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Q1.

Q3.

回生病院のいいところを教えてください。

食べることが好きなことと、
医療職への憧れから食で健康を支える病

病院全体の雰囲気が良く働きやすいところだと思います。
勉強熱心な
スタッフが多く、
各分野のスペシャリストがいるので困った事は職種を超

間に余裕ができ、さらには看護師、薬剤

言われる今、
自分に合った食の選択は難しくもありますが非常に大切

えて相談しやすい環境です。

医療の現場から

三重県民となりました。1981年（昭和56

学療法チームのメンバーと従来よりも密

年）三重大学医学部を卒業し、済生会松

にコミュニケーションとることができるよ

阪総合病院などの医療機関にも勤務しま

うになりました。チーム医療は大変重要

したが医師人生の多くを大学病院で過ご

で、例えば、抗がん剤を投与する場合の

しました。大学勤務時代は、主にがんの

計画書であるレジメン。各抗がん剤の特

免疫療法の研究、骨髄移植の臨床、遺伝

性に合わせて薬を溶かしたり希釈したり

子改変T細胞療法などの研究に死力を注

する溶液の組成や量、投与速度などが決

ぎ、シアトルのフレッド・ハッチンソンが

められ、時系列でレジメンが作られます。

ん研究センターに留学した際には実際に

レジメンを作成する目的は複数あります

骨髄移植の現場を学びました。当時は血

が、最も重要な点はヒューマンエラーによ

で治療ができるよう心がけています。患

液内科を専門とし研究に没頭していた

る医療事故を防ぐことです。化学療法を

者さんにはそれぞれ希望があります。その

ちょうど2000年頃、固形腫瘍の乳がんに

計画する医師が自由にレジメンを作成す

声を傾聴し、希望を踏まえた上で適切な

抗がん剤治療が有用であることがわか

ることはできず、使用する抗がん剤の科

治療方法を丁寧に説明することが大切だ

り、固形がんの治療にシフトしていったん

学的妥当性などを複数の職種によるチー

と考えています。患者さんの中には治療

ですね。2006年、回生病院で週に１回の

ムで審査し、合格したレジメンのみが実

方法で悩まれる方、また、これは自分の運

非常勤医師として外来化学療法をスター

際に運用されています。これだけでもチー

命だからと治療自体を拒まれる方もおら

トさせ15年あまりが経過しました。そして

ムの連携が大切であることがお分かりい

れます。それはそれで否定はできません。

2020年４月、常勤となり化学療法セン

ただけると思います。

それも1つの希望ですからね。そんな時

チーム医療の充実

なぜこの職種をめざしたのですか？

院の管理栄養士に興味を持ったのがきっかけです。飽食の時代とも

師、医療連携ソーシャルワーカーなど化

ます。

糖尿病
療養指導士

常勤になった事で、患者さんと接する時

生まれは静岡県浜松です。小学生の頃、

ター長として改めてお世話になっており

Haruka Okochi

資格/認定：糖尿病療養指導士

当院はがん診療連携推進病院として、当院の役割のひとつである外来化学療法を
充実させるべく、日々取り組んでいます。この度32年間という長きにわたり大学
病院でさまざまな研究を行ってこられた影山愼一先生が、昨年の4月より化学療法
センター長として常勤となられました。今号は影山先生をご紹介します。

ごあいさつ

頑張っ
て
ます!

回生病院.c m

化 学 療 法セ ン タ ー 長
あいさつ
ご

Families

このコーナーでは毎号当院の
コメディカルを紹介してまいります。

患者さんに伝えたいこと

化学療法センター長
影山 愼一（かげやま しんいち）
◆出身大学／三重大学
◆専門領域／腫瘍内科、乳癌等の化学療法
◆資格認定等／日本内科学会認定内科医・総
合内科専門医、日本がん治療医認定医機
構がん、治療認定医、日本血液学会専門
医・指導医、日本医師会認定産業医、日本
内科学会東海支部評議員、日本血液学会
評議員、日本がん免疫学会評議員、三重大
学医学部客員教授、リサーチ

は、メリット、デメリットをお話させていた
だき、ご自身で秤にかけていただきます。

QOLを損なうことなく社会生活とがん治

医学的には生存率を伸ばし、病気がおさ

療を両立させるため、入院しなくても通院

まっている時期を延ばすこと。これには多
くのエビデンス（科学的根拠）があります
のでデータとして提供させていただきま
す。その上で、最良な方法を納得してい
ただければと思っています。私が患者さ
んと接する時は、
「もし自分の家族が同じ
病気だったら」と考えます。遠慮なく、ご
自身のご希望を率直にお伝えください。
経済的なこと、身体的なこと、家庭の事
情、色々あろうかと思います。その状況に
合わせて、どんな治療が良いのかは一緒
に考えていきましょう。

なことだと思います。食べることは生きることよく耳にする言葉ですが
毎日の食事を楽しんで頂けるよう精一杯尽力させていただく所存です。

Q2.

この認定を取得するのに苦労したことなど

自身の専門領域以外にも看護、
薬物療法、
運動療法等の問題も出
題されるため幅広い知識を習得する必要があることです。専門領域の
知識を深められたこと、
資格取得で得た糖尿病療養に関しての知識
は糖尿病教室や栄養指導において大いに活用出来ています。

Q4.

趣味や好きな事は
何ですか？

外食や旅行
（特に温泉とビーチリゾー
ト）
が好きで
すが、
今年はコロナ禍でなかなか思うように叶わ
ず…。
全国のグルメやスイーツを自宅でいただく
お取り寄せ 、
居酒屋メニューを自宅で再現する
おうち居酒屋が新たな楽しみとなりました。

理学療法士

頑張っ
て
ます!

間島 展華 Nobuka Majima

糖尿病
療養指導士

資格/認定：糖尿病療養指導士

Q1.

なぜこの職種をめざしたのですか？

Q3.

回生病院のいいところを教えてください。

テレビで義足義手の特集を見た際、
理学療法士、
義肢装具士の職種を 一言で表すとアッ
トホームで働きやすい病院です。子育て中の急な休
知りました。以前より医療系の仕事に興味を持っており、
理学療法士をし みが必要な時にも嫌な顔せずスタッフがフォローしてくれる素敵な職場
ていた母の知人に話を聞き、
調べました。
この職種は患者様の機能向上を だと思っています。
一緒に喜び合える仕事であると知り志しました。今では日々色々な人と出
会い、
話が出来、
良い刺激がもらえています。

Q2.

この認定を取得するのに苦労したことなど

Q4.

趣味や好きな事は、
何ですか？

好きなことは家族旅行で、
温泉やテーマパーク
に行くことです。
中でもディズニーリゾートは大好

しかし今は新型コ
資格を取得したのは10年以上前ですが、
薬の名前、
効能を覚えることが苦 きで年に1回は行っていました。
トレスを溜め
手でしたが、
無事合格出来ました。毎年学会参加し単位取得することが大 ロナの影響で旅行に行けなくなりス
家で子供達と手芸やパンお菓子
変ですが、
特に子供が幼かった時、
県外での学会が多かったこともあり日 ていましたが、
おうち時間も楽しめるように
帰り参加出来る学会探しに苦労しました。
この資格には5年ごとの更新が 作りなど行なうことで、
必要であり県内でも10名程度と少なく今後も更新継続したいと思います。 なってきました。
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腎臓病教室のお知らせ
「食事と運動こそすべ て の養生の基

本」で あるということを楽しく学べる
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新任医師を紹介します

ご家族の方や他院に通院中の方、腎臓病ではなくても関心のある方ならどな

たでも参加していただけます。この機会に腎臓病について学びませんか？

糖尿病教室のお知らせ
「糖尿病と上手く付き合うため に楽し
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す。この機会に一緒に糖尿病について学びませんか？

栄養管理課：059-375- l 329 参加費：無料（食事療法に役立つサンプル付き）
※やむを得す教室が中止になる場合があることをこ了承下さい。
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2022 年度入職の看護師（新人・経験入職者）の

募集を行っています！
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の方、糖尿病ではない方でも関心のある方ならどなたでも参加していただけま

感染対策や人数制限を行いながら、病院見学やインターンシップを開催しており
ます。実際にイキイキ元気に働く 看護師の姿を見に来てください。詳しくは、看

ヽ

護部ホ ー ムペ ー ジをご覧いただき、お申し込み（お問い合わせもOK)ください。
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新型コロナワクチン接種
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三重県の進める医療従事者向け優先接種が、当院の

職員を対象に3月8日より実施されました。まだまだ、
新型コロナウイルス感染症が心配される中、加藤院長

も「ワクチン接種が 行うことによりコロナ感染と戦う
武器が 一 つ増えた」と述べられていました。

入院患者さんとの面会禁止のお願い
新型コロナウイルス感染症に対する感染防止対策として当面の
間、 入院患者さんとの面会を禁止しています。
洗濯物等に関しましては、 病棟入口にて病棟職員にお渡しいた
だきますようお願いします。
今後の情勢によって面会規制については更に変更となる可能性

脳卒中市民講座のお知らせ

ヽ

もありますので、 詳しくは病院ホ ー ムペ ー ジをご覧ください。
皆様のご理解とご協力をお願いします。

脳卒中専門医が脳卒中に関する話題をわかりやすく講演いたします。どなた
でも参加自由となっていますので、是非ご参加ください。

E望四「脳卒中対策の基本
四

一

健康寿命を伸ばそう

一

こ、来院の皆さんへ

」
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生命への奉仕
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来院時にはマスクの着用をお願いします。診察時は医師や看護

⑤ノ

地域の基幹病院として医療と健康の増進に貢献します
個人の導厳を守ります
チ ー ム医療を推進し安全で高度な医療を提供します
将来を担う有能な医療従事者の育成に努めます
地域と連携し災害時救援活動を行います
働きやすく健全な病院運営に努めます

師の指示があるまでは、 マスクを外さないでください。
今回は「化学療法センタ ー 長紹介」を中心にお送りいたしま
した。皆さんから本誌へのご意見・ご感想・ご要望等がござい
ましたら、広報委員会までお寄せください。
鈴鹿回生病院 広報委員会
〒513-8 50 5三重県鈴鹿市国府町112番地の1

TEL059-375-l 2l 211111mail:info@kaiseihp.com

皆様のご理解ご協力をお願いします。

