
　　　　（天気の良い日は自転車通勤しています）

　6月から職員として手術室で勤務させて頂いて
います。思いやりの心を大切に精一杯看護させて
頂きたいと思います。よろしくお願いします。

新採職員紹介

よろしくおねがいしますよろしくおねがいします

24年度院内他部署研修24年度院内他部署研修
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看護週間のイベントをおこないました。　看護週間のイベントをおこないました。　
　　5 月 12 日はフローレンスナイチンゲールの誕生日です。1990 年「看
護の心をみんなの心に」をスローガンとして掲げ、看護の日として制定され
ました。5 月 12 日を挟む約 1 週間が看護週間とされ、様々なイベントが各
地で開催されています。当院でも 5 月 9 日にふれあい看護イベントを行い
ました。今年のテーマは「自分を知って自分を大切にする」です。参加した

方には、体脂肪率や骨密度を測定した後、理学
療法士より骨を強くする体操の指導、栄養士よ
り栄養指導を受けて頂きました。また、AED
コーナーでは、実際に AED 操作、心臓マッサー
ジを体験して頂きました。毎年、地域の方々の
健康増進のためにこのようなイベントを行って

　「プチナースに変身～～！」と題して、保育園児を
招いてイベントを開催しました。
　このイベントは昨年も行いましたが、子供たちに
看護の仕事のすばらしさを伝えるためのものです。
小さな看護師になりきってもらおうと、古い白衣を
利用し、子供サイズにリフォームして着用してもらっ
たところ、大好評だったため、今年度も開催するこ
とになりました。
　今年も「うれしくて早
起きした。とっても楽し
みにしていた」「制服が

着られてうれしい。お仕事楽しかった」と言う声を聞き、準備は大変でしたが開催し
て良かった！と逆に元気をもらいました。
　また、患者様からも「園児から元気をもらった。かわいくて癒された。」と好評でした。
　今後も看護の魅力を発信するために、日々努力を重ねていきたいと思います。

血液浄化センター副看護師長　森本 ゆかり

　今年は 3 人の高校生が体験に来てくれました。
何を感じたでしょうか？

看護ふれあいイベント

プチナースに変身～～！

看護ふれあい体験

いますので、お気軽にご参加ください。　　　　　　４階病棟主任看護師　松田 真弓

　金環日食はご覧になりましたか？
　羽咋病院から見えた金環部分日食です。

撮影：内科医師 五十嵐 厚 05.21 07：11

金環日食金環日食
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　平成25年12月の完成を目指して、耐震増改築工事を
行っています。８月末までに、病院西側の増築棟が完成し、
９月から救急室と外来の５つの科（形成外科、外科、皮膚
科、泌尿器科及び眼科） が順次移転します。 
　また、９月から10月にかけて、既設病室の改修工事を
行い、病棟ごとに順次移転します。その後も病院内各所の
改修工事が予定されており、平成25年１月からは正面管
理棟の解体工事を行ってまいります。 
　皆さまには騒音等何かとご不便をお掛けしております
が、次の点にご注意、ご協力をお願いいたします。

①来院される方は、工事車両等にご注意ください。 
②これまでと同様、病院正面の駐車場をご利用ください。 
③９月から、救急室と外来の一部が病院西側の増築棟に

移転します。
総務課総括主幹　木村　秀樹

耐震増改築工事の
　今後の予定について

　公立羽咋病院 職員募集

２．採用予定年月日
　　　平成 25 年 4 月 1 日

３．試験の日時、場所及び合格発表
　　　第１次試験　日　　時：平成２4 年８月 26 日（日）午前９時～

　　　　　　　　　場　　所：羽咋市内（申込締切後、受験者宛に通知）

　　　　　　　　　合格発表：平成２4 年９月下旬の予定（受験者全員に郵送します）

４．受験手続
　　　申込書の請求　①公立羽咋病院ホームページよりダウンロードできます。

　　　　　　　　　　②窓口で直接受け取る場合

公立羽咋病院総務課において交付

　　　　　　　　　　③郵便で請求する場合

封筒の表に「職員採用試験請求」と朱書し、120 円切手を貼った返信先明記の返

信用封筒（角形２号、33 × 24cm 程度）を同封し、請求して下さい

５．受付期間
　　　平成 24 年７月９日（月）から平成 24 年７月 27 日（金）まで

　　　受付は午前８時 30 分から午後５時 15 分まで行います（第１・第３・第５土、日曜、祝日を除く）

　◆提出先・問い合せ先◆
　　　羽咋郡市広域圏事務組合公立羽咋病院　総務課　TEL　（0767）22 - 1220

　　　〒 925-8502　羽咋市的場町松崎 24 番地　　URL　http://www.hakuihp.jp/

１．募集職種、採用予定人数

職　　種 予定人数 受　　験　　資　　格

一般事務 １人
①昭和58年4月2日以降に生まれた方

　（平成25年4月1日現在30歳未満）

薬剤師

臨床検査技師
それぞれ２人

①昭和48年4月2日以降に生まれた方

　（平成25年4月1日現在40歳未満）

②資格を有する方又は、平成25年4月末までに取得見込みの方

理学療法士

臨床工学技士

言語聴覚士

それぞれ 1 人

看護師 10 人程度

ありがとうございます
♥なぎさ表紙題字・絵手紙
　　　　　　　辻口 敦子　様
♥写　　真　　羽咋写真協会の皆様
♥絵　　画　　羽咋美術協会の皆様
♥俳　　句　　宝達志水町若葦会
　　　　　　　　　岡部 和子　様 他
♥園児の絵　　余喜保育所
♥季節のお花　通院患者様
♥タ オ ル　　オオクラ美容室
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