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１４．医学部付属病院

医学部付属病院について

（　１ ）沿　革　　昭和４５年　４�月　杏林大学医学部を開設。

　　　　　　　　昭和４５年　８�月　医学部付属病院を設置。

　　　　　　　　昭和５４年１０月　救命救急センターを設置。

　　　　　　　　平成　５�年　５�月　旧救命救急センターを処分し，新たに救命救急センター棟を開設。

　　　　　　　　平成　６�年　４�月　特定機能病院の承認を受けた。

　　　　　　　　平成　６�年１２月　救命救急センターが厚生省から高度救命救急センターに認定された。

　　　　　　　　　　　　　　　総合周産期母子医療センター開設。

　　　　　　　　平成１１年　１�月　新たに外来棟を開設。

　　　　　　　　平成１２年１２月　新　１�病棟を開設。

　　　　　　　　平成１３年　１�月　新たに放射線治療・核医学棟を開設。

　　　　　　　　平成１６年　３�月　日本医療機能評価機構の認定を受けた。

（　２ ）特　徴　　昭和４５年　８�月に設置した杏林大学医学部付属病院は，東京西部地区三多摩の大学病院とし

て高度な医療のセンター的役割を果たしており，平成　６�年　４�月に厚生省から特定機能病院

として承認された。また一次・二次・三次救急医療を有機的にカバーする高度救命救急セ

ンターをもち，都下はもちろんのこと首都圏一円の住民によりよい医療サービスを提供し

ている。平成　７�年１１月よりエイズ診療の中核となるエイズ診療協力病院（拠点病院）とし

て指定を受け，また平成　９�年１０月　１�日から総合周産期センターをオープンし，総合的かつ

高度の医療の提供を行っている。平成１１年　１�月より新外来棟を建設，臓器別外来としてオ

ープンし，総合外来，アイセンター，外来手術室などを新設した。同時にオーダリングシ

ステムの導入で業務の効率化と，一層の患者サービスの向上を計った。平成１３年　１�月に新

放射線治療・核医学棟が開設され，ガンマカメラの増設，リニアックの更新により高度医

療に対する機器の充実が図られた。平成１５年１２月に日本医療機能評価機構の評価を受審し，

平成１６年　３�月に同機構の定める基準を認定された。さらに，病院機能の充実が図られた。

病床数区　分

病　床
１，１３０床一　般
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（　３ ）平成１５年度　主な申請許可事項等（診療報酬）

内容申請者許　可　事　項　等提　出　先

届出理事長総合周産期特定集中治療室管理料東京社会保険事務局

届出理事長手術東京社会保険事務局

届出理事長特定集中治療室管理料東京社会保険事務局

届出理事長言語聴覚療法（Ⅰ）東京社会保険事務局

届出理事長
埋込型除細動器移植術及び
埋込型除細動器交換術

東京社会保険事務局

届出理事長薬剤管理指導料東京社会保険事務局

（　４ ）平成１５年度　主な申請許可事項等（用途変更等）

内容申請者許　可　事　項　等提　出　先

改修工事理事長
病院開設許可事項一部変更使用許可申請
（第　２�病棟地下　１�階用途変更，他）

東京都健康局
（三鷹武蔵野保健所経由）

増築工事
改修工事

理事長
病院開設許可事項一部変更許可申請
病院開設許可事項一部変更使用許可申請
（第　２�病棟Ｄ棟増築，他）

東京都健康局
（三鷹武蔵野保健所経由）

美容外科の
追加

理事長
病院開設許可事項一部変更届
（標榜科の追加）

東京都健康局
（三鷹武蔵野保健所経由）

改修工事理事長
病院開設許可事項一部変更許可申請
病院開設許可事項一部変更使用許可申請
（第　２�病棟　６�階Ａ棟〔２６２１号室〕）

東京都健康局
（三鷹武蔵野保健所経由）

届出理事長病床種別の届出東京都健康局
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（　５ ）特定機能病院紹介率

平成１５年度

　９�月　８�月　７�月　６�月　５�月
１５年
　４�月

４３．４％４１．０％４３．５％４２．２％４０．５％４５．２％
＜特定機能病院紹介率＞
紹介率（医療法上）

３９．８％３７．４％４０．７％３９．７％３８．２％４２．３％紹介率（診療報酬上）

４６，４１７４４，８３１４９，１６１４６，３１０４５，８４５４５，８９１
＜外来患者数＞
外来患者延べ数
（救急除く）� （単位　人）

２，９１９２，９４１３，０５９３，０２３３，２０１２，８４５
救急外来患者数
（単位　人）

４９，３３６４７，７７２５２，２２０４９，３３３４９，０４６４８，７３６
外来患者数合計
（救急含む）� （単位　人）

２４，５５１２５，０３２２５，９０７２４，９１１２５，３３４２４，６６６
＜入院患者数＞
入院患者延べ数� （単位　人）

１８．０％１．９％１６．１％１４．０％２３．９％１１．１％
＜死亡退院患者剖検率＞
剖検率（精率）

合　計　３�月　２�月
１６年
　１�月

１２月１１月１０月

４３．２％
（平均）

４６．７％４３．０％４１．９％４２．１％４２．２％４７．１％
＜特定機能病院紹介率＞
紹介率（医療法上）

４０．５％
（平均）

４３．０％４１．３％３９．５％４０．０％３９．５％４４．６％紹介率（診療報酬上）

５５６，３９４５０，６３３４３，６０９４４，９３０４６，８０６４２，２９６４９，６６５
＜外来患者数＞
外来患者延べ数
（救急除く）� （単位　人）

３６，２５０２，８４８２，９０５３，５６３３，４１４２，８９２２，６４０
救急外来患者数
（単位　人）

５９２，６４４５３，４８１４６，５１４４８，４９３５０，２２０４５，１８８５２，３０５
外来患者数合計
（救急含む）� （単位　人）

２９７，９６６２５，７６３２４，１１５２３，６５５２４，１３８２４，４０２２５，４９２
＜入院患者数＞
入院患者延べ数�（単位　人）

１５．１％１９．６％１７．６％１３．０％１４．８％１２．３％２１．１％
＜死亡退院患者剖検率＞
剖検率（精率）
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平成１５年度　各科別外来総計表

　８�月　７�月　６�月　５�月　４�月
（２４日）（２４日）（２３日）（２３日）（２３日）

一日平均患者数一日平均患者数一日平均患者数一日平均患者数一日平均患者数

２０．０４６０２０．９４８１２１．７４９８２２．２５１０１９．４４４５新来
第 一 内 科 １９６．１４，５１０２２５．９５，１９６２０７．８４，７７９２０９．７４，８２３２０４．１４，６９５再来

２１６．１４，９７０２４６．８５，６７７２２９．４５，２７７２３１．９５，３３３２２３．５５，１４０計
３．０６８２．４５４３．４７８２．４５４３．０６９新来

第 二 内 科 １６２．０３，７２５１９１．７４，４０８１７７．０４，０７２１８１．１４，１６５１８１．７４，１７９再来
１６４．９３，７９３１９４．０４，４６２１８０．４４，１５０１８３．４４，２１９１８４．７４，２４８計
２．７６４３．４８１２．８６５３．４７７２．９６７新来

第 三 内 科 １７１．７４，１２１１８８．７４，５２８１９０．７４，３８６１８３．１４，２１２１９１．７４，４０８再来
１７４．４４，１８５１９２．０４，６０９１９３．５４，４５１１８６．５４，２８９１９４．６４，４７５計
０．９２２２．３５６０．１３０．３７０．１２新来

高 齢 医 学 ３６．８８８４４１．３９９１３９．５９０９４２．７９８３４０．３９２６再来
３７．８９０６４３．６１，０４７３９．７９１２４３．０９９０４０．４９２８計
１３．７３２８１７．３４１５１７．８４１０１４．２３２６１３．９３２０新来

小 児 科 ８２．５１，９８０９４．１２，２５９９１．８２，１１１９０．８２，０８８８９．１２，０５０再来
９６．２２，３０８１１１．４２，６７４１０９．６２，５２１１０５．０２，４１４１０３．０２，３７０計
１４．３３４３１１．７２８０１１．７２７０１２．４２８４１０．１２３３新来

皮 膚 科 １５３．４３，６８２１４８．１３，５５４１５０．４３，４５９１４４．４３，３２１１３９．８３，２１５再来
１６７．７４，０２５１５９．８３，８３４１６２．１３，７２９１５６．７３，６０５１４９．９３，４４８計
４．３１０２３．９９３４．８１１１５．２１２０４．４１０２新来

第 一 外 科 ４７．０１，１２７５２．８１，２６６４８．９１，１２４５４．３１，２４９５０．４１，１５９再来
５１．２１，２２９５６．６１，３５９５３．７１，２３５５９．５１，３６９５４．８１，２６１計
１．２２９１．４３４１．４３３１．５３５１．４３１新来

第 二 外 科 ４６．８１，１２２５７．５１，３８１５０．４１，１５９５１．６１，１８６４８．６１，１１８再来
４８．０１，１５１５９．０１，４１５５１．８１，１９２５３．１１，２２１５０．０１，１４９計
０．５１１０．６１５０．５１１０．６１４０．３６新来

心臓血管外科 ２０．４４８９２２．４５３８２４．３５５８２４．６５６６２６．２６０２再来
２０．８５００２３．０５５３２４．７５６９２５．２５８０２６．４６０８計
６．３１５１７．０１６９６．８１５６９．１２０９７．０１６２新来

形 成 外 科 ４４．１１，０５９４７．０１，１２８４５．０１，０３６４５．５１，０４６４４．６１，０２６再来
５０．４１，２１０５４．０１，２９７５１．８１，１９２５４．６１，２５５５１．７１，１８８計
５．４１２９５．４１３０６．６１５１５．７１３０８．３１９０新来

脳神経外科 ４１．５９９５４７．４１，１３８４７．１１，０８４４６．７１，０７３４８．２１，１０８再来
４６．８１，１２４５２．８１，２６８５３．７１，２３５５２．３１，２０３５６．４１，２９８計
１６．７４０１１６．１３８７１８．７４３０１７．７４０８１６．０３６９新来

整 形 外 科 １３５．２３，２４４１４３．７３，４４９１４５．８３，３５３１４０．４３，２２９１４２．２３，２７０再来
１５１．９３，６４５１５９．８３，８３６１６４．５３，７８３１５８．１３，６３７１５８．２３，６３９計
４．９１１７４．３１０３５．５１２６５．６１２８５．８１３４新来

泌 尿 器 科 １０６．６２，５５８１１８．７２，８４９１１６．８２，６８７１１８．５２，７２６１０９．５２，５１８再来
１１１．５２，６７５１２３．０２，９５２１２２．３２，８１３１２４．１２，８５４１１５．３２，６５２計
２０．０４８０１９．４４６５２０．７４７６２１．４４９１１８．７４２９新来

眼 科 ２１０．４５，０５０２１７．４５，２１８２１９．７５，０５４２１４．３４，９２８２３６．２５，４３２再来
２３０．４５，５３０２３６．８５，６８３２４０．４５，５３０２３５．６５，４１９２５４．８５，８６１計
１３．３３１９１４．３３４４１２．９２９６１６．０３６８１４．０３２２新来

耳鼻咽喉科 ７３．５１，７６５７４．８１，７９６７７．７１，７８８８０．９１，８６０７９．３１，８２４再来
８６．８２，０８４８９．２２，１４０９０．６２，０８４９６．９２，２２８９３．３２，１４６計
６．０１４３５．５１３２７．１１６４７．５１７３６．４１４６新来

産 婦 人 科 １２９．８３，１１５１４４．６３，４７１１４６．４３，３６８１３９．０３，１９８１３３．９３，０８０再来
１３５．８３，２５８１５０．１３，６０３１５３．６３，５３２１４６．６３，３７１１４０．３３，２２６計

００００．０１０新来
放 射 線 科 ２２．２５３２２６．１６２６２０．９４８１２２．３５１３２４．８５７１再来

２２．２５３２２６．１６２６２０．９４８１２２．４５１４２４．８５７１計
００．１３０．２４０．１３０．１３新来

麻 酔 科 １１．３２７０１４．１３３９１３．３３０６１２．２２８１１３．０３００再来
１１．３２７０１４．３３４２１３．５３１０１２．４２８４１３．２３０３計

０００００新来
透析センター １１．４２７３１２．１２９０１１．８２７２１２．７２９１１３．２３０３再来

１１．４２７３１２．１２９０１１．８２７２１２．７２９１１３．２３０３計
０．８１９０．９２１１．１２５１．２２７１．０２２新来

小 児 外 科 １２．６３０３１３．７３２８１３．９３２０１１．０２５３１２．２２８１再来
１３．４３２２１４．５３４９１５．０３４５１２．２２８０１３．２３０３計
２．５５９３．０７２３．４７７２．８６４２．５５８新来

精神神経科 ７６．９１，８４５８５．５２，０５３７７．９１，７９１８２．２１，８９０８０．５１，８５１再来
７９．３１，９０４８８．５２，１２５８１．２１，８６８８５．０１，９５４８３．０１，９０９計

０００００新来

救急医学科 １．１２６１．１２７０．９２１０．８１９０．９２１再来
１．１２６１．１２７０．９２１０．８１９０．９２１計
３．２７６３．４８２３．１７２３．７８４２．４５４新来

総合診療科 ４６．３１，１１２５２．１１，２５０４７．２１，０８５４５．３１，０４２４５．６１，０４８再来
４９．５１，１８８５５．５１，３３２５０．３１，１５７４９．０１，１２６４７．９１，１０２計

０００００新来

リ ハ 科 ２７．７６６４３０．０７２０２９．３６７４２５．７５９１２５．５５８７再来
２７．７６６４３０．０７２０２９．３６７４２５．７５９１２５．５５８７計
１３８．４３，３２１１４２．４３，４１７１５０．３３，４５６１５２．７３，５１３１３７．６３，１６４新来

総 合 計 １，８５２．１４４，４５１２，０３３．５４８，８０３１，９９４．６４５，８７７１，９７９．７４５，５３３１，９８１．４４５，５７２再来
１，９９０．５４７，７７２２，１７５．８５２，２２０２，１４４．９４９，３３３２，１３２．４４９，０４６２，１１９．０４８，７３６計



―　　―１６６

１４．　医学部付属病院

平成１５年度　各科別外来総計表（続き）

平成１６年　１�月１２月１１月１０月　９�月
（２３日）（２４日）（２２日）（２６日）（２２日）

一日平均患者数一日平均患者数一日平均患者数一日平均患者数一日平均患者数

２８．７６５９２１．８５２２２０．８４５８１８．１４１７１８．７４３１新来
第 一 内 科 ２１３．３４，９０５２００．８４，８１９１９５．９４，３１０２１５．２４，９４９２１６．９４，９８８再来

２４１．９５，５６４２２２．５５，３４１２１６．７４，７６８２３３．３５，３６６２３５．６５，４１９計
３．１７１２．４５７２．３５０２．２５０２．２５１新来

第 二 内 科 １７４．４４，０１０１６７．０４，００７１６３．４３，５９５１８９．５４，３５９１６９．８３，９０６再来
１７７．４４，０８１１６９．３４，０６４１６５．７３，６４５１９１．７４，４０９１７２．０３，９５７計
２．７６３３．３８０２．５５４２．７７１３．２７０新来

第 三 内 科 １９３．７４，４５４１９２．７４，６２４１８４．４４，０５７１８８．２４，８９３１９７．４４，３４２再来
１９６．４４，５１７１９６．０４，７０４１８６．９４，１１１１９０．９４，９６４２００．６４，４１２計
０．３７０．５１１０．５１１０．６１５０．６１３新来

高 齢 医 学 ３９．８９１５４１．１９８７３８．２８４１４０．９１，０６３４４．５９７８再来
４０．１９２２４１．６９９８３８．７８５２４１．５１，０７８４５．１９９１計
１９．４４４６１８．６４４６１４．０３０８１０．１２６２１２．８２８２新来

小 児 科 ９５．７２，２０１１０３．５２，４８３８４．８１，８６６７９．８２，０７５８７．１１，９１６再来
１１５．１２，６４７１２２．０２，９２９９８．８２，１７４８９．９２，３３７９９．９２，１９８計
１０．２２３４８．７２０８９．５２０８８．７２２５１４．６３２０新来

皮 膚 科 １４３．０３，２８８１４４．２３，４６１１３８．８３，０５４１３９．７３，６３１１６２．９３，５８３再来
１５３．１３，５２２１５２．９３，６６９１４８．３３，２６２１４８．３３，８５６１７７．４３，９０３計
４．１９５４．７１１２４．０８７４．４１１３５．０１１０新来

第 一 外 科 ５２．０１，１９６５２．０１，２４７５０．４１，１０９５０．８１，３２１５５．０１，２０９再来
５６．１１，２９１５６．６１，３５９５４．４１，１９６５５．２１，４３４６０．０１，３１９計
１．５３４２．３５６２．３５０２．２５８２．６５６新来

第 二 外 科 ５７．２１，３１６５７．８１，３８８５８．３１，２８３６１．７１，６０３６０．４１，３２８再来
５８．７１，３５０６０．２１，４４４６０．６１，３３３６３．９１，６６１６２．９１，３８４計
０．６１３０．２４０．６１４０．４１１０．５１０新来

心臓血管外科 ２２．１５０８２３．５５６５２２．１４８５２４．６６３９２５．２５５５再来
２２．７５２１２３．７５６９２２．７４９９２５．０６５０２５．７５６５計
６．３１４５６．０１４５５．９１３０５．４１４０７．８１７１新来

形 成 外 科 ４５．７１，０５１４７．０１，１２９４８．２１，０６１４８．２１，２５２４９．８１，０９５再来
５２．０１，１９６５３．１１，２７４５４．１１，１９１５３．５１，３９２５７．６１，２６６計
４．７１０８４．６１１１５．７１２６６．０１５６５．４１１９新来

脳神経外科 ４５．９１，０５６４６．９１，１２５４４．７９８３４１．０１，０６５５１．５１，１３３再来
５０．６１，１６４５１．５１，２３６５０．４１，１０９４７．０１，２２１５６．９１，２５２計
１５．０３４５１４．５３４７１９．３４２５１４．９３８７２０．９４６０新来

整 形 外 科 １４１．７３，２６０１３８．３３，３１９１４２．４３，１３２１３７．６３，５７８１５２．３３，３５０再来
１５６．７３，６０５１５２．８３，６６６１６１．７３，５５７１５２．５３，９６５１７３．２３，８１０計
４．８１１１４．１９８４．７１０４４．０１０４７．２１５８新来

泌 尿 器 科 １０８．９２，５０４１１１．１２，６６７１０４．０２，２８７１０５．９２，７５３１１２．１２，４６５再来
１１３．７２，６１５１１５．２２，７６５１０８．７２，３９１１０９．９２，８５７１１９．２２，６２３計
１７．８４１０１７．２４１２１９．７４３３１５．５４０４１９．４４２６新来

眼 科 ２１７．３４，９９７２１６．５５，１９６２１５．６４，７４２２１４．５５，５７８２３１．０５，０８１再来
２３５．１５，４０７２３３．７５，６０８２３５．２５，１７５２３０．１５，９８２２５０．３５，５０７計
１１．７２７０１３．３３２０１３．３２９２１２．５３２６１１．５２５２新来

耳鼻咽喉科 ７７．７１，７８６８０．５１，９３１８１．２１，７８６７２．８１，８９２８３．９１，８４６再来
８９．４２，０５６９３．８２，２５１９４．５２，０７８８５．３２，２１８９５．４２，０９８計
５．６１２８６．１１４６５．２１１４５．７１４９６．７１４８新来

産 婦 人 科 １２６．６２，９１１１３０．７３，１３６１３５．９２，９８９１２７．５３，３１６１４８．９３，２７６再来
１３２．１３，０３９１３６．８３，２８２１４１．１３，１０３１３３．３３，４６５１５５．６３，４２４計

００００．０１０新来
放 射 線 科 ２０．７４７５１９．１４５８２２．０４８３２１．５５５９２６．５５８２再来

２０．７４７５１９．１４５８２２．０４８３２１．５５６０２６．５５８２計
００．０１０．２４０．０１０．２４新来

麻 酔 科 １２．６２９０１３．３３１８１２．８２８２１２．７３２９１３．１２８８再来
１２．６２９０１３．３３１９１３．０２８６１２．７３３０１３．３２９２計

０００００新来
透析センター １１．８３０７１３．９３３４１３．４２９５１１．３２９４１２．３２７０再来

１１．８３０７１３．９３３４１３．４２９５１１．３２９４１２．３２７０計
０．９２１０．８２０１．０２１０．５１４１．０２２新来

小 児 外 科 １２．４２８４１１．３２７２１１．０２４１１１．９３０８１１．８２５９再来
１３．３３０５１２．２２９２１１．９２６２１２．４３２２１２．８２８１計
２．３５２２．３５５２．７５９２．６６８２．１４６新来

精神神経科 ７６．２１，７５２７４．４１，７８６７６．１１，６７３７０．２１，８２５８３．４１，８３４再来
７８．４１，８０４７６．７１，８４１７８．７１，７３２７２．８１，８９３８５．５１，８８０計
０．０１００００．１１新来

救急医学科 １．０２４０．７１７１．１２５１．０２５１．６３４再来
１．１２５０．７１７１．１２５１．０２５１．６３５計
３．６８２３．３８０２．８６２３．４８９３．１６７新来

総合診療科 ４８．３１，１１１５０．８１，２１９４７．６１，０４８４７．６１，２３８５１．９１，１４２再来
５１．９１，１９３５４．１１，２９９５０．５１，１１０５１．０１，３２７５５．０１，２０９計

０００００新来

リ ハ 科 ２６．０５９７２０．９５０１２５．１５５１２６．９６９９３０．０６５９再来
２６．０５９７２０．９５０１２５．１５５１２６．９６９９３０．０６５９計
１４３．３３，２９５１３４．６３，２３１１３６．８３，０１０１１７．７３，０６１１４５．３３，２１７新来

総 合 計 １，９６５．１４５，１９８１，９５７．９４６，９８９１，９１７．２４２，１７８１，８９４．０４９，２４４２，０７８．７４６，１１９再来
２，１０８．４４８，４９３２，０９２．５５０，２２０２，０５４．０４５，１８８２，０１１．７５２，３０５２，２２４．０４９，３３６計



―　　―１６７

平成１５年度　各科別外来総計表（続き）

平成１５年度　３�月　２�月
（２８３日）（２６日）（２３日）

一日平均患者数一日平均患者数一日平均患者数

２０．７５，８５６１７．５４５６２２．６５１９新来
第 一 内 科 ２０３．８５７，６８１２０３．０５，２７９１９２．５４，４２８再来

２２４．５６３，５３７２２０．６５，７３５２１５．１４，９４７計
２．５７１５２．５６４２．１４９新来

第 二 内 科 １７０．５４８，２４８１５９．０４，１３３１６０．４３，６８９再来
１７３．０４８，９６３１６１．４４，１９７１６２．５３，７３８計
２．９８０８２．３６０２．４５６新来

第 三 内 科 １８８．０５３，２１１１８６．７４，８５３１８８．４４，３３３再来
１９０．９５４，０１９１８９．０４，９１３１９０．８４，３８９計
０．６１７１０．４１００．６１４新来

高 齢 医 学 ４０．３１１，３９２３８．４９９９３９．８９１６再来
４０．９１１，５６３３８．８１，００９４０．４９３０計
１５．１４，２８０１２．５３２５１７．９４１２新来

小 児 科 ８９．８２５，４２２９３．４２，４２７８５．５１，９６６再来
１０５．０２９，７０２１０５．９２，７５２１０３．４２，３７８計
１０．７３，０１６８．２２１２８．７１９９新来

皮 膚 科 １４５．６４１，２０３１４１．１３，６６９１４２．９３，２８６再来
１５６．３４４，２１９１４９．３３，８８１１５１．５３，４８５計
４．４１，２４１４．３１１１３．７８５新来

第 一 外 科 ５１．３１４，５１８５３．５１，３９２４８．７１，１１９再来
５５．７１５，７５９５７．８１，５０３５２．４１，２０４計
１．８５０１１．６４１１．９４４新来

第 二 外 科 ５５．０１５，５５０５３．３１，３８６５５．７１，２８０再来
５６．７１６，０５１５４．９１，４２７５７．６１，３２４計
０．５１３００．３７０．６１４新来

心臓血管外科 ２３．５６，６５６２５．６６６５２１．１４８６再来
２４．０６，７８６２５．９６７２２１．７５００計
６．７１，８９１６．２１６１６．６１５２新来

形 成 外 科 ４７．２１３，３５０５３．９１，４０２４６．３１，０６５再来
５３．９１５，２４１６０．１１，５６３５２．９１，２１７計
５．６１，５９５５．２１３４４．８１１１新来

脳神経外科 ４５．１１２，７７３４１．７１，０８５４０．４９２８再来
５０．８１４，３６８４６．９１，２１９４５．２１，０３９計
１６．５４，６６２１３．４３４８１５．４３５５新来

整 形 外 科 １４１．６４０，０７６１４４．５３，７５８１３６．３３，１３４再来
１５８．１４４，７３８１５７．９４，１０６１５１．７３，４８９計
５．１１，４２８４．９１２７５．１１１８新来

泌 尿 器 科 １１０．５３１，２６７１０９．１２，８３６１０５．１２，４１７再来
１１５．５３２，６９５１１４．０２，９６３１１０．２２，５３５計
１８．７５，２８０１６．７４３４１８．３４２０新来

眼 科 ２１８．８６１，９１４２１４．０５，５６４２２０．６５，０７４再来
２３７．４６７，１９４２３０．７５，９９８２３８．９５，４９４計
１３．４３，７７８１４．７３８１１２．５２８８新来

耳鼻咽喉科 ７８．６２２，２４０８４．２２，１８８７７．３１，７７８再来
９１．９２６，０１８９８．８２，５６９８９．８２，０６６計
６．１１，７２６５．４１４０６．２１４３新来

産 婦 人 科 １３３．９３７，８８０１２４．８３，２４４１２０．７２，７７６再来
１４０．０３９，６０６１３０．２３，３８４１２６．９２，９１９計
０．０２００新来

放 射 線 科 ２２．６６，３９４２１．０５４６２４．７５６８再来
２２．６６，３９６２１．０５４６２４．７５６８計
０．１２５０．１２０新来

麻 酔 科 １３．１３，６９９１４．５３７８１３．８３１８再来
１３．２３，７２４１４．６３８０１３．８３１８計

０００新来
透析センター １２．４３，５１８１１．５３１０１１．６２７９再来

１２．４３，５１８１１．５３１０１１．６２７９計
０．９２５００．８２１０．７１７新来

小 児 外 科 １２．２３，４５１１３．４３４７１１．１２５５再来
１３．１３，７０１１４．２３６８１１．８２７２計
２．５７０４２．０５１１．９４３新来

精神神経科 ７７．９２２，０３１７８．０２，０２８７４．０１，７０３再来
８０．３２２，７３５８０．０２，０７９７５．９１，７４６計
０．０２００新来

救急医学科 １．０２８７１．２３１０．７１７再来
１．０２８９１．２３１０．７１７計
３．２９００３．０７８３．２７４新来

総合診療科 ４７．６１３，４６６４４．９１，１６６４３．７１，００５再来
５０．８１４，３６６４７．９１，２４４４６．９１，０７９計

０００新来

リ ハ 科 ２６．４７，４５６２４．３６３２２５．３５８１再来
２６．４７，４５６２４．３６３２２５．３５８１計
１３７．７３８，９６１１２１．７３，１６３１３５．４３，１１３新来

総 合 計 １，９５６．５５５３，６８３１，９３５．３５０，３１８１，８８７．０４３，４０１再来
２，０９４．２５９２，６４４２，０５７．０５３，４８１２，０２２．４４６，５１４計



―　　―１６８

１４．　医学部付属病院

　８�月　７�月　６�月　５�月　４�月

（２４日）（２４日）（２３日）（２３日）（２３日）

一日平均患者数一日平均患者数一日平均患者数一日平均患者数一日平均患者数

１７８．０４，２７１２０７．４４，９７８１９９．８４，５９５２００．０４，６００１９５．１４，４８８第 一 内 科

１５８．０３，７９３１８５．９４，４６２１８０．４４，１５０１８３．４４，２１９１８４．７４，２４８第 二 内 科

１７４．４４，１８５１９２．０４，６０９１９３．５４，４５１１８６．４８４，２８９１９４．６４，４７５第 三 内 科

３７．８９０６４３．６１，０４７３９．７９１２４３．０９９０４０．４９２８高 齢 医 学

７５．８１，８２０８４．５２，０２８８２．２１，８９１７８．４１，８０３７７．３１，７７８小 児 科

１５５．６３，７３５１５０．５３，６１２１５３．４３，５２７１４７．３３，３８７１４２．４３，２７５皮 膚 科

４５．８１，０９８５１．６１，２３９４７．５１，０９３５３．３１，２２５４９．７１，１４３第 一 外 科

４８．０１，１５１５９．０１，４１５５１．８１，１９２５３．１１，２２１５０．０１，１４９第 二 外 科

２０．６４９５２２．９５５０２４．６５６６２４．７５６７２６．３６０５心臓血管外科

４６．０１，１０３４８．５１，１６５４７．７１，０９６４８．７１，１２０４６．９１，０７９形 成 外 科

４１．９１，００５４８．０１，１５２４８．３１，１１１４７．５１，０９２４８．５１，１１６脳神経外科

１３９．１３，３３８１４８．０３，５５１１５０．６３，４６３１４４．９３，３３２１４６．８３，３７７整 形 外 科

１０６．６２，５５９１１８．９２，８５３１１７．３２，６９８１１８．７２，７２９１１０．７２，５４６泌 尿 器 科

２１５．７５，１７６２２２．２５，３３３２２４．４５，１６０２１８．７５，０２９２４１．１５，５４６眼 科

７７．４１，８５８７９．１１，８９９８２．０１，８８５８５．１１，９５８８３．２１，９１３耳鼻咽喉科

１３２．９３，１９０１４６．６３，５１８１４９．５３，４３９１４２．８３，２８４１３８．１３，１７６産 婦 人 科

２２．２５３２２６．１６２６２０．９４８１２２．４５１４２４．８５７１放 射 線 科

１１．３２７０１４．３３４２１３．５３１０１２．４２８４１３．２３０３麻 酔 科

１１．４２７３１２．１２９０１１．８２７２１２．７２９１１３．２３０３透析センター

１３．３３１８１４．３３４２１４．６３３６１１．９２７４１３．１３０１小 児 外 科

７８．２１，８７７８６．３２，０７１７９．６１，８３０８２．７１，９０１８０．９１，８６１精神神経科

１．１２６１．１２７０．９２１０．８１９０．９２１救急医学科

４９．５１，１８８５５．５１，３３２５０．３１，１５７４９．０１，１２６４７．９１，１０２総合診療科

２７．７６６４３０．０７２０２９．３６７４２５．７５９１２５．５５８７リ ハ 科

１，８６８．０４４，８３１２，０４８．４４９，１６１２，０１３．５４６，３１０１，９９３．３４５，８４５１，９９５．３４５，８９１総 合 計

平成１５年度　各科別外来患者総計表



１６９―　　―

平成１６年　１�月１２月１１月１０月　９�月

（２３日）（２４日）（２２日）（２６日）（２２日）

一日平均患者数一日平均患者数一日平均患者数一日平均患者数一日平均患者数

１９５．４４，４９３１８６．９４，４８５１８５．６４，０８３１８２．４４，７４３２１５．１４，７３２第 一 内 科

１７７．４４，０８１１６９．３４，０６４１６５．７３，６４５１６９．６４，４０９１７９．９３，９５７第 二 内 科

１９６．４４，５１７１９６．０４，７０４１８６．９４，１１１１９０．９４，９６４２００．６４，４１２第 三 内 科

４０．１９２２４１．６９９８３８．７８５２４１．５１，０７８４５．１９９１高 齢 医 学

７８．８１，８１３８７．３２，０９４７２．０１，５８３７０．０１，８１９７７．２１，６９９小 児 科

１４４．５３，３２３１４５．８３，４９８１４０．６３，０９４１４１．５３，６７９１６５．５３，６４０皮 膚 科

４９．４１，１３５５０．３１，２０８４９．０１，０７８５０．５１，３１４５３．０１，１６６第 一 外 科

５８．７１，３５０６０．２１，４４４６０．６１，３３３６３．９１，６６１６２．９１，３８４第 二 外 科

２２．５５１７２３．４５６１２２．４４９２２４．９６４６２５．６５６３心臓血管外科

４７．３１，０８８４７．９１，１４９４９．３１，０８５４９．８１，２９４５１．６１，１３６形 成 外 科

４５．５１，０４７４６．３１，１１０４４．９９８８４２．３１，０９９５１．９１，１４１脳神経外科

１４３．８３，３０７１３８．８３，３３２１４５．８３，２０７１４１．４３，６７６１５７．９３，４７４整 形 外 科

１０９．２２，５１２１１０．９２，６６１１０４．９２，３０７１０７．０２，７８１１１３．０２，４８５泌 尿 器 科

２２０．９５，０８１２２０．１５，２８２２１９．９４，８３８２１９．７５，７１１２３６．８５，２１０眼 科

８０．０１，８４０８３．０１，９９３８４．２１，８５２７６．０１，９７７８７．０１，９１４耳鼻咽喉科

１２８．６２，９５７１３３．５３，２０５１３８．６３，０４８１３１．１３，４０８１５２．１３，３４７産 婦 人 科

２０．７４７５１９．１４５８２２．０４８３２１．５５６０２６．５５８２放 射 線 科

１２．６２９０１３．３３１９１３．０２８６１２．７３３０１３．３２９２麻 酔 科

１１．８３０７１３．９３３４１３．４２９５１１．３２９４１２．３２７０透析センター

１２．８２９４１２．０２８８１１．４２５０１２．２３１８１２．５２７４小 児 外 科

７６．８１，７６６７５．１１，８０２７７．３１，７００７１．３１，８５３８３．９１，８４５精神神経科

１．１２５０．７１７１．１２５１．０２５１．６３５救急医学科

５１．９１，１９３５４．１１，２９９５０．５１，１１０５１．０１，３２７５５．０１，２０９総合診療科

２６．０５９７２０．９５０１２５．１５５１２６．９６９９３０．０６５９リ ハ 科

１，９５３．５４４，９３０１，９５０．３４６，８０６１，９２２．６４２，２９６１，９１０．２４９，６６５２，１０９．９４６，４１７総 合 計

平成１５年度　各科別外来患者総計表（続き）



―　　―１７０

１４．　医学部付属病院

平成１５年度　３�月　２�月

（２８３日）（２６日）（２３日）

一日平均患者数一日平均患者数一日平均患者数

１９３．３５４，７１４１９５．４５，０８１１８１．１４，１６５第 一 内 科

１７３．０４８，９６３１６１．４４，１９７１６２．５３，７３８第 二 内 科

１９０．９５４，０１９１８９．０４，９１３１９０．８４，３８９第 三 内 科

４０．９１１，５６３３８．８１，００９４０．４９３０高 齢 医 学

７８．２２２，１３６８２．６２，１４７７２．２１，６６１小 児 科

１４７．９４１，８４５１４３．９３，７４０１４５．０３，３３５皮 膚 科

５０．０１４，１５７５２．７１，３７０４７．３１，０８８第 一 外 科

５６．７１６，０５１５４．９１，４２７５７．６１，３２４第 二 外 科

２３．８６，７２４２５．７６６８２１．５４９４心臓血管外科

４９．０１３，８７６５５．９１，４５４４８．１１，１０７形 成 外 科

４５．６１２，９０４４２．４１，１０１４１．０９４２脳神経外科

１４５．４４１，１４２１４７．８３，８４２１４１．０３，２４３整 形 外 科

１１１．１３１，４３７１０９．９２，８５７１０６．５２，４４９泌 尿 器 科

２２３．６６３，２７２２１９．０５，６９３２２６．７５，２１３眼 科

８２．０２３，２０９８７．３２，２７０８０．４１，８５０耳鼻咽喉科

１３７．０３８，７５７１２８．０３，３２８１２４．２２，８５７産 婦 人 科

２２．６６，３９６２１．０５４６２４．７５６８放 射 線 科

１３．２３，７２４１４．６３８０１３．８３１８麻 酔 科

１２．２３，５１８１１．５３１０１１．６２７９透析センター

１２．８３，６１７１３．８３５９１１．４２６３小 児 外 科

７８．７２２，２５９７８．２２，０３４７４．７１，７１９精神神経科

１．０２８９１．２３１０．７１７救急医学科

５０．８１４，３６６４７．９１，２４４４６．９１，０７９総合診療科

２６．４７，４５６２４．３６３２２５．３５８１リ ハ 科

１，９６６．１５５６，３９４１，９４７．４５０，６３３１，８９６．０４３，６０９総 合 計

平成１５年度　各科別外来患者総計表（続き）



―　　―１７１

　８�月　７�月　６�月　５�月　４�月

（３１日）（３１日）（３０日）（３１日）（３０日）

一日平均患者数一日平均患者数一日平均患者数一日平均患者数一日平均患者数

１１０．７３，４３０１０６．２３，２９２１０２．９３，０８６１０１．３３，１４０１１１．０３，３２９第 一 内 科

８８．５２，７４４８９．０２，７５８７７．６２，３２７７２．７２，２５５８９．９２，６９８第 二 内 科

８１．７２，５３４９２．６２，８７０９９．０２，９７１９４．４２，９２５９２．８２，７８３第 三 内 科

２１．５６６５２２．７７０２２３．３６９８２７．６８５５２０．０５９９小 児 科

１７．６５４４１６．３５０４１７．９５３７２０．７６４０１７．８５３３皮 膚 科

３４．５１，０６８３７．５１，１６３３０．８９２３３６．７１，１３８３９．４１，１８２高 齢 医 学

８１．８２，５３５８０．８２，５０６７９．２２，３７６７２．３２，２４２８１．６２，４４９第 一 外 科

４２．５１，３１８４４．４１，３７７４５．１１，３５４４５．９１，４２２５０．７１，５２２第 二 外 科

２０．８６４４２０．８６４４２２．７６８０２６．７８２９２４．９７４８心臓血管外科

１５．８４７４１６．１４８３１２．９３８６１３．４４０３９．０２７０形 成 外 科

８．６２６５１０．３３１８１０．８３２４１０．２３１７１２．２３６５小 児 外 科

４７．４１，４６８４９．８１，５４５４９．９１，４９６４９．０１，５１８４４．４１，３３３脳 外 科

５０．５１，５６４５０．０１，５５０６０．９１，８２６６３．１１，９５６５５．３１，６５９整 形 外 科

２７．５８５２２７．９８６５３３．６１，００７３０．９９５８２３．０６９０泌 尿 器 科

２２．９７１１２７．７８６０２６．０７８０２９．４９１２２６．０７７９眼 科

２０．５６３６２０．４６３１２１．０６３１１４．７４５５１８．６５５８耳 鼻 科

３３．８１，０４９３０．０９３０３３．２９９５３１．２９６７２２．５６７６産 科

１３．６４２０１５．８４８９１６．２４８７１２．７３９５１４．９４４６婦 人 科

００．１２００．１２０麻 酔 科

２５．６７９４２８．１８７２２０．７６２１１６．９５２３２１．０６３１Ｎ Ｉ Ｃ Ｕ

０００００救命センター

１８．１５６０２１．３６５９１８．２５４５１９．２５９４２０．５６１４救急医学科

２４．４７５７２８．６８８７２８．７８６１２８．７８８８２６．７８０２精 神 科

８０７．５２５，０３２８３５．７２５，９０７８３０．４２４，９１１８１７．２２５，３３４８２２．２２４，６６６総 合 計

１０．９３３９９．４２９０１０．１３０３９．２２８５６．５１９５Ｂ ａ ｂ ｙ

０．７２１０．７２３０．７２１０．６１８０．７２０人間ドック

平成１５年度　各科別入院総計表



―　　―１７２

１４．　医学部付属病院

平成１５年度　各科別入院総計表（続き）

平成１６年　１�月１２月１１月１０月　９�月

（３１日）（３１日）（３０日）（３１日）（３０日）

一日平均患者数一日平均患者数一日平均患者数一日平均患者数一日平均患者数

９４．５２，９３０９４．１２，９１８９１．２２，７３６９９．８３，０９５１０３．１３，１９５第 一 内 科

８７．９２，７２６８８．２２，７３４１０１．１３，０３３８８．８２，７５３８３．０２，５７４第 二 内 科

７９．７２，４６９９１．３２，８３１９６．２２，８８７９６．０２，９７７８９．８２，７８５第 三 内 科

２５．０７７５２５．４７８７１７．１５１３２４．１７４８２０．７６４０小 児 科

１７．０５２７１６．０４９７１３．４４０３１３．７４２４１６．４５０９皮 膚 科

３２．５１，００６２６．５８２０３０．３９１０３０．０９３１２８．８８９４高 齢 医 学

６７．１２，０８１７６．２２，３６２８３．３２，５００８７．５２，７１１８６．５２，６８２第 一 外 科

４０．０１，２３９４１．２１，２７７４８．３１，４４９５１．９１，６０８４５．２１，４０２第 二 外 科

２０．１６２４１７．８５５１１８．３５５０２２．５６９８１６．３５０６心臓血管外科

１３．２４０８１５．７４７１１０．２３０５１７．０５１０１２．３３６８形 成 外 科

６．５２０２６．４１９８５．６１６９６．７２０７５．６１７２小 児 外 科

４８．８１，５１４４１．４１，２８３４９．０１，４７１５３．７１，６６６４６．９１，４５４脳 外 科

４４．８１，３８８５１．０１，５８０５５．０１，６５１４５．３１，４０５４８．４１，５００整 形 外 科

２１．１６５５２３．６７３２２３．９７１８２６．８８３０２３．９７４１泌 尿 器 科

１８．９５８７２１．７６７１２５．４７６２３０．１９３２２６．２８１３眼 科

１４．０４３４１６．４５０８１７．０５１１１６．３５０４１９．６６０７耳 鼻 科

３７．９１，１７５３４．７１，０７６３４．９１，０４６２９．１９０１２９．２９０４産 科

１３．８４２８１４．７４５７１３．６４０７１３．５４１９１６．７５１６婦 人 科

０００００麻 酔 科

３１．２９６７２９．０９００３０．２９０６２９．２９０４２７．９８６５Ｎ Ｉ Ｃ Ｕ

０００００救命センター

２３．２７１９２３．０７１４２５．１７５３２０．３６２９２０．２６２６救急医学科

２５．８８０１２４．９７７１２４．１７２２２０．７６４０２５．７７９８精 神 科

７６３．１２３，６５５７７８．７２４，１３８８１３．４２４，４０２８２２．３２５，４９２７９２．０２４，５５１総 合 計

９．４２９１８．０２４９８．８２６５１０．０３０９７．９２３８Ｂ ａ ｂ ｙ

０．５１４０．６１９０．５１６０．６１７０．６１８人間ドック



―　　―１７３

平成１５年度　３�月　２�月

（３６６日）（３１日）（２９日）

一日平均患者数一日平均患者数一日平均患者数

１０１．７３７，２３６９８．７３，０６１１０４．３３，０２４第 一 内 科

８７．９３２，１５６９１．２２，８２６９４．１２，７２８第 二 内 科

９２．８３３，９５９１０５．８３，２７９９１．３２，６４８第 三 内 科

２２．８８，３４２２１．５６６６２３．９６９４小 児 科

１６．９６，１８３１９．０５８９１６．４４７６皮 膚 科

３３．０１２，０６８３１．７９８２３６．２１，０５１高 齢 医 学

７９．８２９，２１６７８．６２，４３６８０．６２，３３６第 一 外 科

４５．１１６，４９２４１．６１，２８９４２．６１，２３５第 二 外 科

２２．１８，０９７２５．１７７８２９．１８４５心臓血管外科

１３．５４，９５３１３．１４０６１５．１４６９形 成 外 科

８．０２，９２３６．９２１３６．０１７３小 児 外 科

４８．７１７，８４０５２．３１，６２２５０．７１，４７０脳 外 科

５１．６１８，８７２４７．４１，４６８４５．７１，３２５整 形 外 科

２６．１９，５３８２５．０７７５２４．７７１５泌 尿 器 科

２５．３９，２７６２７．０８３７２１．８６３２眼 科

１７．５６，４１５１７．０５２８１４．２４１２耳 鼻 科

３２．１１１，７２９３０．７９５２３６．５１，０５８産 科

１４．６５，３４８１５．３４７５１４．１４０９婦 人 科

０．０５００．０１麻 酔 科

２６．９９，８４０２９．１９０３３２．９９５４Ｎ Ｉ Ｃ Ｕ

０００救命センター

２１．８７，９９２２７．７８５７２４．９７２２救急医学科

２５．９９，４８６２６．５８２１２５．５７３８精 神 科

８１４．１２９７，９６６８３１．１２５，７６３８３１．６２４，１１５総 合 計

９．２３，３７８１０．５３２６９．９２８８Ｂ ａ ｂ ｙ

０．６２３３０．９２８０．６１８人間ドック

平成１５年度　各科別入院総計表（続き）
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１４．　医学部付属病院

平成１５年度　各科別救急外来患者総計表

　８�月　７�月　６�月　５�月　４�月

（３１日）（３１日）（３０日）（３１日）（３０日）

一日平均患者数一日平均患者数一日平均患者数一日平均患者数一日平均患者数

２２．６６９９２２．６６９９２２．７６８２２３．７７３３２１．７６５２第 一 内 科

第 二 内 科

第 三 内 科

高 齢 医 学

１５．７４８８２０．８６４６２１．０６３０１９．７６１１１９．７５９２小 児 科

９．４２９０７．２２２２６．７２０２７．０２１８５．８１７３皮 膚 科

４．２１３１３．９１２０４．７１４２４．７１４４３．９１１８第 一 外 科

第 二 外 科

０．２５０．１３０．１３０．４１３０．１３心臓血管外科

３．５１０７４．３１３２３．２９６４．４１３５３．６１０９形 成 外 科

３．８１１９３．７１１６４．１１２４３．６１１１６．１１８２脳神経外科

９．９３０７９．２２８５１０．７３２０９．８３０５８．７２６２整 形 外 科

３．７１１６３．２９９３．８１１５４．０１２５３．５１０６泌 尿 器 科

１１．４３５４１１．３３５０１２．３３７０１２．６３９０１０．５３１５眼 科

７．３２２６７．８２４１６．６１９９８．７２７０７．８２３３耳鼻咽喉科

２．２６８２．７８５３．１９３２．８８７１．７５０産 婦 人 科

放 射 線 科

麻 酔 科

透析センター

０．１４０．２７０．３９０．２６０．１２小 児 外 科

０．９２７１．７５４１．３３８１．７５３１．６４８精神神経科

０００００救急医学科

９４．９２，９４１９８．７３，０５９１００．８３，０２３１０３．３３，２０１９４．８２，８４５総 合 計
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平成１５年度　各科別救急外来患者総計表（続き）

平成１６年　１�月１２月１１月１０月　９�月

（３１日）（３１日）（３０日）（３１日）（３０日）

一日平均患者数一日平均患者数一日平均患者数一日平均患者数一日平均患者数

３４．６１，０７１２７．６８５６２２．８６８５２０．１６２３２２．９６８７第 一 内 科

第 二 内 科

第 三 内 科

高 齢 医 学

２６．９８３４２６．９８３５１９．７５９１１６．７５１８１６．６４９９小 児 科

６．４１９９５．５１７１５．６１６８５．７１７７８．８２６３皮 膚 科

５．０１５６４．９１５１３．９１１８３．９１２０５．１１５３第 一 外 科

第 二 外 科

０．１４０．３８０．２７０．１４０．１２心臓血管外科

３．５１０８４．０１２５３．５１０６３．２９８４．３１３０形 成 外 科

３．８１１７４．１１２６４．０１２１３．９１２２３．７１１１脳神経外科

９．６２９８１０．８３３４１１．７３５０９．３２８９１１．２３３６整 形 外 科

３．３１０３３．４１０４２．８８４２．５７６４．６１３８泌 尿 器 科

１０．５３２６１０．５３２６１１．２３３７８．７２７１９．９２９７眼 科

７．０２１６８．３２５８７．５２２６７．８２４１６．１１８４耳鼻咽喉科

２．７８２２．５７７１．８５５１．８５７２．６７７産 婦 人 科

放 射 線 科

麻 酔 科

透析センター

０．４１１０．１４０．４１２０．１４０．２７小 児 外 科

１．２３８１．３３９１．１３２１．３４０１．２３５精神神経科

０００００救急医学科

１１４．９３，５６３１１０．１３，４１４９６．４２，８９２８５．２２，６４０９７．３２，９１９総 合 計
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平成１５年度　各科別救急外来患者総計表（続き）

平成１５年度　３�月　２�月

（３６６日）（３１日）（２９日）

一日平均患者数一日平均患者数一日平均患者数

２４．１８，８２３２１．１６５４２７．０７８２第 一 内 科

第 二 内 科

第 三 内 科

高 齢 医 学

２０．７７，５６６１９．５６０５２４．７７１７小 児 科

６．５２，３７４４．６１４１５．２１５０皮 膚 科

４．４１，６０２４．３１３３４．０１１６第 一 外 科

第 二 外 科

０．２６２０．１４０．２６心臓血管外科

３．７１，３６５３．５１０９３．６１１０形 成 外 科

４．０１，４６４３．８１１８３．３９７脳神経外科

９．８３，５９６８．５２６４８．５２４６整 形 外 科

３．４１，２５８３．４１０６３．０８６泌 尿 器 科

１０．７３，９２２９．８３０５９．７２８１眼 科

７．７２，８０９９．７２９９７．５２１６耳鼻咽喉科

２．３８４９１．８５６２．１６２産 婦 人 科

放 射 線 科

麻 酔 科

透析センター

０．２８４０．３９０．３９小 児 外 科

１．３４７６１．５４５０．９２７精神神経科

０００救急医学科

９９．０３６，２５０９１．９２，８４８１００．２２，９０５総 合 計



　従来の病院管理部と保険医療部が平成１０年１２月に併合され，新たに病院管理部として発足した。平成１５年

１０月からは病院管理部長を　２�名体制とし，体制の強化を図った。

　病院を取り巻く医療環境の変化は著しく，将来を展望した病院の管理，運営の一層の充実が必要となって

きており，病院管理部の果たす役割も今後益々，重度を増すことが予想される。

　健康保険法，療養担当規則を遵守した適正な保険診療の指導，包括医療制度の周知徹底，病院情報管理シ

ステムによる医療情報の管理・運営を通じて，病院運営の拡充，採算の重視，病院を取り巻く環境の変化へ

の対応，病院の将来を展望した業務を推進し，より効果的で戦略的な病院運営を図ることなどを目的とする。

　部長　　高山　誠（放射線科教授）

　　　　　齋藤英昭（医療管理学教授）

　副部長　高橋信一（第三内科教授）

　部員　　田中伸和（総合診療科助教授）

　　　　　早川和人（皮膚科助教授）

　　　　　中村正直（脳神経外科講師）

　　　　　原　哲夫（病院事務部部長，兼務）

　　　　　野尻一之（医事課課長，保険医療担当，兼務）

　　　　　中田紫野（医事課課次長，保険医療担当，兼務）

　　　　　奥田宗宏（課次長，医療情報担当，専任）

　　　　　中西　治（主任，医療情報担当，専任）

　　　　　清水高志（医療情報担当，専任）

　　　　　川崎大介（医療情報担当，専任）

　①保険医療部門

���　診療報酬明細書作成の指導，点検

���　審査結果の分析，検討及び請求への反映

���　保険委員会（毎月　１�回開催），���委員会（医療費改定時開催）

　　　　　審査結果の報告，査定例の検討，適正な保険診療の指導

　　　　　包括医療の周知，具体的な請求例の検討

���　関係通知文の周知および対応

���　診療報酬改定等に伴う請求の整備

���　各大学病院の保険指導室との連携

���　私立医科大学医療保険研究会

　②医療情報部門

���　病院情報管理システムの管理，運営

���　病院情報管理システム関連部門システムの管理，運営

���　病院情報管理システム委員会事務局（月　１�回開催）

���　病院情報管理システム委員会��事務局（週　１�回開催）

―　　―１７７

　１ ）病院管理部

（　１ ）病院管理部の目的

（　２ ）構成スタッフ

（　３ ）業務内容
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���　医療ガス安全管理委員会事務局（　３�ヶ月毎開催）

���　医療情報に関する各種統計業務

���　入院包括医療に関する厚生労働省依頼の調査資料作成及び提出

１７８
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　２ ）看護部

　平成１５年度，看護部の目標は「患者様，ご家族が納得できる質の高い看護を提供する」である。看護部の

理念に基づき，毎年前年度の達成目標を管理職，監督職で評価しその結果を踏まえ年度目標を設定。さらに，

各部署毎に昨年度の目標評価に基づき，以下の　６�項目について新たに目標を設定し，その達成に向け看護師

の個人目標まで具体化し取り組んだ。

　また，平成１５年度は医療機能評価受審を目標に各委員会が医療機能評価受審に向けての活動を行った。

　大学の機能にあたる看護部の活動を，Ⅰ臨床看護実践，Ⅱ教育・研修，Ⅲ研究（院内・外）・研究論文，Ⅳ

看護部業績に分類し以下に述べる。

Ⅰ臨床看護実践

　平成１５年度の各部署評価を含め，看護部目標評価とし以下にその結果を記述する。

　１�．常に情報を提供し，患者様・ご家族の意思決定を支え，責任ある看護を提供する

　１）　医師・コメディカルと連携し，治療・看護の方針を共有，患者様・ご家族を支えるチーム医療推進委

員会ワーキンググループとともに活動し，関連部門との連携の基盤を作る事ができた。この活動は今後

も継続して成果を出せるようにしていくことが必要である。

　　　関連部門とのカンファレンスが積極的に行えているという部署もあった。話しあわれた内容は記録と

して残し，カンファレンスに参加しない人も共有できるようになった。

　２）　クリティカルパス患者様用を導入する。

　　　クリティカルパスの運用を開始することができた。その結果，患者様・ご家族より経過・予定がわか

り良いという意見をいただいている部署もあった。医療者側も患者様・ご家族に看護計画が詳しく説明

されるようになった，患者参加型の看護計画実施に有用であったという部署もある。

　　　軌道にのっている部署より，指示実施表としてのクリティカルパス運用を試用として開始した。次年

度は，全部署指示実施表としてクリティカルパス運用を拡大し，クリティカルパスの数を増やしていけ

るようにしたい。

　２�．セーフティマネージメントの実践

　１）　お互いに声を掛け合える雰囲気つくり。

　　　各部署において挨拶の徹底，報告・連絡・相談の徹底，常に声を掛け合い業務が円滑に行えるような

風土つくりに努力していた。

　２）　患者様・ご家族の参加を得て共に安全対策を図る。

　　　患者様の安全対策のために行動制限（拘束・抑制）の基準，行動制限解除基準を作成し，抑制に関し

ての基準を明確にした。また，患者様・ご家族の参加を得た看護計画の立案・実施の意識がたかまって

きており，患者参加型看護計画の立案を行う病棟が増えてきた。

　３）　安全レポートの分析と評価を改善策に結びつける。

　　　安全レポートに関してはアクシデントも含めて病院全体で２３４０件の報告があった。

　　　安全レポートの分析・評価はリスクマネージャーより主要会議等において，伝達・報告され，タイム

リーに共有することができている。

　３�．看護の標準化を図る

　１）　ケアニーズに沿った看護計画立案に看護基準・手順を活用する事ができる。

　　　委員会を中心に，看護基準・看護手順を作成し，完成したものについては，各部署へファイルをして

配布することができた。看護手順の活用状況については，看護監査委員会が調査を行った結果，活用し

ている部署は３０％，活用している項目も限られているという結果であった。次年度は，看護基準・看護

手順の追加作成と共に，計画的に活用状況の調査を行っていきたい。また，看護手順・看護基準の内容
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の見直し，不足の洗い出し・作成を行い，必要な内容を整備していきたい。

　２）　提供した看護プロセスがわかる記録ができる。

　　　記録の基準・手順に沿った内容であるか，開示に耐えうる記録かという視点で，記録の自己監査を実

施した。監査項目を提示したことで，基準・手順に沿った記録の推進になった。次年度も計画的に自己

監査を行っていくようにする。

　４�．患者サービスの向上に努める。

　１）　接遇態度を身につけ，医療サービス人であることを自覚する。

　２）　快適な療養環境を整える。

　３）　患者様の声に耳を傾け改善につなげる。

　　　患者サービスの向上に関しては，中央部門を除く退院患者様５２３名，褥婦を対象９６名，外来通院患者様

４４０名に対して患者満足度調査をさせていただいた。改築に関わるきびしいご意見もいただき今後の改善

に努力するよう関連部署への働きかけを行った。

　　　医療サービス委員会と協働していただいた投書・ご意見に対して，関連する部署ごとにフィードバッ

クし部署ごとの検討を行っていった。更に各部署に，ご意見箱を設置し速やかな対応ができるようにし

た。中には看護に関して感謝のご意見もあり気持を新たにすることもできた。看護師のみだしなみに関

してもお互いに注意喚起するようにした。

　５�．専門職としての自立を目指し，各自が主体的に学習してキャリアアップを図る。

　１）　クリニカルラダー実用化に向け取り組む。

　　　クリニカルラダー委員会を中心に，ラダーのコンピューター画面のフォーマットを作成，システムの

構築を行った。１１月に試験的に運用を行い，それをもとに運用マニュアルを作成し　３�月には各部署に配

布。次年度から全面的に実際に運用を開始する目的で　３�月には看護職全員を対象に数回に渡り説明会を

開いた。実際の運用開始に向け，各部署での理解をより深めることができ円滑な運用ができるよう支援

していきたい。

　２）　個人目標を明確にして学習できる。

　　　各部署の年度末評価から，看護師個々の院内研修への自主的な参加はなかなか難しいとの評価であっ

た。次年度はラダーレベルと研修ステップとの関係を構築し，学んだことを実践評価ができ，自らがで

きていることとできていないことが分かることで個々の目標が明らかにできるような体制をつくること

を支援していきたい。

　６�．医療体制の改革を理解し，経営に参画する。

　１）　病床稼働率９３％以上，在院日数１７日を目標とする。

　　　平成１５年度：病床稼働率９３％以上となったのは，全部署対象と考えると　６�病棟／２９病棟であった。病

棟のみを考えると，　５� 病棟／２１病棟であった。

　　　平均在院日数で１７日をきるのは１２月と　３�月の　２�ヶ月のみであった。

　　　　３�ヶ月平均では１２月～　２�月の１６．８日のみであり今後，可能なところからクリティカルパスを運用する

ことで在院日数の短縮が図れるようにしたい。

　２）　人，物，時間が効率的に動くように業務改善を行う。

　３）　クリティカルパス医療者用を導入する。

　　　クリティカルパスの運用を開始することができた。しかし，軌道にのっていない部署もある。関連す

る委員会と共同して推進していき，クリティカルパスの数を増やしていけるようにしたい。

　４）　外来看護体制を整え拡充を図る。

　　　病棟看護師の外来勤務を各病棟毎に　１�週間づつスケジュールし交代で実施。

　　　次年度，病棟と外来の一元化に向け，スムーズに運営できるよう支援していきたい。
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　さらに，平成１５年度の看護部の目標を達成するために看護サービス実務委員会を中心に看護部内の各委員

会活動を通し，各所属の看護の質向上に貢献している。

　以下委員会活動について紹介する。

平成１５年度　委員会活動年間評価一覧
� ２００４．　６．３０

評価（中間・年間）活動項目委員会

１．各病棟を巡廻し「環境チェック」表を基に　３�回行った。
改善傾向。

　　ナースステーション内の整理整頓・パソコン周辺の清
掃の強化が必要。

２．全病棟を対象にタイムスタディを実施し，集計分析
３．・新入職者を対象に災害発生時の心構えと消火器訓練

実施
　　・各病棟巡廻し「防災点検項目」に沿って聞き取り調

査　３�回実施。
　　・各病棟独自の防災マニュアル作成。院内防災マニュ

アル改定。
　　・防災自主訓練　２�回（各部署ごと）
　　・災害発生時の病院までの徒歩での通勤時間調査。
４．停電発生時のチェックリストの検討（非常時の停電と
予定停電時のチェックリスト）

５．消毒薬の種類・用途・使用方法を聞き取り調査実施。
コスト算出中。

６．看護基準作成し，基準委員会に提出。
７．インターンシップ準備・実施（　３�月）

１．各部署の病棟内環境
チェック

２．業務量調査
３．災害時の対応
４．停電発生時の対応
５．消毒薬の種類と用途
について聞き取り調
査

６．各種ルート・チューブ
固定に関する看護基
準作成

７．インターンシップ実
施

１．業務管理委員会

１．看護手順ファイル　１�（６３項目）　２� （４２項目）を完成，
配布

２．看護監査委員会の協力を得て，現在フローシートにし
て内容検討中

３．以前からある記録についての内容検討し，記録委員会
へ提出

　　「クリティカルパス使用時の記録手順」「入院・オーダ
に伴う看護記録運用」作成

４．入院注射・オーダに伴う記録調査結果の集計と報告終
了

　　新たなオーダ開始に伴い，検討していく
５．次年度へ持ち越し。連名で手順を提示していく予定
６．現在，看護監査委員会に依頼中

１．看護手順の作成
２．検査手順の作成
３．記録手順
４．入院注射オーダに伴
う記録調

５．看護手順の他部門と
の調整

６．看護技術の���と
作成済の看護手順と
の整合性の監査

２．看護実践委員会

１．予定通り終了。臨床看護技術���の評価は実施者少
なかった。次年度はラダーとの関連性を考え内容変更
予定。

２．新採用者オリエンテーションは「病院における接遇」
「衛生学的手洗い」を行った。
　　教育プログラムⅠでは，「コミュニケーションａは接遇
研修」，「感染対策」の研修開始。

　　看護助手研修は「感染対策」をテーマに実施。
３．事故防止対策・災害対策・感染対策について実施。半
日　３�回４７０名

４．教育プログラムをラダーのレベルに沿い作成を検討。
　�次年度から研修内容はラダーとリンクした形で実施予
定。

５．合同会議開催，連携・調整を図り活動できた。
　�次年度は，研修を各委員会が担当する為，一旦活動停
止する予定。

１．看護部現任教育プロ
グラムⅠⅡ，コース別
シリーズ（任意研修）
実施

２．「接遇教育」「感染予
防」を追加

３．委託業務従事者への
研修協力

４．看護職員の能力開発
プログラム検討

５．教育小委員会・連絡
係の活動

３．現任教育委員会

１．看護監督職対象に看護手順の活用状況の調査実施。あ
まり活用されていない現状が明らかになった。

　�看護手順の見直し作成と共に，手順使用への啓蒙活動
が必要。

２．検査に関する看護手順３２項目を作成。看護実践委員会
へ提出。

１．看護手順の活用状況
調査

２．検査の看護手順の作
成

３．看護手順の活用状況
の監査

４．看護監査委員会
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３．看護手順（検査・治療関連）の使用状況の調査を　１�年
目看護師とプリセプターを対象に実施。

４．次年度実施予定。

４．看護基準の活用状況
の監査

１．講演・説明会等により，知識・技術の習得に積極的に
取り組むことができた。習得した知識は，各自の病棟
において伝達講習など行なう部署もあった。

２．「感染症について」「消毒薬」「医療廃棄物」「手洗い」
「入院環境」「感染防止勉強会企画」　６� 項目についてグ
ループ活動を行なった。

３．各委員は以下について，自部署の感染管理啓蒙計画を
作成・実施。

　�「感染管理活動計画」「学習会の企画（���によるショ
ート学習会）」「��抗体・ツベルクリン抗体一覧表作
成」「感染症学習会企画（結核，���，����，����，）」

４．自部署の「安全管理マニュアル」の管理と使用状況の
調査を行なった。

　�次年度は「清潔管理マニュアル」を感染症分類変更と
共に感染経路別に修正予定。

５．毎月病棟巡視実施。
６．１０部署において，���・感染防止推進委員監督職の協
力を得て実施。

　�次年度は，年間計画を立て全病棟実施できるよう企画
予定。

７．全病棟の看護助手に対して，器材消毒とディスオーパ
ー使用方法について説明会実施。今後，ディスオーパ
ー使用状況をコスト面から評価予定。

８．「感染管理マニュアル」作成し，感染防止に関する手順
をファイルした。

　�今後，活用してもらえるように啓蒙活動が必要。
９．「院内感染防止マニュアル」「感染管理マニュアル」作
成。「感染症メモ」導入。今後リンクナースが中心にな
り活用状況と実態の調査をしていくことが必要。

１０．「院内感染防止マニュアル」一部見直し修正。
１１．課題を提示することで，各病棟のリンクナースの活躍

があった。

１．感染防止推進委員の
感染防止に対する教
育

２．院内の感染防止に対
する啓蒙活動

３．病棟の感染防止対策
委員の活動

４．感染防止マニュアル
の整備と保管管理

５．病棟巡視
６．���及び感染防止推
進委員会によるショ
ート学習会

７．看護助手に対する器
材消毒についての教
育活動

８．感染防止に関する手
順作成

９．院内感染防止の統一
化

１０．院内清潔マニュアル
の見直し

１１．リンクナースとして
の活動

５．感染防止推進委
員会

１．　６�～　７�月に新入職者の聞き取り調査実施。リアリティ
ショックの軽減・退職を事前に防ぐ事ができたなど，
有効であった。

２．１０月にグループワークを行った。プリセプターシップ
は軌道にのっている。新採用者の傾向として「社会人
としてのマナーができていない」為，指導必要。

３．「基本的技術」を演習として取り入れたことは，効果的
であった。

１．新入職者の聞き取り
調査・アンケート調査

２．プリセプター研修
３．次年度プリセプター
研修

６．新採用者委員会

１．看護基準の位置づけ，看護基準と看護手順の関係，看
護基準と標準看護計画との関係，標準看護計画の見直
しについて文章化し，各部署の委員に説明

２．�����の看護診断ラベル以外の看護基準を洗い出
し，分担・作成し「�����以外の看護基準」ファイ
ル　１�冊を作成し，各部署に配布

３．�����の看護診断ラベルの残り（７７ラベル）の看護
基準及び標準看護計画を作成。

　�「�����看護診断ラベルの看護基準」ファイル　２�冊
を作成し，各部署に配布

４．使用頻度の高い看護基準の内容について各病棟で検討
した意見を持ち寄りグループワークを行い検討。

１．看護基準の運用案を
理解し，標準看護計画
を使用する

２．�����の看護診断
ラベル以外の看護基
準を作成する

３．未 完 成 の�����
の看護診断ラベルの
看護基準・標準看護計
画を完成させる。

４．使用頻度の高い看護
基準の見直し

７．看護基準委員会

１．　３�回実施。　２� 回目より監査項目を　５�項目追加し計３０項
目の自己監査の実施。追加　５�項目については，評価基
準を示していない為，今後の課題とする。

２．基準・手順作成。マニュアル作成し，ファイルとして
各部署配布。

　　次年度マニュアルの見直しを行う。

１．看護記録自己監査
２．看護記録基準・手順作
成

３．患者参加型看護計画
推進

４．リハビリテーション
看護記録作成

８．記録委員会
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３．監督職勉強会のまとめの過程に参加し推進。次年度も
継続していく。

４．「連絡表」については保留。診療録一元化（合冊）に伴
い，次年度検討。

５．外来看護連絡表の書式変更。
　�各部署より出されたパンフレット・リーフレットの検
討を行い，各部署に返却。

　�次年度「パンフレット・リーフレット作成規定」を見
直しマニュアルに入れる。

６．～９．は，すべて次年度に継続する。

５．パンフレット・リーフ
レットの整備

６．日・当直管理日誌特記
事項記入要項の検討

７．基礎データ用紙の作
成と試用

８．外来看護経過記録，
１．２次救急外来経過記
録用紙の検討

９．看護計画の監査実施
（プロセスの監査）

１．大学病院の緩和ケアを考える会，セミナーなどへの参
加。参加後の還元は十分にできなかった。

　　「私たちが目指す緩和ケア」のテーマで発表し，共通認
識を図った。

　　新薬導入における勉強会（オキシコンチン）
２．逝去時の対応に関する知識，死後処置のケア及び対応
などの見直しを行いマニュアル作成

３．１０月より麻酔科医師と共に病棟訪問に参加し，麻酔科
医師と病棟担当看護師との情報交換などの橋渡し役や
相談にのるなどの活動ができた。

　　しかし，チームとして組織化していない為，今後，緩
和ケア委員の役割を明確にして活動していく必要があ
る。

１．緩和ケアの知識を深
める

　�研修会セミナー等参
加後の報告会

　�事例検討・勉強会
２．逝去時の対応マニュ
アル作成

３．緩和ケアの実態を知
り，支援

９．緩和ケア委員会

１．６�１６導入に向けて病棟代表者と連絡を取り合い，説明・
聞き取り調査・アンケート調査を行い，��推進委員
会と連携をとって進めた。指示実施表としての試用・
　２�月拡大会議を開き実際の使用方法などの説明を行っ
た。

２．��を使用することで患者に看護計画が詳しく説明さ
れるようになった。今後，患者・家族の意見が反映さ
れているか調査・検討必要。

３．病棟担当者との時間調整は大変だったが，方法は有効
であった。今後も担当者を明確にして������を活用
する等，連絡を取りやすい方法を検討する。

４．��を指示実施表としての運用手順作成し，テスト病
棟で実施。全病棟での実施に向けて，運用手順の見直
しを行った。��用紙の見直しができた病棟から指示
実施表として使用開始とする。

５．ヴァリアンスの分析方法については，委員会の中で知
識を深める必要があり，次年度の課題とする。

１．��作成・導入・評価
２．患者用��を使用し，
看護計画が説明され
患者・家族の意見が反
映されるよう啓蒙す
る。

３．��導入準備中・導入
中に病棟代表者と連
絡を取り合い支援

４．��運用チェックリ
ストから導入評価・運
用手順見直し

５．ヴァリアンス分析

１０．クリティカル
パス（��）委
員会

１．明文化し，在宅療養参考資料にファイリング。
２．在宅療養支援委員で担当病棟を決め説明。
３．内容修正は，随時行っている。
　　活動状況調査結果をもとに，次年度再度内容の見直し
を行う。

４．１１月スクリーニングシート試行開始。　１� 月スクリーニ
ングシート活用状況調査した。チェックはされている
が活用できていない為，アプローチ方法がわかるスク
リーニングシートに検討中。運用方法も検討中。

５．対象１１名。１２月までに課題レポート提出。委員会メン
バーと共に，事例検討を　２�回に分かれて行った。

６．研修ニーズ調査の結果，退院調整についての要望あっ
たが研修などの企画までには至っていない。委員会メ
ンバーで退院調整についてケースレポートを提出。

　�次年度委員会で勉強会として報告予定。
７．グループワークに参加した。（司会・進行役）
８．内容案については記入終了。

１．訪問看護室・在宅療養
指導室の役割と機能
明文化

２．在宅療養参考資料の
活用の啓蒙

３．在宅療養支援実践マ
ニュアルの活用状況
調査・内容修正

４．在宅療養移行へのア
セスメントシート作
成（退院計画スクリー
ニングシート）

５．新規登録訪問看護師
フォローアップ

６．既登録訪問看護師フ
ォローアップ研修

７．在宅ケアコースサポ
ート

８．在宅関係「看護基準」
見直し

１１．在宅療養支援
委員会
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１．　９�月に作成終了。
２．１０月まで改定作業行った。看護支援に導入が決定した
為，システム導入時の支援及びそこから得られるデー
タの集積と活用について検討することに変更。（　３�月以
降の活動）

３．１１月に全病棟に分析に関する資料配布。
４．１１月に院内に伝達，統一を行えた。今後，その継続及
び使用現状調査と改善活動が必要。

５．アセスメントシートと標準看護計画の紙運用を開始し
た。現在，現状調査第　１�次集計中である。今後，使用
の現状や改善，効果測定を行うことが必要。

６．使用前・中・後のチェックリストを早急に作成し使用
することが必要。

�　＊今後，各病棟の安全推進委員の活用，ネットワーク
を利用していく。

１．委員会の目的・目標・
運営規則作成

２．安全レポートの評価
見直し

３．事例に対する分析の
仕方

４．救急カート内容統一
とチェック表，徐細動
の点検

５．転倒転落事故発生防
止対応策

６．人工呼吸器チェック
リスト作成

１２．リスクマネー
ジメント委員
会

１．１１月改訂し，各部署配布。
２．運用マニュアル作成し，１０月各部署配布。
３．画面構築終了。運用マニュアル作成し，１１月各部署配
布。

４．���を中心に作成してきた「看護予定表」「ケアフロ
ー」をケアスケジュールとして各部署配布。

５．外来出向に当たり，勤務コード「��」を追加，病棟
日誌には，人数にはカウントしない仕様となる。

６．外来全土曜日診療開始・外来看護部門　４�週　８�休・に当
り，看護管理者の日当直名称変更。

　�３―２Ｃ病棟開設に伴い，日当直日誌レイアウト変更。

１．運用マニュアル改訂
２．感染症マニュアル
３．職員管理システム
４．ケアスケジュール
５．勤務表作成
６．日当直業務

１３．看護支援シス
テム委員会

１．ラダー画面構築終了。
２．システム仕様確認終了。
３．勉強会開催。参加延べ人数５８４人であった。
４．１１月に試験運用を行った。
５．運用マニュアル作成。　３� 月配布。
６．操作説明会　３�月。
　�２００４年度より稼動開始予定。

１．ラダー画面構築
２．システム仕様確認
３．クリニカルラダー勉
強会

４．試験運用
５．クリニカルラダー運
用マニュアル作成

６．操作説明会

１４．クリニカルラ
ダー導入委員
会

タイムスケジュール通りには全くいかなかった。
（看護過程システムの心臓部であるアセスメントデータマ
トリックスが作成できていない為）
構想通りにシステムを構築してから運用を行う事とする。

１．マトリックッス作成
中

１５．看護過程��

１．①注射処置オーダ導入への支援を行ったが，途中で一
時中止となった。導入時の混乱を教訓に今後看護業
務（医療業務）がスムーズにいくように支援してい
く。

　�②職員管理システム，クリニカルラダーの操作訓練（　３�
月），　４�月より本格導入，稼動が各部署スムーズにい
くよう支援。

　�③感染症メモの導入に伴い，利用状況を���メンバ
ーより意見聴取したが，あまり活用されていない。
操作訓練を行うなどのアピールが必要であったか。

　�④構築が遅れている為，導入は来年度となる。
２．　２�回発行した。
　�次年度は，実際の業務に大きく関わる新たなシステム
の稼動となる為，タイミングを逃さないように発行し
ていく。

１．各部署での看護支援
システムの状況確認，
問題把握と解決

　①注射処置オーダ導入
　②職員管理システム・

クリニカルラダー
　③感染症メモ
　④看護診断システム導

入支援
２．���発行

１６．���

Ⅱ教育・研修の状況

　ここでは，　１� ．学生の臨地実習　２�．施設内研修（現任教育プログラム）　３� ．施設外研修について述べる。

　１�．学生の臨地実習

　看護部では主に看護学，医学，保健学等の学生の臨地実習を受け入れている。

　平成１５年度の看護学の臨地実習は　４�校（本学看護学科，本学看護専門学校，三鷹看護専門学校，調布市医

師会立看護高等専修学校）である。
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　臨地実習の実施に先立ち，前年度に看護部と各学校側が会議を開き，臨地実習に関する意見交換を行い，

実習病棟の重複を調整，より良い実習環境，効果的な臨地実習が行えるよう実習調整者会議にて院内全体の

実習計画案を検討している。

　臨地実習開始前には，対象病棟の臨床指導者及び看護管理者，監督者を対象に説明会を実施し事前の打ち

合わせを行っている。

　さらに，看護学の他に保健学部保健学科，医学部の見学実習についても実施している。

　１）　杏林大学保健学部看護学科

　　　基礎看護学Ⅰ（　１�日）・基礎看護学Ⅱ（　８�日），成人看護学Ⅰ（　３�週）・成人看護学Ⅱ（　３�週），

　　　成人看護学Ⅲ（　２�週），在宅看護（　６�日），精神看護学（　２�週間），小児看護学（　２�週）

　　　母性看護学（　２�週），助産学（　２�週）高齢者看護学（　２�週）

　２）　杏林大学医学部付属看護専門学校

　　　基礎看護学Ⅰ（　４�日）・基礎看護学Ⅱ（１０日）

　　　領域別看護実習：成人看護（慢性期Ⅰ・Ⅱ），（急性期・回復期Ⅰ・Ⅱ），老年看護（Ⅰ・Ⅱ）

　　　精神看護，母性看護，在宅看護，救命センター，手術室見学実習

　３）　三鷹看護専門学校

　　　基礎看護学実習Ⅱ（　２�週間），成人看護学実習　（　３�週間）

　４）　調布市医師会立看護高等専修学校

　　　基礎看護実習：学生４５名（　５�～　６�名／　１�グループ）１２日間

　５）　保健学部・保健学科教職課程（養護教諭）履修者，病院実習（　２�単位）

　　　外来と病棟において，実習の要綱に沿い看護師の指導のもと見学実習を実施。

　６）　杏林大学医学部・医療科学Ⅰ・Ⅲ見学実習（看護実習）

　　　医療科学Ⅰ（　２�日），医療科学Ⅲ（　３�日）

　２�．　施設内研修（現任教育プログラム）

　看護職員を対象に現任教育を実施。看護部現任教育プログラムの内容は以下のように構成している。

　１）　プログラムⅠ：キャリア別研修

　２）　プログラムⅡ：役割別研修

　３）　プログラムⅡ：コース別シリーズ

　　３�つの柱を基本とし教育プログラムを検討し，教育内容について企画，立案，実施，評価を行った。

　１）　プログラムⅠ：キャリア別研修

　看護師の主体性を重視し，自己のキャリアプランに沿い研修が選択できるシステムである。研修項目は，

看護実践（コミュニケーション・緊急時の看護・看護過程・看護診断・感染対策），教育，研究，管理であ

る。この　４�つの分野について　３�段階のステップを踏み，全８２回研修を開催した。今年度の研修受講者数は延

べ１，７０９名であった。受講終了後に実施した認定試験により研修終了認定を受けた者は，１，６３２名であり受講

者の約９５．４％であった。

　２）　プログラムⅡ：役割別研修

　各々の役割を担っている者を対象に全３９コース実施。

　院内看護研究発表会も例年同様　３�回実施し，身近なテーマから継続したテーマへとさらに，量的研究から

質的研究へと２７演題の発表があった。院外発表へも繋げられている。

　３）　プログラムⅡ：コース別シリーズ

　任意コースと称し，これはより専門的な知識・技術を習得することを目的に，時間外に実施している。年

間　６�種類　７�コースを実施。コースに全出席し終了した者は看護部長名で修了証書を発行。今年度，参加者数

３１７名その内，終講証受領者数１６７名であった。当院以外の三鷹・武蔵野地区の医療施設に案内し，多くの参

加者があり好評を得ている。
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　３�．　施設外研修

　看護職員は日本看護協会，東京都看護協会，東京都ナースプラザ及び文部科学省，各団体・各学会等の主

催による研修・講演会を適宜選択して参加している。研修参加については研修一覧を配布し看護職員の主体

的な参加に勤めている。

Ⅲ研究（院内・外）・研究論文

　１�．　院内研究

　院内研究では研究発表を年間　３�回実施。各部署　１�年に　１�回の割合いで院内研究発表会で発表を行っている。

平成１５年度の研究発表の演題は看護業務全般にわたっており，その中で「リスクマネージメントに関するも

の」「看護実践の評価」「患者の療養上の環境に関する基礎的な分析」「感染管理」「在宅療養に関するもの」

などであり，合計２７演題の発表があった。

　研究の講評は看護管理者と監督職が輪番制で担当している。

　院内の研究論文については，昭和５７年から現在まで纏め冊子として図書館で閲覧できる。

　２�．学会発表

　今年度は３７の学会・研究会において研究発表を行った。発表者・座長を含め参加者は１３３名である。主な看

護研究領域は母性看護領域・小児看護領域・救急看護領域・集中治療看護・手術看護領域・糖尿病教育看護

領域である。また，院内看護研究発表会での演題の中から，東京都看護協会の看護研究学会に繋げている。

さらに，文部科学省主催の研修者による研究の成果を学会で発表している。学会発表口演ならびに論文，講

演，著書，外部団体役員・委員などの活動についてはⅣ看護部業績に示す。

Ⅳ看護部業績（平成１５年度）

＜口演＞

　１�）　福井トシ子：ドクトラルコンソーシアム―セルフマネージング制―，２００３年度組織学会，北海道，平成

１５年　６�月１３～１５日

　２�）　福井トシ子，砥石　和子：セルフマネージングチーム制によるチーム活動の評価―インベントリーを用

いたチーム成長の振り返り―，第　７�回看護管理学会，横浜，平成１５年　８�月２２日～２３日

　３�）　福井トシ子，則竹　敬子，瀬戸　僚馬：診療録の一元性を保つためのクリニカルパスの活用，第２９回診

療録管理学会，高知，平成１５年　９�月１１日～１２日

　４�）　福井トシ子，高橋　久子，中村　有香，関田真由美，林　由理香：Ⅰ型糖尿病合併妊婦と母乳哺育に関

した　１�事例，第　８�回日本糖尿病教育・看護学会，新潟，平成１５年　９�月２４日～２５日

　５�）　福井トシ子，砥石　和子，江藤　美樹：十二指腸閉鎖根治術を望まなかった２１トリソミー児の両親への

支援，第４４回日本母性衛生学会，宇都宮，平成１５年１０月　９�日～１０日

　６�）　福井トシ子，加藤　澄子，高橋　美帆，出口さおり：参加型看護計画の取り組み，第４４回日本母性衛生

学会，宇都宮，平成１５年１０月　９�日～１０日

　７�）　福井トシ子，高橋　久子，関田真由美，中村　有香，林　由理香：Ⅰ型糖尿病合併妊婦と母乳保育に関

した　１�事例，第１９回日本糖尿病妊娠学会，新潟，平成１５年１０月２４日～２５日

　８�）　福井トシ子，高橋　久子，副島あおい，山田須賀子，青木亜紀子：新入職者アロマセラピーに対する不

安の分析，第　６�回アロマセラピー学会，東京，平成１５年１１月　２�日～　３�日　

　９�）　福井トシ子，砥石　和子，高崎由佳理：セルフマネージングチーム活動による問題解決能力の変化，第

１８回日本助産学会，東京，平成１６年　３�月　６�日～　７�日

１０）　福井トシ子，片桐麻須美，堀内　茂子：第１８回日本助産学会，東京，平成１６年　３�月　６�日～　７�日

１１）　砥石　和子，木下　千鶴，篠崎るり子，日高美弥子：当院新生児集中治療室における新人教育について

の実践報告，第１８回日本助産学会，東京，平成１６年　３�月　６�日～　７�日
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１２）　小山登志美：ネグレクトによる熱傷患者，日本アディクション看護学会第　２�回大会，東京，平成１５年１１

月３０日

１３）　浅間　泉：インスリン注射におけるリスクマネージメントの取り組み討　第　１�報，日本糖尿病学会学術

集会，富山，平成１５年　５�月２３日

１４）　浅間　泉：糖尿病治療におけるリスクマネージメントの取り組み　第　２�報，第　８�回日本糖尿病教育看護

学会学術集会，新潟，平成１５年　９�月２７日

１５）　冨永　保恵，矢作美加子：在宅自己導尿を行なっている患者の実態，多摩南地区研究発表会，八王子，

平成１５年　２�月　６�日

１６）　今野　里美：外来患者に対する自己管理行動への効果的な介入方法の検討―変化ステージとエンパワー

メント法を用いて―，日本糖尿病教育学会，新潟，平成１５年　９�月２７日

１７）　丸山　早苗：特定機能病院から在宅療養に向けての援助を通しての考察，日本難病看護学会，江戸川，

平成１５年　７�月３１日～　８�月　１�日

１８）　山崎　香織：緊急入室と予定入室による家族ニードコーピングパターンの比較―���―����家族アセ

スメントツールを用いて―（ポスター），第３１回日本集中治療医学会総会，福岡，平成１６年　３�月　４�日～　６�

日

１９）　谷井千鶴子：���に発生する倫理的問題とその理由，第１２回日本集中治療医学会関東甲信越地方会，東

京，平成１５年　８�月３０日

２０）　三澤　育子，黒田　　綾，小川　雅代：口腔内清掃状態の評価方法（プラークコントロールレコードと

口腔内細菌数との比較検討），第１２回日本集中治療医学会関東甲信越地方会，東京，平成１５年　８�月３０日

２１）　石井　幸子：���に呼吸理学療法は必要か（ミニシンポジウム：ディベート），第１２回日本集中治療医

学会関東甲信越地方会，東京，平成１５年　８�月３０日

２２）　稲田理映子，太刀川直美：食文化の異なる外国人重症熱傷，日本熱傷学会総会，大阪，平成１５年　６�月

２３）　佐藤　道代，高橋ひとみ：　３�次救急外来で患者を受け入れる看護師のストレスと教育，第　５�回日本救急

看護学会，京都，平成１５年１１月２１日

２４）　渡邊　淑子，平沢　智子：患者への食の介入の一考察，日本熱傷学会総会，大阪，平成１５年　６�月　５�日～

　６�日

２５）　渡邊　淑子，横田　由佳，高橋　清子，渡邊　好江，郷津　明子：当施設におけるクリニカルパスの取

り組み―搬入心配蘇生のクリニカルパス―，多摩救急看護研究会，立川，平成１５年１０月

２６）　佐藤　澄子，根本　康子，相馬　真弓，佐々木　恵：患者急変時の手術看護記録基準作成とその評価，

第２５回日本手術医学会総会，福岡，平成１５年１１月　７�日～　８�日

２７）　加藤千代美：����導入により���が向上した一例―エクストラニール液を使用して―，第４７回三多

摩腎疾患治療医会，東京，平成１５年１１月　９�日

＜論文＞

　１�）　福井トシ子：「臨床での主体性豊かな助産師つくり」，助産雑誌，�������，　����，　医学書院２００３年

　２�）　福井トシ子：「第１８回日本糖尿病・妊娠学会に参加して」，糖尿病診療マスター，������，����，２００３年

　３�）　福井トシ子：「糖代謝異常合併」，勤労妊婦へのケア，周産期医学，医歯薬出版，�������，����，２００３年

　４�）　福井トシ子：「事故に遭遇した助産師のサポート」，助産雑誌，�������，����，２００３年

　５�）　福井トシ子共著：「基礎助産学１．１助産学概論―クリニカルパス―」，医学書院２００３年　３�月

　６�）　福井トシ子共著：「８．助産管理―　３�産科病棟とクリニカルパス―；　４�産科病棟のアメニティと管理」，医

学書院２００３年　３�月

　７�）　福井トシ子，砥石　和子，日高美弥子，高崎由佳理，木下　千鶴，大藤　智佳，戸田　洋子他：「周産期

看護　看護基準・標準看護計画・クリニカルパス」，医学書院２００３年，平成１５年　９�月　１�日発行
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　８�）　山本　洋子：「ナースストーリー」（インタビュー），エキスパートナース，２００３年

　９�）　佐々木麻実子，林　由美，柿岡　弥生，大里　真由，菅野　彩，上原　薫：「解離性大動脈瘤患者の長期

にわたる安静中の思い」，看護研究学会誌，２００３年

１０）　坂元イツ子：「知っていて安心　心電図の基礎」，日本看護協会，２００３年　９�月　１�日

１１）　浅間　泉：「インスリン注射におけるリスクマネジメントの検討　第　１�報」，糖尿病，�������，２００３年

１２）　浅間　泉：「臨床実習中の医学部・薬学部学生におけるペン型インスリン注射器の習得度の検討　第　２�

報」，糖尿病，����������	


１３）　浅間　泉，濱田　麻弥，岩東　治美：「糖尿病治療におけるリスクマネジメントの検討　第　２�報」，日本

糖尿病教育看護学会誌，������，２００３年　９�月特別号，６７頁

１４）　下斗米友美，清水　貴子，阿部　光世，守谷喜代美：「全国脳疾患病棟ヒヤリハット報告」，ブレインナ

ーシング，メディカ出版，２００３年第１９巻　８�号，７９頁～８４頁

１５）　谷井千鶴子：「知っていて安心　心電図の基礎」，日本看護協会，２００３年　９�月　１�日

１６）　佐藤　道代：「頭痛，救急領域における主要症状」，エマージエンシーナーシング，２００３年　７�月，夏季増

刊号，６３頁～７８頁

１７）　佐藤　道代：「輸液　最新基本手技マニュアル」，エキスパートナース，２００３年　９�月，９０頁～９５頁

１８）　佐藤　道代：「輸血　最新基本手技マニュアル」，エキスパートナース，２００３年１０月，１００頁～１０３頁

１９）　佐藤　道代：「救急ケア１０」，ナーシングセレクション，２００３年，３０１頁～３０７頁

２０）　佐藤　道代：「救急対応テクニカルガイド」，医学芸術社，２００３年，４９頁～５５頁

２１）　横田　由佳：「救急対応テクニカルガイド・鼻出血」，東京，医学芸術社，２００３年，５８頁～６０頁

２２）　横田　由佳：「救急対応テクニカルガイド・けいれん，麻酔」，東京，医学芸術社，２００３年，５５頁～５７頁

２３）　横田　由佳：「救急初療室における看護過程記録」，エマージエンシーナーシング，２００３年

２４）　横田　由佳：「転倒・転倒」，看護技術，４９（１２）：８２頁～８５頁，２００３年

２５）　横田　由佳：「プレホスピタルケアにおけるトリアージ，臨床看護」，２９（１２）：２１５０―２１５４，２００３年

２６）　高橋ひとみ：「看護ケア」，ナーシングセレクション，２００３年　８�月

２７）　高橋ひとみ：「搬送患者の受け入れと看護体制」，学研，２００３年

２８）　渡邊　淑子，仲馬　初代：「外傷患者の看護」，エマージエンシーナーシング，２００３年　１�月

２９）　根本　康子：「特集　横浜市立大学病院患者取り違え事件から何を学ぶか―手術看護における看護師の

責任と役割を問いなおす―」，看護管理１３（９）：７０１―７０４，２００３年

３０）　佐藤　澄子：「ナース奮闘記」，�����������	
	�����	���	�
��������������，２００３年　５�月

＜その他＞

　１�）　福井トシ子（講演）：「周産期のクリニカルパス」，青森県立保健大学大学院，平成１６年　１�月３０日

　２�）　福井トシ子（講演）：「周産期のリスクマネージメント」，日本助産師会主催，東京都助産婦会館，平成１６

年　２�月１２日

　３�）　福井トシ子（講演）：「参加型妊産婦トレーナーズ研修　エンパワーメント」，日本看護協会　継続教育部

主催，日本看護協会研修センター（清瀬），平成１５年　５�月１６日

　４�）　福井トシ子（講演）：「セルフマネージングチーム制の導入プロセスと展望」，聖路加看護大学大学院主催，

聖路加看護大学，平成１５年　５�月２８日

　５�）　福井トシ子（講演）：「アクティブバース―助産師の倫理綱領―」，日本看護協会継続教育部，日本看護協

会研修センター（清瀬），平成１５年　６�月１９日

　６�）　福井トシ子（講演）：「医療事故防止に対する安全風土の構築」，香川医科大学看護部主催，香川医科大学

研修室，平成１５年　６�月２５日

　７�）　福井トシ子（講演）：「病院情報システム導入プロジェクト」，神奈川県保健科学大学看護実践教育センタ
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ー主催，杏林大学病院研修室，平成１５年　８�月　８�日

　８�）　福井トシ子（講演）：「糖尿病合併妊婦のケア」，日本看護協会認定部主催，糖尿病認定看護教育，日本看

護協会研修センター（清瀬），平成１５年　８�月１９日

　９�）　福井トシ子（講演）：「主体的な母乳育児支援」，日本助産師会主催，東京都助産婦会館，平成１５年　８�月１７

日

１０）　福井トシ子（講演）：「リーダーシップ」，日本看護協会認定部主催，セカンドレベル，神戸看護研修セン

ター，平成１５年　９�月　５�日

１１）　福井トシ子（講演）：「継続教育」，山口県看護協会主催，山口県看護協会研修センター，平成１５年　９�月２０

日～２１日

１２）　福井トシ子（講演）：「母乳育児の主体性」，日本助産師会，大阪府助産師会館，平成１５年　９�月３０日

１３）　福井トシ子（非常勤講師）：「助産管理学」，日赤看護大学

１４）　福井トシ子（講師）：「助産学概論　助産診断」，東が丘看護・助産専門学校

１５）　福井トシ子（講師）：「不妊相談」，母子保健研修センター助産婦学校

１６）　福井トシ子（講師）：「リスクマネージメント」，日本看護協会　認定看護師養成　特定分野　不妊看護

１７）　福井トシ子（講師）：「糖尿病と妊娠」，日本看護協会　認定看護師養成　特定分野　糖尿病看護　

１８）　福井トシ子（講師）：「参加型妊産婦トレーナーズ研修　エンパワーメント」，日本看護協会，継続教育部

主催，日本看護協会神戸研修センター

１９）　福井トシ子（講師）：「リスクマネージメントの実際―リスクを共有するコミュニケーション―」，（社）

日本看護協会沖縄県支部主催，平成１６年　２�月２２日

２０）　福井トシ子（講師）：「母乳相談室開設の実際」，（社）日本助産師会　神奈川県支部主催，平成１６年　２�月

２４日

２１）　福井トシ子（講師）：「健康を守るために支援するシステム　看護師の役割」，三鷹市民大学，三鷹市教育

会館，平成１６年　２�月２８日

２２）　福井トシ子（講師）：「助産師教育のターニングポイント―助産師を受け入れる施設の立場から―」，全国

助産婦教育協議会主催，東京都立保健科学大学講堂，平成１６年　３�月２０日

２３）　篠崎るり子，向　千津子，濱上　誠子（講演）：「性教育講演会」，東京実業高校，平成１５年　７�月　９�日～１０

日

２４）　木下　千鶴（講師）：日本看護技術学会　研究方法セミナー「質的研究の方法と種類」平成１５年１１月

２５）　有江　典子（講演）職能集会において：「児童虐待について」，鳥取県看護協会，平成１５年　６�月２１日

２６）　浦山　絵里（講師）：「看護管理職研修」，東京医大八王子医療センター看護部，東京医大，平成１５年　４�月

１９日～　６�月２８日

２７）　浦山　絵里（座談会）：「ヒューマンネットワーキング第１７５回定例会」，ヒューマンネットワーキング事

務局，八重洲倶楽部，平成１５年　７�月２９日

２８）　浦山　絵里（講師）：「愛知医大スペシャリストコースⅢ」，愛知医科大学看護部，愛知医科大学，平成１５

年　９�月２０日

２９）　浦山　絵里（座談会）：「ウエルネスメディカルコーチング研究会定例会」，杏林大学保健学部����事

務局，杏林大学病院大学院講堂，平成１５年　９�月１４日

３０）　浦山　絵里：「看護におけるコーチング」（インタビュー番組），��世田谷，平成１５年　１�月１１日

３１）　鈴木　由美，草村　有子（インストラクター）：「心電図セミナー」，学研，大阪，平成１５年　９�月２０日～２１

日

３２）　坂元イツ子（講師）：「心電図セミナー」，学研，大阪，平成１５年　９�月２０日～２１日

３３）　浅間　　泉（座長）：パネルディスカッション，西東京���研究会，立川市女性総合センター，平成１５

年　７�月　５�日
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３４）　菊地　直美（インストラクター）：「ナースのための心電図教室」，学習研究社，大阪，平成１５年　９�月２０日

～２１日

３５）　須藤　史子（座長）：第　５�回日本救急看護学会３８）磯山　ふさ（座長）：「東京都看護協会多摩南地区看護

研究発表会」，東京都看護協会多摩南地区，立川，平成１５年　２�月　６�日

３６）　谷井千鶴子（座長）：「看護における呼吸理学療法の現状と問題点（基調講演）」，第　２�回日本集中治療医

学会関東甲信越地方会，東京，平成１５年　８�月３０日

３７）　谷井千鶴子（座長）：一般演題「安全・安楽の援助」，第　２�回日本集中治療医学会関東甲信越地方会，東

京，平成１５年　８�月３０日

３８）　谷井千鶴子（講師）：「看護過程演習」，日本看護協会，東京，平成１５年　８�月　４�日

３９）　谷井千鶴子（講師）：「急変対応セミナー」，エキスパートナース　照林社，東京，大阪，神戸，福岡，平

成１５年　６�月　９�日～１１日

４０）　谷井千鶴子（座長）：「呼吸」（　２�）―肺理学療法―」，第３１回日本集中治療医学会総会，福岡，平成１６年

　３�月　４�日～　６�日

４１）　谷井千鶴子（座長）：「スキンケア・褥瘡対策」，第１３回日本集中治療医学会関東甲信越地方会

４２）　渡邊　淑子（講義）：「移植医療と看護」（救急看護認定看護師），東京，２００３年　７�月

４３）　渡邊　淑子（講義）：「救急領域における感染管理」，日本救急財団，東京，２００３年　８�月

４４）　佐藤　道代，横田　由佳（講義）：「呼吸管理看護支援モデル研究会」，青森県立保健大学主催，青森県立

保健大学，２００３年１１月

４５）　佐藤　道代（講義）：「呼吸管理とスクイージング」，国際リハビリテーション看護研究会，東京，２００３年

　９�月

４６）　佐藤　道代，横田　由佳（講師）：学研ナーシングセミナー「ナースのための心電図教室　基礎編　応用

編」，２００３年１０月１８日・１９日

４７）　横田　由佳（講師）：「救急外来におけるトリアージ」，第　５�回救急看護学会救急看護セミナー，２００３年１１月

４８）　佐藤　澄子（座長）：「周手術期看護」，日本手術看護学会　研究発表，新神戸，２００３年１０月２４日～２５日

＜外部団体役員・委員＞

　１�）　福井トシ子：（社）日本助産婦会　勤務助産婦部会　委員

　２�）　福井トシ子：日本助産学会　評議員

　３�）　福井トシ子：日本不妊看護学会　幹事

　４�）　福井トシ子：日本アロマセラピー学会　理事

　５�）　福井トシ子：日本糖尿病・妊娠学会　評議員

　６�）　福井トシ子：日本看護協会認定看護師査読委員会　不妊看護専門委員

　７�）　福井トシ子：日本糖尿病教育・看護学会　研究・研修推進委員

　８�）　福井トシ子：第１８回日本助産学会学術集会　企画委員

　９�）　福井トシ子：東京母性衛生学会　幹事

１０）　砥石　和子：東京都助産師会　理事　平成１６年　１�月　１�日～１２月３１日

１１）　木下　千鶴：日本新生児看護学会　評議委員　平成１５年　４�月　１�日～平成１６年　３�月３１日

１２）　木下　千鶴：日本看護技術学会　研究活動推進委員　平成１５年　４�月　１�日～平成１６年　３�月３１日

１３）　大藤　智佳：東京都看護協会　広報委員　平成１５年　１�月　１�日～平成１５年１２月３１日

１４）　有江　典子：日本アディクション看護学会（第　２�回大会）　実行委員会　平成１４年　２�月～

１５）　浦山　絵里：私立医科大学病院���連合会　副運営委員長　平成１５年　４�月　１�日～平成１６年　３�月３１日

１６）　浅間　　泉：西東京���研究会　世話人　平成１４年　５�月～

１７）　曽根富久子：東京都看護協会多摩地区　役員　平成１４年　４�月～平成１５年　９�月３０日
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１８）　鳥村　祥子：消化器外科�������　編集同人　１９９８年　７�月～

１９）　須藤　史子：日本救急看護学会　災害看護委員会　平成１４年　４�月～平成１７年　３�月末

２０）　須藤　史子：日本救急医学会関東地方会　編集委員　平成１２年～，看護部運営委員　平成　８�年～

２１）　佐藤　澄子：日本手術看護学会関東甲信越地区　会長　平成１５年　７�月～

２２）　佐藤　澄子：日本手術看護学会　評議員

２３）　佐藤　澄子：日本手術看護学会　教育委員（プロジェクト）

２４）　佐藤　澄子：東京女子医科大学看護学部・認定看護師教育センター（手術分野）教育会委員

２５）　谷井千鶴子：日本集中治療医学会関東甲信越地方会　看護部役員　平成１４年～平成１７年

２６）　谷井千鶴子：日本看護協会看護研修学校　重症集中ケア入試委員　平成１４年～平成１６年

２７）　谷井千鶴子：日本看護協会　看護研修学校教員会委員

２８）　渡邊　淑子：日本救急看護学会　評議員　２００４年まで

２９）　渡邊　淑子：日本救急看護学会　教育委員　２００４年まで

３０）　渡邊　淑子：日本熱傷学会　査読委員　無期
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　昭和５４年１０月に開設されて以来，多摩東部　５�市と２３区西部　３�区の人工２００万人をカバーする中心施設として

の役割を果たして来たと共に我が国に１０施設ほどしかない高度救命救急センターの　１�つとして日本各地の救

命センターから超重症患者（広範囲熱傷など）を受け入れ我が国の救急医療の最重要拠点としての役割もま

た担っている。

　過去　５�年間の　３�次外来における患者受け入れ状況を図に示した。

　平成１５年の患者受入数は１６４７名であり平成１３年より徐々に増加傾向にある。

　平成１５年の受け入れ患者を疾患別に見ると循環・呼吸器系疾患が３０％，脳神経系疾患が１６％，�����が

１６％，外傷１５％の順であり，この　４�疾患で全体の　４�分の　３�を占めており，これはここ数年の動向と同様であ

る。

　熱傷患者は全体の　２�％であるが当院熱傷センターでは広範囲熱傷患者を治療しており熱傷センター開設以

来，日本各地のみならず外国からの患者依頼にも対応しており，常に数名の熱傷患者の治療に従事している。�

１９２

１４．　医学部付属病院

　３ ）　高度救命救急センター

（　１ ）　患者動向

（　２ ）　疾患別分類
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　救命センターに搬入された患者に対する手術件数は，平成１５年では３４８件になる。最も多いものは，緊急開

頭術であり７６件であり次いで全層・分層植皮術の２６件である。

　臨床面のみならず研究面においても様々な研究がなされている。

　代表的なものとして

①主任研究者：島崎修次　　研究事業：医療技術評価総合研究事業

　「救命救急センターにおける避け得た外傷死の実態とその要因調査のための研究」　

②主任研究者：島崎修次　　研究事業：効率的医療技術の確立推進臨床研究事業

　「心臓・脳卒中の急性期における診療機能の向上およびその研修の在り方に関する研究」

③分担研究者：島崎修次　　研究事業：新興・再興感染症研究事業

　「国内での発生が希少のため知見が乏しい感染症対応のための技術的基盤整備にかんする研究」

④分担研究者：村田厚夫　　研究事業：新興・再興感染症研究事業

　「大規模感染症発生時における行政機関，医療機関等の間の広域連携に関する研究」

⑤分担研究者：村田厚夫　　研究事業：創薬等ヒューマンサイエンス総合研究事業

　「皮膚・腸組織の保存」

１９３

（　４ ）　研究

（　３ ）　手術件数
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　杏林大学付属病院は昭和５４年に救命救急センターを開設し，その後，昭和５６年に救命救急センター内に　３�

床の重症熱傷治療ユニットが東京都重症熱傷治療施設として認定されました。熱傷ユニット開設当時は熱傷

専門治療施設が少なく，三多摩地区のみならずそれ以外の東京都内からの患者依頼要請もありました。しか

し，近隣の基幹病院に熱傷ユニットが開設され，徐々に患者依頼要請件数の減少を認めました。

　しかし，平成　５�年の当院救命救急センターの新棟オープンと共に熱傷ユニットを　４�床に増床する運びとな

りました。その増床と共に熱傷患者のための水治療室などの環境整備に努め，平成　６�年に日本で初の米国型

スキンバンクを杏林大学救急医学教室に設立し，徐々に治療予後の改善を果たしました。スキンバンクはや

がて時代のニーズに応え，臓器組織移植センターへとステップアップしました。また細胞培養の基礎から複

合培養皮膚の作成・臨床応用が成功するようになりました。

　熱傷ユニットは徐々に入院患者数の増加を認め，平成１２年には看護体制も救命センター集中治療室から独

立し，熱傷センターとしてステップアップして再スタートとなりました。熱傷センター（����������

���������）は，医師，看護師のみならず栄養士，理学療法士，作業療法士，ソーシャルワーカー等の熱

傷に関わる多様な職種が集う週　１�回の定期的カンファレンスを持ち，各患者毎のきめ細やかな医療計画を検

討しています。

　平成１５年度（２００３�４�１から２００４�３�３１までのデータ）の熱傷患者は，入室数合計４３名であり，入室経路，入

院期間，転帰を以下に呈示します。

１９４

１４．　医学部付属病院

４）熱傷センター

入院経路

２８�������

　６　１�・　２�次

　８転院入院

入室期間

３０（１―１３３）平均（範囲）

転帰

１７軽快退院

１７転床

　２転院

　５他科転科

　１死亡
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　杏林大学では，臓器・組織移植が医療として普及することを想定し，これに先進的に取り組む為に，平成

１１年　４�月　１�日，日本で初めて臓器組織移植センターを設立しました。設立以来，以下のような活動を積極的

に行ってきましたのでご報告します。

�臓器組織移植センターの役割

　高度救命救急センター，ひいては杏林大学病院における脳死下臓器提供を円滑に行えるよう，本センター

が日本臓器移植ネットワーク（以下���と略）と杏林大学病院を結ぶ院内コーディネーター役を務めてい

ます。これはすでに本邦で第　７�例目となる脳死下臓器提供例で実証されました。また，心停止下での腎臓提

供については，センター設立以来　４�名の方にご提供いただき，計　８�例の腎不全の方々に移植がなされました。

全ての手術が成功し，透析を離脱されていると報告を受けています。

　平成１５年度の組織提供件数は，皮膚・角膜・骨・心臓弁・血管がそれぞれ　１�件ずつありました。

�臓器・組織移植センターの臓器組織提供・移植に関するワーキンググループ設置

　杏林大学病院内における臓器組織提供・移植に関する事例において，提供者の意思を尊重できる体制を整

備すること，及び院内の医療従事者等に対し，移植医療についての意識を高めることを目的として，臓器組

織提供・移植に関するワーキンググループを設置しました。このワーキンググループは臓器・組織提供に至

る過程を分析し提供の可能性があったにも関わらず提供に至らなかった原因を明確にし，その問題を解決さ

せるためのプログラムを作成して，院内で円滑に対応できるようにするドナーアクションプログラムを進め

ています。

　現在までにプログラムの一環である医師・看護師を対象とした臓器移植に対する意識調査が終了しました。

また，臓器組提供・移植に関する勉強会を既に　３�回行っており，今後も継続して行っていきます。

�組織移植センターの活動について

　組織移植コーディネーターが常時　４�名待機し，皮膚，角膜，骨，心臓弁・血管等の提供に関する手続きや，

摘出手術への立会い，またご家族への対応，フォローアップ等を行っています。また，スキンバンク，アイ

バンク，骨バンクの組織バンクが設立され，特にスキンバンクは年間約１５００枚（　１�枚当り約������）の皮膚

を凍結保存し，全国の広範囲重症熱傷の患者の治療に役立てるようスタッフが２４時間体制で保存・供給に取

り組んでいます。

�臓組織移植センターと教育

　杏林大学保健学部での講義を世界で初めての医科系大学における講座である「移植コーディネーター概論」

の講義を保健学部で行っています。現在の日本の移植医療を支える諸先生方に講義をお願いしており，本年

度も約５０名の受講者が熱心に勉強されています。

�日本組織移植学会の事務局として

　全国の組織移植を行っている施設が参加し，２００１年に日本組織移植学会が設立されました。本センターで

はこの学会の事務局として全国の施設を結ぶ役割をはたしています。本学会では，組織移植にかかわる倫理

的問題のガイドラインを始め，組織移植の周知とクオリティの向上に向け努力しております。

�東日本組織移植ネットワークの事務局として

　東日本での組織移植を包括的に行うネットワークとして東日本組織移植ネットワークがありますが，本セ

１９５

　５ ）　臓器組織移植センター
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ンターでは事務局を兼ね，���と連携して組織移植情報のコーディネーションを行っています。また，コー

ディネーターの教育にも力を入れており，積極的に研修を受け入れています。本年も　５�月より西日本組織移

植ネットワークの　２�名の���に対し研修を行いました。

�日本スキンバンクネットワークの事務局として

　１９９４年に東京スキンバンクネットワークが設立され，関東のドナー情報に対する摘出チームの編成や摘出

皮膚の保存，供給を行ってきました。しかし，その活動範囲は関東にとどまらず，日本全国へと更に拡大し

てきたことを受け，２００４年　６�月，東京スキンバンクネットワークは日本スキンバンクネットワークへと名称

を変更し，引き続き事務局業務を行っており，日本のスキンバンクシステムを担う重要な活動を行っていま

す。

�日本熱傷学会への貢献（スキンバンク講習会）

　日本熱傷学会スキンバンク委員会では，１９９９年にはじめて「スキンバンク摘出・保存講習会」を開催致し

ました。その講師として，本センター員が派遣され，摘出，保存，供給等のスキンバンク業務の講義を行っ

ています。毎年約４０名の受講者があり，今後のスキンバンクの発展と普及に役立っています。

�啓発活動

　臓器・組織提供を一般の方や学生にわかりやすく，移植医療を知ってもらうという目的で臓器移植と組織

移植についての講演を行わせて頂きました。また，杏祭では���と共に移植医療についてのブース展示を

行いました。パンフレットを置いたり臓器提供意思表示カードを配布したりと，普及啓発活動を行っていま

す。

　また，移植者が参加するマラソン大会の会場や，関連学会などでも，ブース展示を行ったり，ボランティ

ア活動を行ったりして普及啓発活動に努めています。

１９６

１４．　医学部付属病院
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　総合周産期母子医療センターとは，母体・胎児集中治療室を含む産科病棟および新生児病棟を備え，常時

母体および新生児の受け入れ体制を有し，ハイリスクの妊娠・分娩，ハイリスクの胎児・新生児に対し高度

の周産期医療の提供できる施設である。当センターは，平成　９�年１０月より東京都の総合周産期母子医療セン

ターに指定されており多摩地区唯一のセンターとして機能している。

　周産期母子医療センターは，母体・胎児集申治療室（�����）１２床とその後方ベッド２４床の計３６床，新

生児集中治療室（����）１５床とその後方ベッド（���）１８床の計３３床よりなる。母体・胎児，新生児の一

貫した管理を２４時間体制で行っている。�����は常勤医師　７�名・当直　２�名体制で，����は常勤医師１０名

当直　２�名体制で診療にあたっている。

　内容ハイリスクの母体胎児ならびに新生児を母体搬送，新生児搬送にて２４時間体制で受け入れ，最新の医

療設備，技術を駆使して診断，管理，治療を行っている。母体胎児は，妊娠中の母体で集中管理の必要な患

者（妊娠中毒症，多胎妊娠，胎盤位置の異常，切迫早産，合併症のある妊婦），妊娠中の胎児異常を伴うもの

（子宮内胎児発育遅延・胎児奇形・切迫胎児仮死），産後の母体で集中管理の必要な患者（産後出血，ショッ

ク，産科���，子癇発作）を対象としている。新生児は低出生体重児，集中管理が必要な児（呼吸障害，重

症黄疸，重症仮死，心疾患，重症感染症，多発奇形，染色体異常，代謝障害，術後管理の必要な新生児）な

どを対象としている。

　周産期の種々の問題に関し幅ひろく研究を行っている。とりわけ切迫早産，母体搬送・新生児搬送のタイ

ミング，胎児異常における胎児診断・胎児治療，母児感染，呼吸障害児の人工換気法，慢性肺疾患の発症機

序，発育・発達のフォローアップにつき取り組んでいる。

　平成１５年度には���の改築工事が行われ，その結果，����が１５床に増床し，���が１８床となった。工

事の間入院制限を行ったため，例年に比べ入院数は若干少なくなっている。周産期センターの平成１５年度の

実績は，分娩数は７７０件　（２２―２３週：　１�件，２４―２７週：１６件，２８―３６週：１１２件，３７―４１週：６２８件，４２週―：１３

件），母体搬送８３件（受け入れ不能７３件［母体搬送受け入れ率５３．２％］）であった。また，����（含���）

の入院件数２３９件（�����未満：５０人［内�����未満１９人］）であった。多摩地区における総合周産期センタ

ーが当センター　１�ケ所であるため，母体搬送の依頼が多く，昨年度は依頼件数の半数しか受け入れができな

い状況であった。総合周産期センターの性格上・母体搬送による周産期管理が最優先されることから，母体

搬送の受け入れを最大限に行っており，����のベッドは　３�床増床したにもかかわらず常に満床の状態で，

他院にて出生したハイリスク児の新生児搬送依頼の大半は断わらざるを得ない状況であった。

１９７

　６ ）総合周産期母子医療センター

（　１ ）機能

（　２ ）組織

（　３ ）診療

（　４ ）研究

（　５ ）診療実績
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　腎・透析センターは第一内科の����，Ｂ病棟を中心に多くの診療科の病棟の患者を対象として集約的な血

液浄化療法を行っている。１０月現在の患者の所属する診療科は心臓血管外科　２�名，第　２�内科　１�名，第　３�内科

　２�名，整形外科　１�名，脳外科　１�名，眼科　２�名，高齢医学　１�名，泌尿器科　１�名である。毎月平均１７名から２２名

の患者が各診療科の病棟から腎・透析センターへ出棟している。一方，外来通院での慢性血液透析例は全体

の半数を下回る状況がすでに定着している。主な治療対象は糖尿病性腎症が最も多く，次いで慢性糸球体腎

炎による慢性腎不全，また膠原病，血管炎症候群に続発する腎障害，多発性嚢胞腎などである。全身性エリ

テマトーデスなどの膠原病を対象とした免疫吸着療法，肝不全に対する二重濾過膜による血漿交換など多彩

な血液浄化法を行っている。ここ数年は第　３�内科の協力を得て，潰瘍性大腸炎に対する顆粒球吸着療法を積

極的に行っている。

　本学の腎・透析センターは多摩地域の中核的透析施設としての役割を担っている。血液透析導入後に病状

が安定した患者については積極的に近隣の施設や夜間透析をおこなっている施設へ逆紹介している。三多摩

腎疾患治療医会（会長：長澤俊彦学長）は今年度も　２�回開催され，診療技術の向上や知識の普及，情報交換

の場として地域医療に貢献している。今年度も　４�施設が新たに加入し，会員施設数は８１施設に達している。

　当センターには透析液中央供給装置�����より透析液の供給を受けるコンソール１９台，������より透

析液の供給を受けるコンソール　４�台がある。また，同フロアーに単身用透析装置������　１�台，������　２�

台を設置している。今年度は血漿交換専用機を新規に　１�台購入した。また逆浸透圧装置（Ｃ形式：

�����������	
）によって水道水の水質の影響を受けることのないより安全な透析液の供給を行うことが

可能となっている。将来は透析液供給装置を新規に購入して二台の透析液供給装置を一本化する予定である。

また，平成１７年度予算には���監視装置の新規購入予算を計上する予定である。また，院内オーダーリン

グシステムに対応出来る様に体重計，除水設定，血圧測定，記録簿などの��化を推進している。

　腎・透析センターはほぼ常に満床の状態にあり，入院患者に関しては必要に応じて午後からの　２�透析で対

応している。�������体制による透析はすでに日常業務となっている。病棟から出棟する透析患者でも����

や敗血症などの重症感染症例が増加しており，個室透析室を感染予防に有効に活用している。

　平成　９�年　４�月から����を開始し，現在は　３�名の患者が����を継続中である。����の新規導入例に

はクリティカルパスを導入した。

　医学部　５�年生の第一内科での病院実習期間中に腎・透析センターの見学とスモールグループごとの透析ク

ルズスが行われている。第一内科腎グループの助手が中心になって実務の指導を行っている。

　本学の腎・透析センターは財団法人腎研究会が主催する透析療法従事職員研修の実施医療施設に指定され

ている。平成１５年度は熊本大学から研修医師を　１�名受け入れた。また，東京電子専門学校からの依頼を受け，

毎年　６�名程度の臨床工学技師の実習生を受け入れている。

　主な臨床研究のテーマは以下のとうりである。

　①維持血液透析例の赤血球膜脂質の過酸化とその病態の解明。

　②慢性血液透析例の代謝性骨格筋障害の研究――副甲状腺ホルモンと骨格筋カルニチン量，カルニチンパ

ルミチルトランスフェラーゼ活性との関連について。

１９８

１４．　医学部付属病院

　７ ）腎・透析センター

（　１ ）腎・透析センターの現状

（２）新規設備と診療実績

（３）教育課程

（４）研究活動
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　③血液透析による血漿アルブミンの還元とその機序について。

　④血液透析による含硫アミノ酸の代謝について。

　⑤アルブミン分子の糖化と血管病変の関連について。

　⑥血液透析導入患者の看護とクリティカルパスの応用。

　退院後の関連施設への患者の逆紹介が効率良く行われており，新規透析導入患者数は年間約５０名以上に達

している。従来の方針どうり，外来通院の患者数が徐々に減少し，入院透析例の増加に対応出来ている。今

後は専門施設としての医療の質と専門性をさらに高めること，臨床研究の発表と報告をさらに増加させるこ

とが目標である。

１９９

（５）自己点検，評価
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　院内で発生した重症患者で，かつ，社会復帰が大いに望める患者を対象とし，　１� つの病棟に集めて集中的

な治療を行うのが目的である。具体的に対象となる患者は内科系，外科系を問わず，機械的人工呼吸，血液

濾過透析，低体温脳保護療法，不整脈監視などが必要な，一般病棟に入院している患者である。

　集中治療室は，集中治療室長，副室長，看護師長，利用する各診療科の委員，臨床検査技師，臨床工学技

士からなる運営委員会の決定に基づき運営されている。

　入退室管理業務に関しては，麻酔科医師　５�名で平日昼間を担当している。夜間，休日の管理業務は麻酔科

医　８�名に加え，集中治療室を利用する各診療科医師，約１５名が交替で当直をして行っている。患者の診療は

各科の主治医，研修医が直接担当する。平成１５年度の配置人員は看護師２９名，事務員　１�名，助手　２�名，臨床

検査技師　１�名，臨床工学技士　１�名である。病床数は　８�ベッドで年間，延べ患者数は約２９００名である。

　医学部学生は麻酔科ベッドサイド実習および各科臨床実習の際に集中治療室を見学する。大きな侵襲を伴

う癌根治手術後，心臓手術後，心筋梗塞，心肺脳蘇生，重症感染症，多臓器不全などに対する最先端で高度

な管理を見学し理解を深める。各診療科に共通するような集中治療医学の基本的な教育については，麻酔科

が医学部学生に行っている。臨床実習に先立つ各科の系統講義で集中治療というものが充分，理解されてい

れば，ベッドサイド実習の効果があがると思われる。麻酔科の系統講義においては機械的人工呼吸，血液濾

過透析，低体温脳蘇生療法など最新の知識を学生に提供するよう努力している。

　一方，研修医の卒後教育は各診療科の指導医にゆだねられており，敗血症，多臓器不全に関する基礎的な

知識や患者の鎮静に関する認識がより徹底されるべきである。患者の予測死亡率を考えながら尊厳死の問題

に配慮した治療ができる医師の育成が望まれる。

　集中治療室は現在，　８� 床で運用されているが，入室を希望する患者を全て収容できず断る場合が多いのが

現状である。隣接する���を後方ベッドとして利用することにより，長期在室者を減らし，新規入室患者

を増やすことを行っている。大学病院の規模と社会的役割から考えると集中治療室として全入院患者数の　２�

％，すなわち，２０床前後のベッドが必要である。新しく建設される中央棟にはストローク・ケア・ユニット

および冠状動脈疾患集中管理室を含む１８床の���を計画中である。

２００

１４．　医学部付属病院

―　　―２００

　８ ）集中治療室

（１）理念および目的

（２）組織および構成員

（３）学生および研修医教育の現況と問題点

（４）到達目標と達成評価
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＜基本理念＞

　人間ドックにより生活習慣病を早期に発見し，健康教育を通じて，生活習慣の予防，健康維持・増進を計

ることを目標とする。

＜特徴＞

　大学病院に付属した組織であるため，�大学病院の高度診断技術を利用する，�異常所見に対する再検や

精査，あるいは専門外来への紹介をスムーズに行う，�受診者に適切な健康教育を行う，ことを目指してい

る。

＜組織＞

　専任医師　１�人，兼任医師　７�人（総合医療学　３�人，衛生学公衆衛生学　４�人），兼任課長　１�人，兼任師長　１�人，

専任看護師　１�人，栄養士　１�人，事務職員　２�人，看護助手　１�人。その他中央施設並びに各診療科の協力を得て

いる。

＜業務内容＞

　人間ドック，健康教育（保健相談，食事指導など）

＜実績＞

　受診者総数は１１４４人（男性７４７人，女性３９７人）で，その内訳は，�一泊二日コース２５８人（男性１８０人，女

性７８人），�一日コース（肺，女性コースを含む）５２６人（男性２８７人，女性２３９人），�一般コース３６０人（男

性２８０人，女性８０人）であった。

　精査並びに診療のため，当院専門外来へ紹介した人数は３９４人であり，紹介率は３４％であった。

＜研究活動＞

　人間ドック受診者のメタボリック症候群の動向について調査した。

＜まとめ＞

　今年度は受診者が微増であった。次年度は保健相談（禁煙指導を含む），食事指導を更に強化し，受診者か

らの希望の多い上部・下部内視鏡，胸部��，頭部���検査に加え，頸動脈エコー，腹部��，内臓脂肪検

査なども効率良く行いたい。また可能であれば骨粗鬆症や男女の更年期などについても対応できるようにし

て，受診者を増やすとともに，受診者の健康維持・増進に貢献していきたい。

２０１

　９ ）　健康医学センター
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　病院病理部は杏林大学附属病院の外来・入院患者の病理診断を担当している。種々の臨床検査の中でも病

理学的検査手法にもとづく病理診断は，疾患の最終診断（確定診断）と位置づけられており，病院における

診療の要となっている。

　病理診断は組織診・細胞診に大別される。おのおの検体採取法や標本作製方法が異なるが最終的には病理

医によって診断が下される。細胞診では細胞検査士との共同作業で診断が行われる。

　病理診断は供される検体が採取される際の患者の状況によっていくつかにわけられる。生検（バイオプシ

ー）は病変の一部を採取することによって診断を確定する目的で行われる。胃生検，肺生検，子宮頸部生検

などの検体数が特に多い。手術によって摘出された検体の病理診断では生検で下された診断の再確認と，病

変のひろがりの検索が行われる。切除断端に病変が及んでいれば追加治療が考慮される。臨床医の肉眼レベ

ルでは認識しえない微小な所見は病理医による顕微鏡的観察でみいだされることもしばしばある。したがっ

て，手術中に病変のひろがりなどをチェックするために迅速診断が頻繁に行われる。不幸な転帰をとった患

者の病理解剖も病院病理部の重要な業務である。これによって，個々の患者の経過中の臨床的問題点を解明

してゆく。

　病理診断は当該病変の内容を質的に明らかにすることが第一の目的である。そして，その判断にもとづい

て，その病変をどう解釈するか，その病変を持った患者をどう扱うかを考慮するにあたっての重要な判断材

料を提供しているわけである。これらについては受持医とのディスカッションの中で検討がすすめられる。

受持医との対応は個々の担当医間で行われる場合もあれば，定期的に医局単位で臨床各科とのカンファラン

スとして行われる場合もある。現在１０種類をこえるカンファランスが病理と各科との間で定期的に開催され

ている。

　病院病理部の医療への直接の関わりは，①病理診断業務，②受持医，臨床各科へのメディカル・コンサル

テーションの　２�点に要約される。これらを遂行すべく，医学部病理学講座に所属する医師は全員が病院病理

部を兼務するというシステムになっている。２１世紀へ向かっての病理学は，医療へのコミットを抜きに存在

しえないという認識のもとに病理学部門全体が運営されている。現在，病理専門医（日本病理学会）１１名，

細胞診指導医（日本臨床細胞学会）　２� 名を含め１２人の病理医が診断を担当している。この他，臨床検査技師

１０名，内　４�名は細胞検査士資格保有者，事務職員（臨時）　１� 名が配置されている。なお，毎年数名の研修医

の受け入れが可能であり，病理学を志す方々は常に門戸をひらいている。

　病院病理部は以上述べたごとく医療の一翼を担う重要な責務を負っている。現在臨床研究棟の地下一階に

あるが，平成１７年には中央病棟に移設されることになっている。

２０２

１４．　医学部付属病院

１０）　病院病理部
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表　１ 　検体の種別による標本作製業務内容の年次推移（１９９２年～）
剖検手術材料生検材料免疫染色迅速診細胞診組織診

免疫染色組織化学ブロック数症例数免疫染色組織化学ブロック数免疫染色組織化学ブロック数（件数）（件数）（件数）（件数）
１３９２１，６４３２１１２３４１２，５２６５，７９５１９９２
１４９２，２８６５，３５８２３，２４０２９８２２３１２，８４３５，８４９１９９３
１３７１１，８１７２，３３７６，５３２１３，６３５２９８２５９１４，０５０６，６９１１９９４

１２７２，６７０４，１１１１４５７５６３，３５０１４，２８９１，５６３６，７５６１５，６８８２５８２８０１３，９１８７，３５０１９９５
１４１２，４７４２，８２６９８１，３４１４，１２５１６，８２３１，６１３７，３０１１７，０９０４０３３８４１４，５２２７，５３３１９９６
３８１４，４７７４，４３６１２９１，７４２５，４２７１５，３６２２，６６６７，１８４１６，３１１５２８３７０１４，７２７７，３４３１９９７
３８２３，７０５４，５５９１０８１，５７７３，９１４１３，９９０２，７８５６，９２７１８，１１７５０３３４２１４，８０４７，５８５１９９８
６０９３，７５４３，６８３９０１，１３８２，８５９１２，０５１１，４８５７，７７８１５，７１０３６２３３７１４，７８８７，５０９１９９９
２７４２，８１９３，２６７８０１，３０２３，１９７１２，３７０２，０８４８，２８２１６，５１８４９１３２９１４，５７２７，６１７２０００
１８６２，８９１３，３１０７２１，１９４３，３６１１３，２７７２，３４６８，６１７１８，２２６５６２３７２１５，１３９７，９１８２００１
１０９２，２８１２，７８５８０８５５３，６０２１２，２８９２，６４４１０，１８４２０，４５３６３６３８８１５，８４５８，１０８２００２
５６３４，７１７５，１２３８８２，４６１３，６７１１５，２０９３，３７０１０，８４１２２，９４７８５８３９８１６，９９４８，７７５２００３

表　２ 　検査の種類別にみた標本作製件数（２００３年）
他院診断

手術材料生検材料
免疫迅速細胞診組織診

免疫化学組織化学ブロック数免疫化学組織化学ブロック数
５１１９２７１８３３１７９７３２１８０１５４３４１３４４６７０　１�月
８９０３５６１４４０３０２８８４２０７０５６４０１２６１７２４　２�月
３１３９２２３１０８７２３２９５０２１０５５６２７１４０９７４２　３�月
１０４８１５１６８６２８３９１３１８６７５７３５１４０３７０３　４�月
４９４３５１１２５１２５３８８５２２７０５０３８１４０６６９０　５�月
６１２０３９２１００６３４３１０１４２４６７７８３３１５５５７９４　６�月
７１１５８３３５１０８９３４３８８７２３１６８６３４１４４１８２７　７�月
４１３４２６０１４６５２８９９１３１６６４８９２８１３３３７２８　８�月
４１０２３２６１３９０３１８９３０１５０４９０３２１４７６７１４　９�月
１０１０６３３７１７６２２３２１００６１７９０７０３６１５５９８０７１０月
７１４８２９８１５０４３５０８６０１５２７８５２８１３２５６８５１１月
５２０３３７１１６９６２４６８６７１５６６８７３３１４８２６９１１２月
７３２４６１３６７１１５２０９３３７０１０８４１２２９４７８５８３９８１６９９４８７７５合計

表　３ 　臓器別にみた細胞診検体数（２００３年）
比率（％）合計１２月１１月１０月　９�月　８�月　７�月　６�月　５�月　４�月　３�月　２�月　１�月
５９．０％１００３３９１３７９６８７５８９１８０５８３２９５６７８６８３２７９２７２６８２９婦人科
８．６％１４６４１１１１２７１６３１３３１２２１３４１３０１２５１１８１３５８５８１呼吸器
２．１％３５７２２２７４０３６３３２６２７２９３６３３２８２０（内訳：気管支鏡）
２．１％３６４２１２０３１３４３４４４３８２２３６２５３２２７胸水
２．５％４２１４１２８４４３７２９５２３４３４２１３６３０３５腹水
０．５％８６４３８１０８９８４４９４１５胆汁
１．１％１８７１４２４２６１８１５１９１６１５１１１１１７１髄液
０．１％１８１０２１２４４０１１２０心嚢液
１９．２％３２６７２８０２３６２８８２５２２４０２５８２７９３０４２８０３０７２７２２７１尿
３．４％５７７４６４０７０５０４１４３４３６３４６５６４３３６穿刺吸引
０．１％１４４２０１０１００１１１３消化器
１．０％１６５１４２１１４１５１１１７１４１５１８６８１２その他
２．３％３９８３２２９３８３４２６２８３３３８３５３０４１３４迅速

１００．０％１６９９４１４８１１３２６１５５９１４７６１３３３１４４１１５５５１４０６１４０３１４０９１２６１１３４４小計

表　４ ．剖検症例における標本作製（２００３年）
免疫化学組織化学ブロック数薄切例数剖検数
５２２０２３０１０Ｂ　１�

８　１�月
８９５１０７５　２�Ｆ
１４３０７４５３１１Ｂ　１�

３　２�月
３７４１１５５　２�Ｆ
６４１８８３２４１４Ｂ　１�

１１　３�月
０９４１３１４　２�Ｆ
１０２８４４２６１０Ｂ　１�

６　４�月
２２４０２４８８　２�Ｆ
４０２５２８４５Ｂ　１�

１０　５�月
１４９９６９４　２�Ｆ
４５３２８３００１０Ｂ　１�

７　６�月
３２１５６１２９１０　２�Ｆ
３３６６２６６９Ｂ　１�

１０　７�月
０６０２　２�Ｆ
５１９７３８５７Ｂ　１�

１　８�月
５１５９１８４５　２�Ｆ
８７４９１２Ｂ　１�

９　９�月
０５３２０７　２�Ｆ
１４１９０２０５９Ｂ　１�

８１０月
７９１２４１８１９　２�Ｆ
２０６２６３０４１７Ｂ　１�

７１１月
１０８１０５９２８　２�Ｆ
８０３３８５２０１２Ｂ　１�

８１２月
４１４２２５９６　２�Ｆ

５６３４７１７５１２３１８９８８合計
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�臨床（患者）サービスの徹底

�研究活動の推進

　平成１５年度の検査部全体の組織構成は平成１４年度と大きな変化はないが，検査部構成員総数は退職者未補

充により，平成１４年度の９１名から９０名へ削減した。（総技師数７２名）

　各部署の構成は下記のとおりである（平成１６年　３�月現在）。

管理室：部長（医師）　１� ，技師長　２�，副技師長　１�，検査助手　１�，　事務員　２�

検査情報室：副技師長　１�

感染情報管理室：副技師長　１�，技師　１�� 管理系　計１０名

検体検査系：医師　１�，係長技師　２�，主任技師　５�，技師２６� 計３４名

生理検査系：医師　１�，係長技師　１�，主任技師　４�，技師１３，検査助手　１�，事務員　１�� 計２１名

外来検査室：主任技師　３�，技師　７�，� 計１０名

臨床系（���・���・��・臓器組織）：主任技師　２�，技師　４�� 計　６�名

院内出向（耳鼻科）：技師　１�名� 計　１�名

出向：技師　１�名� 計　１�名

� 検査部構成員合計　８３名

委託メッセンジャー：　７�� 検査部構成員総計　９０名

　また，検査室の業務連携の推進を目的として，検査部内の検体系，生理系検査室の呼称を以下のように変

更した。

��検体　１�部：生化学・免疫血清・一般検査

��検体　２�部：血液・救急・輸血検査

��生理　１�部：循環器・呼吸・脳・神経検査

��生理　２�部：超音波検査

��外来検査室：採血・迅速・心電図検査

��感染情報室：新規

　平成１５年度は臨床サービスを徹底させるために平成１３年から取り組んでいる重点項目の①検査の迅速性お

よび②検査の信頼性（精度管理）の確保，③積極的な臨床支援の展開および④医療安全の確立についてさら

なる向上を目指し，病院機能評価受審に向けて態勢を整えた。

　①検査の迅速性の向上：平成１２年度より検査部では病棟への結果報告を迅速化するため，ルーチン検査の

早朝稼動を実施し，早朝に集中する救急検査室への負荷を低減することで対応している。今年度はさら

なる改善策として早朝に大量に提出される救急検体を高速検体処理のルーチン検査装置で処理させるこ

とで結果報告の短縮を図った。また外来臨床各科の救急・迅速検査の����������	
�の改善に関しては，

受け付け待ち時間を短縮し，受付担当者が受付業務に専念できるよう，窓口にお見えになった患者様へ

の対応，検査オーダー漏れなどは管理職が中心となり対応し，また容態が悪く緊急性の高い患者様につ

２０４

１４．　医学部付属病院

１１）中央検査部

（　１ ）基本理念

（　２ ）組織および構成員

（　３ ）臨床サービスの徹底
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いては案内・誘導担当の技師が積極的に関与し採血待ち時間を極力，減らす運用とした。

　②検査の信頼性の確保：検査データは診断や治療の指標として��������の一翼を担っていることから，そ

のデータ保証は検査部の重要な使命であり責任でもある。検査部では信頼度の高い検査結果を報告する

ために検体採取から結果報告までの一連の検査工程を体系的に管理する目的で精度管理委員会の主導の

もと，作業マニュアルの作成，検査データのリアルタイムチェック法やパニック値の再検討，データに

かかわるインシデントリポートの解析などを行っている。また他施設とのデータの互換性を保つ目的で

日本医師会，日本臨床検査技師会主催のコントロールサーベイにも積極的に参加し，良好な成績を残し

ている。輸血検査の信頼性確保の一環とし，今年度は夜勤・日直技師による血液型判定のダブルチェッ

クのマニュアル化と完全徹底を実現した。また夜勤・日直技師の感染症検査の判定と結果入力について

のダブルチェックを徹底した。

　　また，今年度は病院機能評価受審にむけて標準作業書，各検査室業務マニュアル，精度管理マニュアル，

救急検査マニュアル，輸血マニュアルの作成と点検に重点をおき，各検査室のマニュアルを常備する態

勢を整えた。

　③臨床支援の拡充：検査部では信頼性の高い検査結果を迅速に提供することはもとより，特定機能病院の

検査部として単なる検査データの提供にとどまらず，より積極的に臨床支援態勢を拡充してゆくことが

重要であると考えている。

　これに関連して

　　　１�）外来心電図検査室の開設：外来棟　３�階採血室を改修し，心電図検査に対応を可能とし，御高齢の患

者様や���低下の患者様の負担を軽減するとともに，診察前心電図検査，至急心電図検査の迅速化

を実現し臨床サービスに貢献した。

　　　２�）輸血検査室機能の拡充：臨床検査医学教室の清水勝先生，大西宏明先生のご指導により，より安全

な輸血検査をめざした検査技術・知識レベル向上への取り組み，積極的な輸血関連情報の発信，輸血

療法に関する啓蒙，教育活動の拡充などに取り組んだ。特に昨年度から大西宏明先生を中心に造血幹

細胞移植のための細胞処理機能を担うことで，臨床へのさらなる貢献を果たしている。

　　　　また１４年　４�月から当検査部は輸血専門医指定教育施設に認定されている。

　　　３�）生理検査関連：検査部では���，���，手術室において検査業務を担当し，臓器移植にかかわる

“脳死判定のための脳波検査技術”を有する技師を配置している。外来棟耳鼻科検査室では聴力・平衡

機能，���検査を担当させているが，今年度はさらに　１�名の技師に耳鼻科検査を修得させ，耳鼻科

検査への対応担当者を　３�名に増強した。また昨年度から開始した脳外科術中モニタリング検査，およ

び心臓カテーテル検査（電気生理学的検査：���）について各　１�名の専門技師を育成した。

　　　　また当検査部は超音波専門医指定研修施設に認定されている。

　　　４�）院内感染対策への係わり：検査部では平成１３年度に発足した���������	
������	���（���）へ微

生物検査室から　２�名の委員を配していたが，今年度は感染情報室として独立させ，検査結果情報（感

染症の起因菌，抗菌薬感受性試験）をもとにした���への支援活動をさらに推進する態勢を整えた。

　　　５�）地域医療との連携：関連病院へ超音波検査を支援する目的で　１�名の技師を出向させている。

　　　６�）人間ドックへのかかわり：人間ドックは予防医学として重要な役割を果たしているが，検査部では

早朝採血，超音波検査，心電図検査，呼吸機能検査などの検査を担当しドックの診療活動を支援して

いる。

　　　７�）ベッドサイドでの検査支援：検査部では心電図検査，骨髄穿刺などの病棟出張検査に加え，全病棟

を対象に検査システムを用いた採血管の事前準備を行うとともに，����・���の血液ガス測定装置

の出張メンテナンスを行うなど，ベッドサイドでの検査支援も行っている。

２０５
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　　　８�）その他：上記の他に臨床への情報発信の手段として隔月で情報誌「けんさ」を発刊し新しい検査の

紹介，検体採取上の留意点などや検査部の動向などの情報提供を行っている。情報誌「けんさ」は各

検査室の若手を中心した情報ネットワーク委員会で検討・合議されたものを掲載している。

　　　　また検査部のサービス向上を目的とした検査部サービス向上委員会を設け，定期的に開催している。

　④医療安全

　　　平成１４年度より検査部リスクマネージメント委員会を設け，定期的な開催を実現した。検査部リスク

マネージメント委員会の特色は，検査部イントラネット上に電子ヒヤリハット報告システムを導入した

ことでヒヤリハット報告数は飛躍的に増加した。委員会ではこれらのヒヤリハット報告を検討し，人は

ミスを犯すものとの原則で改善策を検討し，現場にフィードバックしている。この中で最も大きな改善

例は検査部のシステム担当者が開発した外来患者様の採血業務支援システムである。このシステムは採

血時に試験管を照合することにより患者取り違え，担当者の採血漏れの防止，過去の採血トラブル情報

の掌握ができるようにしたものである。このシステムとは別に，前回値チェックにより検体取り違えが

疑われた場合には血液型検査を実施して本人確認をすることを実施している。

　社会経済環境の悪化や医療費抑制により，病院経営は慢性的に圧迫されており，平成１５年度から�������

の　１�部導入が実施された。中央検査部においては運営の効率化を目指して，業務改善への具体的な取り組み

を行っているが，昨年度年に運営の効率化を目的として　２�病棟地下　１�階の一般検査室を　２�病棟　１�階生化学・

免疫検査室に吸収・統合したが，検体受付業務の見直し，検体搬送および自動分析器での測定のさらなる検

討を行い，検査の迅速化，人員の適正配置を実施した。

　また平成１３年度より収支改善の取り組みとして始めた不採算・低採算項目の外注化，業務委託組替，検査

試薬・消耗品の節減努力，退職者未補充・出向などによる人件費抑制を継続しておこなった。

　平成１５年度の検査実績は各検査室の検査件数として表　１�に示すとおりである。

　平成１５年度に導入された装置は表　２�のとおりである。

　年度目標は例年どおり次の　１�）～　５�）の大項目を継続事業とし，これらの年度目標のうち　１�）臨床サービ

スの向上では検査結果の迅速化，精度管理の徹底をはかるとともに，外来検査室の受付部門を強化し，受付

待ち時間の短縮と案内誘導の充実をはかった。さらに臨床検査医学教室の医師との連携により，造血幹細胞

輸血を業務として軌道にのせた。　２� ）検査部運営の改善では，検体系・生理系でそれぞれ統合整理を進め，

　１�名の人員減にかかわらず，平成１３年度から開始した耳鼻科への技師派遣，関連病院への超音波検査の出向，

脳外科術中モニタリングおよび心臓カテーテル検査（電気生理学的検査）への技師派遣などの臨床支援を実

現している。さらに臨床検査医学教室から積極的な指導体制の強化により検査の質・安全管理の向上につな

げ，検査査部内の効率化を推進したと同時に，臨床サービスの面でも貢献できたと思われる。

　　１�）臨床サービスの向上

　　２�）検査部運営の改善

　　３�）卒前，卒後教育

２０６

１４．　医学部付属病院

（　４ ）業務改善

（　５ ）検査実績

（　６ ）機器の整備

（　７ ）年度目標と達成評価



―　　―

　　４�）研究活動

　　５�）地域医療への貢献

２０７

表　１ ．平成１５年度臨床検査件数（２００３年　４ ／　１ ～２００４年　３ ／３１）

合　　計外　　来入　　院救命救急センター検査室

２，２９８，９７７１，１８６，３８８１，０８０，３３０３２，２５９生化学

２１５，６４３１６２，９６３５１，３１６１，３６４免疫・血清

３８８，５８８１７６，３５６２０４，８０６７，４２６血液

１３１，６２５７３，５７０５４，５６５３，４９０一般

７８，８６２２１，２１７４９，８８８７，７５７細菌

９２１，９２２３５８，２３５３７９，８２５１８３，８６２救急計

７６３，５４９２４６，０００３６２，４８１１５５，０６８内訳（平日）

９０，０８３６６，３３０７，９８８１５，７６５　　　（準夜）

４４，１０３２８，７２６６，４１５８，９６２　　　（深夜）

２４，１８７１７，１７９２，９４１４，０６７　　　（休日）

７７，５５４５３，７４９２２，３７１１，４３４生理検査計

１４，９６１１２，１０４２，８５５２内訳（呼吸器）

３０，９５６１９，３６３１１，４６２１３１　　　（循環器）

４，４１３２，１１３１，６３０６７０　　　（脳波）

２７，２２４２０，１６９６，４２４６３１　　　（超音波）

１１８，１１９１１８，１１９――外来検査

３３，１４８３３，１４８輸血検査計

９９抹消血幹細胞輸血

５，２６３，９２３院内検査総計

１５８，６７１外注検査

５，４２２，５９４総検査件数

表　２ ．中央臨床検査部導入機器� 平成１５年１２月３１日現在

備考メーカー数量規　格品　名��室　名

更新東芝メディカル　１�式��������フルデジタル超音波診断装置
�����

　１�超音波

更新オーソクリニカルダイア
グノスティクス

　１�式��������輸血検査全自動システムオーソ
オートビュー

　２�輸血

更新フクダ電子　４�式�����

（������）
デジタルホルター記録器端末　３�循環器

更新ミナト医科学　２�台オートスパイロ
������

呼吸機能検査装置（ポータブル）　４�呼吸

更新シスメックス　１�式������多項目自動血球計測装置　５�救急

新規リオン　１�台������パーティクルカウンター　６�微生物

新規在原　１�台���������コールドベンチ　７�輸血

更新東京光電　１�式��������	��

������

血小板凝集収納能測定装置　８�血液
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　内視鏡室は杏林大学医学部付属病院の外来・入院患者の内視鏡を担当し高度で，適切な内視鏡的診療が遂

行できることを目的としている。

　運営は内視鏡室長，看護婦長，利用する臨床各科の委員からなる運営委員会の決定に基づき運営される。

　内視鏡施行件数は，約９，５００件であり，特に下部消化管内視鏡の増加が著しく，検査までの待ち時間が若干

長くなっている。また処置を必要とするいわゆる処置内視鏡が増えている。

　全ての内視鏡が電子スコープとなり，学生や研修医も常時検査内容を正確に把握できるようになっている。

スコープの管理などについて，研修医の教育を図るため今後は専属教育スタッフの充実が必要となる。

　検査施行数はより増加し，さらに時間を要する処置内視鏡が急増してくると予測される。検査人員の増強

を図り，待ち時間の短縮に努める。

　内視鏡検査は常に医療事故や偶発症のリスクがあり，その対策も含め専属のスタッフの増員などが重要な

課題である。

２０８

１４．　医学部付属病院

１２）　内視鏡室

（１）目的

（２）運営と現況

（３）学生および研修医教育の現況と問題点

（４）今後について
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　病院内の医療器材及び医療機器を中央管理している。医療器材についてはディスポーザブル製品の配給に

加え，再使用器材の回収，再滅菌及び配給を行っている。また，各部署に散らばり管理されていた医療機器

を中央化することにより，遊休機器をなくし，迅速な回収，配給を実現するほか，機器や器材の寿命を延ば

し，経済的に効率よく運用することが目的である。

　室長，事務職　２�名で構成されている。但し，医療器材滅菌室は助手��名全員が委託会社からの社員である。

　ａ．　中央材料室における医療器材の滅菌業務

　　　入用器材のなかでディスポーザブル製品と再使用器材の住み分けを最も効率の良い形で，しかも安全

性と便利性を損なうことなく現実することが目的である。ディスポーザブル製品を外注している業者

と協力し，在庫をできるだけ減らすよう努力しているほか，再滅菌器材のセットをなるべく統一し，

セット組の種類を減らす方向を考えている。

　　　※１７年　１�月から院内感染防止目的として鉗子立て・洗浄缶を一部廃止、鑷子の単包化を進めている。

　ｂ．　学内医療機器の保守・��機器修理受付・代替機の借用・機器の修繕費，決裁業務

　　　��・臨床工学室に依頼し，臨床工学技士による保守管理が十分になされているため，他の医療機関

付属病院と比較して，医療機器の修繕費用が少なく押さえられている。しかし，製造物責任（法）の

問題から，まだまだ，修理やオーバーホールを製造元に依頼する件数が減らせないのが現状である。

オーバーホール修理ができるようにメーカー主催の講習会に進んで参加したり，管理機器による事故

件数をなくすことは日々の努力によるものと考えている。

　ｃ．　医療機器の更新・購入申請・移動・廃棄・病院全体予算内修繕費の実施

　　　購入時期や過去の修理件数を各機器ごとにコンピュータで管理しているため，廃棄物の選択，廃棄時

期の決定が合理化される。管理機器購入に際しては，コンピュータで日々の貸出しまた年度を通して

不足している機器（希望通りに貸出し出来なかった。）機器の総数を集計し装置別に資料として、機器

選定委員会に提出、機器選定委員会では数社の機器を選定検討した後、各社のヒヤリングを行い承認

された機器及び台数を次年度購入機器として更新，また選定された機器で廃棄によって不足した台数

の追加補充申請も合わせて行う。

　ｄ．　医療機器の貸出し・在庫管理

　　　��・医療機器管理室において，中央貸し出し機器をコンピュータで管理しており，毎日，使用状況

の把握，夜間機器の補充及び在庫機器数を当直師長管理者に医療機器管理室在庫表にて提出また，機

器の統計，在庫管理を行っている。

２０９

１３）　医療器材滅菌室

（１）理念及び目的

（２）組織及び構成員

（３）到達目標と達成評価
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　人工呼吸器，人工血液透析装置，人工心肺装置，高気圧酸素療法などの生命維持装置の整備，維持および

運転を行なっている。腎透析センターや中央手術室だけでなく，総合周産期母子医療センター（����・���）

高度救急救命センター（���）や集中治療室（���）においてますます高度化，複雑化する医療機械を専門

的知識のある臨床工学技士が保守・点検・操作することにより，診療の安全性を増すことができる。また，

各病棟において，人工呼吸器の回路交換や保守点検を行い，病棟スタッフの業務と教育を支援することがこ

の組織の目的である。

　室長，技師長および係長　２�名の臨床工学技士１９名からなる。うち臨床工学技士　１�名は人材派遣会社からの

嘱託である。

　ａ．人工血液透析装置

　　　腎透析センターでは外来患者および入院患者を対象とした人工血液透析装置の管理・運転を祭日をふ

くむ毎日行なっている。

　　　一方，救急救命センターおよび集中治療室における人工血液透析装置の管理，運転業務は過去数年で

急激に増加している。多臓器不全患者に対しては持続血液濾過透析療法が必要となっており，昼夜を問

わず２４時間態勢で従事している。

　ｂ．人工呼吸器

　　　一般病棟および集中治療室で使用する人工呼吸器合計６９台と救急救命センター内の人工呼吸器３０台の

整備点検と呼吸回路交換を実施しているほか，貸し出された全ての人工呼吸器が正常に作動しているか，

毎日内科系・外科系病棟を回って点検している。この巡回業務は機械的人工呼吸療法時の事故防止の観

点から大きな成果をあげており，臨床工学室の重要な業務となっている。また，週　１�回麻酔科医師と一

般病棟における人工呼吸器回診を実施し疾患の進行度や胸部レントゲンの確認を行なっている。

　ｃ．人工心肺装置

　　　中央手術室における人工心肺装置の管理，運転業務については週　２�回の定時手術のほかいつあるかわ

からない緊急手術に備える為２４時間態勢オンコールを行なっている。

　　　現在臨床工学技士　４�名のチームが人工心肺装置を運転しているが，地域における数少ない教育機関指

導システムの充実をはかってゆきたい。また，救急救命センターや集中治療室で遠心ポンプによる����

（経皮的心肺補助）の運転を行なう機械が増える事が予想される。

　ｄ．高気圧酸素装置

　　　慢性期の意識障害患者が主な対象であるが，突発性難聴，下腿血行障害，麻痺性イレウスなどの患者

にも数多く施行してきた。今後，救急外来からの急性期適応患者の依頼に対応できる態勢を作っていき

たい。

　　　臨床工学室が発足した目標のひとつである「複数の業務をこなせる技士の養成」に関しては技士年間

ローテーション表を作成し，どうしても仕事量に変動がありがちな部署の人員の配置・補充を効率よく

行う為，日々調整行なっている。最小の人員で，しかも時間外勤務が適正であることが理想であるが，

救急救命センターと���における血液浄化法患者の急増と長期間化に歯止めがかからない状況におい

ては臨床工学技士業務内容と人員の再検討が必要と考える。

２１０

１４．　医学部付属病院

１４）　臨床工学室

（　１ ）理念及び目的

（　２ ）組織及び構成員

（　３ ）到達目標と達成評価
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１５）　放射線部

表１　Ｈ１５年度放射線科診療件数

件数部位検査
４６，２２８胸部

単純Ｘ線検査

１９，４７７腹部
１０，３０３頭部
９，０１６脊柱
１６，１７２四肢
３，５１９骨盤
３，２２３肩鎖
９５２肋骨
４６９副鼻腔

１，８５９乳房
２８，４２０胸・腹・その他ポータブル
１，２３３手術室

０副鼻腔

断層撮影
３８９骨
７１５パノラマ骨副鼻腔
１４胸部
６胆嚢
５０９心臓大血管

血管撮影
１２９脳
２１０腹部・四肢
３５８���

２，２０１消化管

透視撮影
２０７ミエログラフィー
２８神経ブロック
６０３内視鏡

１，２６７その他
１，７１６尿路撮影
１２５子宮卵管造影
６６骨盤計測撮影

１，１９１骨塩定量
３１，６００��
１４，３２３���
１９６６骨

核医学検査

４８２腫瘍
４３１脳血流
１０８３心筋
２３１心血管
３６９その他
８７脳

放射線治療外部照射

６１頭頸部
４８乳房
２０泌尿器
２５女性生殖器
５６肺
３８食道
５６骨
２７腹部
９皮膚
２造血臓器
７その他

頭頸部

腔内照射
１３子宮
１１食道

その他



―　　―２１２

１４．　医学部付属病院

表２　放射線診断装置

Ｘ線��透視撮影装置��　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５�台

骨撮影装置��　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　６�台

セル骨密度測定装置��　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１�台

Ｘ線断層撮影装置��　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１�台

胸部．腹部撮影装置��　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３�台

乳房撮影装置��　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１�台

間接撮影装置��　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１�台

パノラマ撮影装置��　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１�台

頭部撮影装置��　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１�台

尿路撮影装置��　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１�台

産婦人科用撮影装置��　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１�台

病棟用ポータブル撮影装置��　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１１台

血管撮影装置��　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４�台

手術用透視撮影装置��　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３�台

Ｘ線����　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５�台

���装置��　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３�台

核医学シンチカメラ��　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３�台

表３　放射線治療装置

直線加速器��　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２�台

後充填治療装置��　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１�台

治療計画線量計画システム��　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１�台

放射線治療位置決め装置��　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１�台

Ｘ線����　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１�台
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　手術的診療が必要な患者に対して適切な治療が遂行できることを目的とする。

　運営は，手術部長，副部長，看護師長，手術部を利用する各診療科よりなる手術部連絡会議の決定に基づ

き運営されている。手術部は現在１６の手術室を有し，外科系診療科の手術，検査および，内科系診療科のバ

イオプシー，ラジオ波焼却，生検などを行なう施設として付属病院の中心的機能を果たしている。

　平成１５年度は，中央手術室，外来手術室あわせて６９２４件の手術が施行された。なお，眼科手術の多くは外

来手術室に移行されつつある。

　手術見学は医学生，看護学生の教育には不可欠なものである。そこで，各手術室内にビデオ装置を設置す

るなど，術野の見学がしやすいような工夫がされている。しかし，装置の活用には教育スタッフの問題や，

機能面の問題などがあり，十分な活用はされていない現状がある。また，この手術室ビデオシステムは臨床

講堂と直結しており，一部の授業ではリアルタイムに手術中継が行なわれている。

　手術部が老朽化し，クリーンルームがないなどの問題を有している。Ｈ１７年　６�月に中央病棟　２�階に新手術

室がオープンする予定であり，クリーンルーム，内視鏡手術専用手術室などを備えた最新式の手術室の設計

が進められている。
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１６）　中央手術部

（１）目的

（２）運営と現況

（　３ ）学生および研修医教育の現況と問題点

（４）将来への展望
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　リハビリテーションは発症あるいは受傷からの時期によって急性期，回復期，維持期の　３�つに区分される

が，当院では特定機能病院として，急性期リハビリテーションを担っている。急性期からの介入に焦点をあ

て，廃用症候群の予防，機能障害の早期回復，早期離床を行い，日常生活動作の早期再獲得を目指すもので

ある。当院でリハビリテーションを完結し得ない重度の障害に対しては，地域の回復期リハビリテーション

医療施設あるいは介護保険下の療養施設と連携して，適切な施設への早期転院を模索することで，役割分担

を明確にした効率的なリハビリテーション医療を目指している。一方，地域医療サービスの一環として，通

院可能な状況にある場合には，外来での継続的なリハビリテーションを提供している。

　リハビリテーション室は，昭和６２年に理学療法士　７�名，理学療法助手　２�名の組織であった整形外科理学療

法室が改称して，整形外科の運営のもとに発足した。平成　３�年には作業療法士・言語聴覚士，各　２�名からな

る新部門を開設し，以来　３�部門体制となり，リハビリテーションの需要増大とともに徐々に人員を拡充した。

平成１３年　７�月には，リハビリテーション科がリハビリテーション医学教室とともに設立され，それに伴って

リハビリテーション室の運営は整形外科からリハビリテーション科に移された。平成１４年１１月からは院内だ

けのリハビリテーション部門から脱皮し，対外的にリハビリテーション科を標榜している。

　リハビリテーション室は平成　６�年以来，「総合リハビリテーション承認施設」・「心疾患リハビリテーション

施設」基準を取得し，平成１５年　４�月からは言語聴覚療法Ⅰの基準も満たしている。施設として，理学療法部

門３７０�２（うち心疾患リハビリテーション部門６０�２），作業療法部門１４０�２，言語療法部門６０�２�を有している。

平成１６年　３�月現在，専従医師　２�名（リハビリテーション科医師，日本リハビリテーション医学会専門医かつ

指導医），理学療法士１０名，作業療法士　３�名，言語療法士　３�名，理学療法助手　２�名の体制で，総合リハビリテ

ーション承認施設（理学・作業療法）と言語聴覚療法Ⅰを運営し，心臓リハビリテーション施設については

第Ⅱ内科医師と理学療法士（兼任）で運営している。

　リハビリテーションが関わる病態は，�脳卒中・脳外傷，�脊髄損傷・疾患，�関節リウマチを含む骨関

節疾患，�脳性麻痺などの発達障害，�神経筋疾患，�四肢切断，�呼吸・循環器疾患である。既述のよう

に当院では疾病・外傷の急性期リハビリテーションの役割を担うので，リハビリテーション科独自の入院床

はもたない。整形外科，脳神経外科，神経内科などに入院中の患者をリハビリテーションの観点で診て，必

要に応じて理学・作業・言語の各療法を適用する。

　昭和６２年，リハビリテーション室発足当初の対象は整形外科疾患が約８０％を占めていた。高齢化社会の到

来によってリハビリテーション室の対象疾患も多様化し，特に中枢神経疾患・外傷の増加が目立つ。平成１５

年　１�～１２月の入院患者を診療科別にみると整形外科２５％，脳神経外科２３％，第一内科１４％，第二内科　６�％，

救命救急科　６�％，高齢医学科　５�％の順であり，病態別では，脳血管障害を初めとする中枢神経疾患４０％，骨

関節疾患２５％，廃用症候群（予防を含む）１１％の順である。

　リハビリテーション科が創設された平成１３年以降の新患者数は図　１�のように３０％近くの伸びを示してい

る。従来より，リハビリテーションにおける療法実施可能な数は療法士　１�名あたりの上限が保険診療上，決

められている。したがって，新患者数増加がそのまま比例して延べ患者数の増加に結びつかない。それが，

図　２�の延べ患者数増加が１３％にとどまっている理由である。なおこの間，療法士の増員は言語聴覚士　１�名だ

２１４

１４．　医学部付属病院

１７）リハビリテーション室

（　１ ）リハビリテーション室の役割

（　２ ）リハビリテーション室の沿革

（　３ ）診療対象

（　４ ）診療実績の動向
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けである。

　リハビリテーション科医師は医学部学生の卒前教育（��の系統講義，臨床総論，��の臨床実習，��の臨

床演習），研修医の卒後教育，リハビリテーション医学専攻医の専門医教育を担い，一方，理学・作業・言語

療法士は，新入職療法士に対する卒後教育，外部の療法士養成校の臨床実習生の卒前教育を担っている。因

みに平成１５年度の外部要請による受入れ実績は理学療法部門　５�名，作業療法部門　１�名，言語聴覚療法部門　１�

名である。また，院外においては地方自治体の保健衛生活動への協力や地域での教育・啓蒙活動などの貢献

もしている。平成１５年は，三鷹市の要請で神経難病患者の検診や介護保険事業に，調布市の要請では小児の

発達検診に定期的に参加・協力している。

　平成１５年度の学会発表を含めた研究活動については，リハビリテーション科医師が日本リハビリテーショ

ン医学会，臨床神経生理学会などの発表・講演　５�題，論文・総説　７�編，著書　５�編，療法士が日本熱傷学会，

日本心臓リハビリテーション学会などの発表　５�題，論文・総説　２�編，著書　３�編を数えている。医師と療法士

が共同で行う研究も増えている。

　診療面では急性期医療を担う特定機能病院の使命を果たすべく，効率の高いリハビリテーションを実施し

なければならない。当院におけるリハビリテーションに拘ることなく，長期リハビリテーションが必要と判

断された例では早期に回復期リハビリテーション専門病院や療養型病床群へ転院を計画し，急性期，回復期，

維持期のリハビリテーション役割分担を明確にする必要がある。平成１５年の入院患者でリハビリテーション

科が関わった例では平均２８±３１日のリハビリテーション期間を要しており，決して短期に終わっていない現

状にある。早期にリハビリテーション計画を行い，患者と家族に協力を促すことが重要である。従来以上に

医療者のチームワークが必須となる。また，急性期リハビリテーションという観点ではリスク管理が重要で，

安全管理対策マニュアルの周知徹底を図ることと，いわゆるヒヤリ・ハット事例の集積を行い，安全管理に

資する努力を続けなければならない。

　教育面では院内でのリハビリテーション啓蒙活動にさらに力を入れる必要がある。大学病院という巨大化

した縦割り組織の集合体にあって，リハビリテーションには横割りの交流が必要で特に看護との連携に力を

入れたい。研究面では医師と療法士が共同で行う臨床研究をさらに発展させたい。���（����������	
���

��������）の流れが浸透しつつある現代においては，リハビリテーション効果を科学的に示すことは研究活

動とはいえず，通常の診療活動の中でも要求されつつある。リハビリテーションの中でも日常生活動作改善

は，療法士―医師―看護師の　３�者の共通関心事であり，互いに���の目を養うための絶好のテーマと考え

る。

２１５

（　５ ）リハビリテーション科医師・療法士の教育および研究活動

（　６ ）自己点検

図　１ 　新患者数動向 図　２ 　延べ患者数動向
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　平成１１年　１�月　１�日新外来棟オープンに伴って新外来棟地下　２�階に移転し，「病歴室」を「診療情報管理セン

ター」に改め，従来の入院診療録（退院カルテ）中央管理業務に外来診療録・レントゲンフイルムを加え全

診療録を中央化した。

�）管理形態

　①外来診療録

　　Ａ　４�版・　１�患者　１�ファイル制・��番号によるターミナル管理。

　②レントゲンフイルム

　　　１�患者　１�マスタージャケット制・��番号によるターミナル別バーコード管理。

　③入院診療録

　　平成１０年１１月に，Ｂ　５�版からＡ　４�版に変更。

　　平成１２年　１�月から��番号によるターミナル管理に変更。

�）面積

　①新外来棟

　　事務室　５４．２８��，閲覧室　１２．８０��，職員控室　２２．１２��

　　診療情報管理センター（入院・外来・フイルム管理）　４０１．３５��

　　中　２�階（外来インアクテイブ）　２２８．６０��

　　フイルム保管庫　２８．２７ｍ�

　②倉庫

　　情報処理センター地下　２�階　　９４．９４��

　　救命救急センター地下　２�階　１２０．１０��

�）外来カルテ庫

　　予約・予約外カルテの出庫。（外来，入院患者とも）

　　患者基本伝票の挟み込み作業。

　　カルテの搬送・回収。

　　検査伝票の仕分け，貼付。

　　医師，看護師，クラーク，医事課などへの貸出。

　　破損カルテ，フォルダーの補修。

�）フイルム庫

　　予約・予約外フイルムの出庫。（外来，入院患者とも）

　　フイルムの搬送・回収。

　　新規撮影分フイルムの回収。（放射線科より）

　　医師，看護師，クラーク，医事課などへの貸出。

　　新規マスタージャケット作成・登録。

　　破損ジャケットの補修。

�）入院カルテ

　　医師，看護師，クラークなどへの貸出，管理業務。

　　疾病登録業務。

　　未返却入院カルテ請求業務。

２１６

１４．　医学部付属病院

１８）　診療情報管理センター

（　１ ）沿革

（　２ ）診療情報管理センターの業務内容
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　　未受領入院カルテ請求業務。

　　死亡患者統計業務。

　　保管期間外カルテ移管・廃棄業務。

　　疾病検索業務。（入院患者のみ）

　電子カルテの導入準備。

　診療情報管理センター長　信川　益明（総合医療学教室助教授）

　外来・フイルム管理部門　業務委託　２６名

　入院管理部門　　　　　　職員　　　　３名

　　　　　　　　　　　　　業務委託　　５名

２１７

（　３ ）今後の計画

（　４ ）職員構成
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　平成１１年１１月より，栄養委員会のもと従来の病態別から栄養素別による食事提供に移行した。

　これは三つの理由による。第一にひとつの臓器にターゲットとした栄養治療が，他の臓器への配慮の欠如

につながる場合があること，第二にもともと別の病態として区別されていた疾患群が，実はひとつの基本的

病態から生じた異常であることが明らかになり，個々の病態に対応するよりも基本とする障害を食事治療す

る方が良い場合が生じてきたこと，第三にわが国でも平均寿命が延び，高齢者では必ずといって良いくらい

多臓器に障害が存在することから，その栄養療法を病態別の食事で対応しようとすると複数の栄養療法を同

一個人に実施しなければならないという困難が生じることである。

　これらを改善する有効な方法として，栄養素別による食事提供が諸先生のご協力を得て施行されるに至っ

た。

　病院の食事は栄養学的見地から考えられた献立になっているが，食事を摂取しなければ，食事療法の意味

がなされない。そこで，病棟ベットサイド訪問や嗜好調査で得た要望や意見を反映させ，選択メニューによ

る複数献立の食事を提供している。さらに，個人差のある嗜好や季節感等も加味したメニュー展開により患

者様の満足度を高め，喫食率を上げていくように配慮している。

・第　３�内科主導のもと，毎週月曜日から金曜日に行なわれている糖尿病教室は教育プログラム化されており，

栄養科は隔週水曜日を担当している。

・食事療養に深く関わる糖尿病は栄養指導件数も多く，より専門性を求められているため，糖尿病療養士に

よる指導を行なっている。

・その他の疾病においても，入院，外来ともに栄養相談室にて，管理栄養士による個別指導を行なっている。

・入院時，食事に対する理解や，治療食の内容に基づいた食事療法の説明をするために管理栄養士によるベ

ットサイド訪問及びベットサイド栄養指導を行い，さらに入院中の喫食状況の把握にも努めている。

　延べ食数　　　　　　　　　　９２８，３１８食　　　　食止数　２２１，７６７食

　　内訳　常　食　　　　　　　３２５，３３４食

　　　　　軟　食　　　　　　　１０５，４０５食

　　　　　流動食　　　　　　　　２４，１９４食

　　　　　治療食　　　　　　　２５１，６１８食

　　ベットサイド訪問数　　　　　　３，３３７件

　　個人栄養指導件数　　　　　　　２，８７３件（入院　７５０件・外来　２，１２３件）

　　　内訳　糖尿病　　　　　　　１，５３０件　　高脂血症　　　１９０件

　　　　　　高血圧・心臓病　　　　　　１３４件　　胃腸病　　　　１５３件

　　　　　　腎臓病　　　　　　　　　　３９２件　　母子栄養　　　２５９件

　　　　　　嚥下困難食　　　　　　　　　　０件　　肝臓病　　　　　９１件

　　　　　　肥満　　　　　　　　　　　　６８件　　その他　　　　　５６件

　　集団栄養指導（糖尿病教室）　　　　　２３３件

２１８

１４．　医学部付属病院

１９）　栄養科

（　１ ）院内約束食事箋の改定

（２）選択メニューによる複数献立

（３）栄養指導

（４）食事と栄養指導の実施状況
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　薬剤師の責任は，患者様個々に対するのみならず医療機関の各組織における薬事全般に及ぶものである。

直接的・間接的に薬剤師が提供する医療サービスは，チーム医療の一員として，患者様個々の生命の尊重と

尊厳の保持という「患者の利益」を最終目標とした薬物療法の実践と医療システム全体の安全確保と円滑な

運営に寄与するものでなければならない。その目的を果たすため下記のごとく業務に取り組んでいる。

　オーダリングシステム導入に伴い，調剤支援システムによる「重複投与」「相互作用」のチェックを行った

上での調剤を行っている。錠剤は自動錠剤分包機による一包化，散薬調剤では散薬監査システムにより薬取

り違え，秤量間違いを防止している。外来，退院の患者様に対しては薬剤情報提供書を添付し，薬の効能や

副作用について知らせている。

　また，治験薬の管理も行い，被験者に対し服薬指導も行っている。

　医薬品の供給に迅速かつ的確に対応する目的でサテライトの調剤室を設けている。現在　２�名の薬剤師が常

勤し，病棟（�����，���，���）に直接出向き，各病棟に在庫している薬品の管理，補充を行っている。

又，医薬品の適正使用の目的で医薬品の体内動態など測定し治療にも参加している。さらに，朝のカンファ

レンスに参加し個々の患者の病態をチェックしたり，医師，看護婦に対し医薬品の情報提供を行っている。

　２０００年　６�月より熱傷センターが開設され，これを機に体内動態測定（���）医薬品を増やしより安全な

薬物治療を目指し，さらに救命治療の専門薬剤師の育成にも取り組んでいきたいと考えている。

　医薬品在庫の削減と医薬品の安全管理（セーフティマネジメント）の充実を図る目的で，現在１４病棟で個

人別払い出し業務を行っている。また，病棟医薬品に関しては定数医薬品の定期的見直しによる「適正在庫

管理」，月末に「期限切れなどの品質に関する管理」，不定期に「使用・保管・注射調製等の情報提供」を行

っている。今後は安全面や経済面から抗悪性腫瘍剤の混注を行うことが望まれる。また，注射オーダ再開と

同時に全病棟個人別払い出しと病棟巡回業務を行う予定である。

　医薬品情報室は��（��������	�
���	�）室とも呼ばれ，医薬品情報の収集・評価・管理・提供の業務，薬

事委員会事務局業務，病院情報システムの医薬品情報管理メンテナンス業務を主な業務としている。

　医薬品情報室として，採用医薬品の添付文書・インタビューフォーム・製品情報概要等や，厚生労働省や

製薬企業よりの安全性情報，また各種医薬品に関する書籍を予め収集しておき，医薬品に対するＱ＆Ａに対

応している。

　情報提供の媒体は近年の��技術により多彩になってきている。まず印刷物の定期情報誌として院内の各

部署と医師全員を配布対象とした「杏薬報」を発行していて，副作用安全性情報や新薬情報，添付文書改訂

情報などを定期的に情報提供している。院内オーダリングシステム内には掲示板形式の医薬品情報「�����

������」を掲載し，安全性情報や新薬情報をタイムリーに提供している。���システム内には「医薬品情

報室ホームページ」を作成している。ここには「院内医薬品集」「製薬会社一覧」などを掲載している。

　薬事委員会事務局業務は，「杏林大学医学部付属病院薬事委員会規程」に基づき行っている。主な業務とし

ては，医薬品採用申請に関する事前打ち合わせ（新薬ヒアリング）や，委員会資料の作成，委員会開催準備，

２１９

２０）　薬剤部

（　１ ）理念と目的

（２）調剤業務

（３）高度救命救急センター調剤室

（４）注射薬調剤・医薬品管理業務

（　５ ）医薬品情報業務
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結果報告などを行っている。市販後調査や市販直後調査，副作用情報収集・報告も薬事委員会の範疇である。

最近は，新薬採用にあたり在庫の調整が重要であることから，医薬品の使用状況に関する情報収集や情報提

供を行っている。

　病院情報システムの医薬品情報管理メンテナンス業務としては，１９９９年より稼働の院内のオーダリングシ

ステム，薬剤部の調剤支援システム内の医薬品情報を管理・メンテナンスしている。新規医薬品が採用にな

ると採用医薬品情報を登録し，添付文書の改訂などにより登録情報を随時改訂している。

　製薬メーカーから供給される医薬品の種類は膨大になっているが，しかし臨床の場では，市販の薬剤には

治療の限界がある。なんとかこの壁を乗り越え，患者の生命を救う，もしくは���の向上のための手助け

したいと日頃医薬品の創製に努力している。当製剤室において現在約１００種類の医薬品の創製並びに調整を行

っている。

　最近，��法によって院内製剤の安全性・有用性の管理が重要になっていることから，今後は技術の向上

並びに設備の整備を図りながら，製品の品質を確保し，有用性の高い製剤を医療現場に供給できるよう努力

して行きたい。

　「高カロリー輸液」は，その投与ルートから「中心静脈栄養，���（���������	
�����������������）」

と呼ばれているが，現在では必要な栄養素のすべてを経静脈的に補給することから「完全静脈栄養，���

（���������	
�	����������
）」と呼ばれることが多くなっている。���に用いられる栄養輸液の組成は，

カロリー源としてのブドウ糖をはじめとする各種糖質，脂肪乳剤のほか，アミノ酸，電解質，ビタミン，微

量元素から成り立っている。これらの成分を含有するいくつかの市販製剤を病態に応じて混合し，���輸

液を調製する。製剤の調製は，細菌感染防止の面から無菌性の保たれる施設内で行う必要がある。このため，

薬剤師が配合変化などを注意深く監視しながら，専用室（準無菌室）内のクリーンベンチ内で無菌的に混合，

調製している。

　また，病態別処方内容の検討や，製剤についての問い合わせへの対応など，医師・看護師への情報提供も

重要な業務となっている。その他，在宅栄養における栄養薬剤の供給と患者指導についても対応する。

　良質な医療の貢献を目指し，患者様の直接的利益と不利益を回避するため薬剤師が病棟で患者様への服薬

指導，また投薬された薬剤の薬学的管理（適正使用）を病棟の医師，看護師と情報交換しながら行っている。

今後全病棟を薬剤師の担当を作り，チ－ム医療を推進したいと考える。

　医療改革の中で我々薬剤師も医薬品の適正使用への情報提供と知的活動が要求される時代になってきた。

特に今年度は病院機能評価受審にあたり，マニュアルの点検および業務の再点検をし，さらに院内医薬品集

（第　６�版）の改訂版を刊行することが出来きた。また，現在建設中の中央病棟オープン時には抗悪性腫瘍剤の

混合調製，手術室へ薬剤師を常駐等を計画中であり，さらなるチーム医療への貢献すすめている。薬剤師の

生涯研修については，研修会や勉強会にも多々参加し自己研鑽に励んでいるが，その他にも薬学生２３名，薬

学院生　４�名，厚生労働省実務者研修生　１�名，部内研修生　３�名の実習，研修生を受け入れ教育，研修等にも力

を入れている。

２２０

１４．　医学部付属病院

（　６ ）製剤業務

（　７ ）IVH 調製業務

（　８ ）薬剤管理指導業務

（　９ ）自己点検，評価
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　医療効果を妨げる患者様の心理社会的障害や困難を社会福祉の立場から解決し，医療チームの一員として

医療の目的が有効に達成できるようにする。

　病院が担う社会的機能は飛躍的に拡大し，その状況下でソーシャルワーク援助の必要性が高まっている。

ソーシャルワークとは人間が生活を営む上で，さまざまな状況において生じる問題に対する心理社会的な支

援である。

　病院の場において，疾病や障害をもつことは生活障害を生み出す大きな要因とし，また反対に生活障害が

疾病や障害そのものに影響を与える事も多いととらえる。その中で個人のもつ問題解決の潜在的な力を引き

出すことや社会の資源を活用すること，生活環境を改善することなどを組織の中で展開し福祉的課題の解決

に取り組む。

　病院長を所属長とする独立部門であり，医療福祉相談室課長は病院事務部長兼務である。以下主任　１�名を

含む　４�名の医療ソーシャルワーカーで構成されている。

　　①経済的問題の解決，調整援助

　　②療養中の心理社会的問題の解決，調整援助

　　③受診・受療援助

　　④退院（社会復帰）援助

　　⑤地域活動

　　⑥社会資源の収集と管理・開発

　　⑦スーパービジョンの実施

　　⑧研究・教育

①診療科別相談件数�

２２１

２１）　医療福祉相談室

（　１ ）機能

（　２ ）目標

（　３ ）組織及び構成

（　４ ）業務内容

（　５ ）平成１５年度　相談活動件数

件数診療科件数診療科件数診療科
１８２皮膚３９４心臓血管外３６１５　１�内
６９泌尿器５２６整形外１４７１　２�内
０放射線２１７形成外１３６６　３�内
０麻酔３００５脳神経外１４５５高齢医学

２２３３���６５小児外１５０７小児
１４���７７９産婦人１０６８精神
５８２その他３２３眼７２９　１�外
２０４０９計４３５耳鼻咽喉３７４　２�外

前年度比　＋２４０６件
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②方法別相談件数

③依頼経路

④問題援助別相談件数

⑤相談総計

　　①三鷹武蔵野保健所地域精神保健連絡協議会精神専門委員として活動

　　②三鷹市東部地区高齢者支援連絡会議委員として活動

　　③三鷹市児童虐待防止連絡会委員として活動

　　④東京都医療社会事業協会地域巡回医療相談会相談員として活動

　　⑤世田谷区退院情報システム病院連絡会委員として活動

　　⑥日本医療社会事業学会にて発表

　　⑦東京ウィメンズプラザにて講師として活動

　　⑧神経難病医療拠点病院相談連絡員として活動

　　⑨社会福祉現場実習受入（ルーテル学院大学・臨床福祉専門学校・法政大学・杏林大学）

　昨年度より引き続き，本学保健学部社会福祉士課程の事前実習として，学生　３�名を当室で受け入れ，社会

福祉士養成の実習指導を行い，また，教育的側面においては，医療科学Ⅰの「病院実習」を受入，法医学教

室・保健学部看護学科・看護専門学校の講義に参加させていただくなど，本学の一部署として，人材の育成

に寄与することができた。

　脳神経外科，リハビリテーション科との定期的なケースカンファレンスにおいては，病床の有効利用を念

２２２

１４．　医学部付属病院

（　６ ）対外的活動

（　７ ）自己点検・評価

計クライアント処遇会議文書訪問電話面接

２０４０９４０７１６５０１５２０２４４０１

計家族患者他機関その他職員看護師医師

１６２３２８１１８２２２５１２９２４３５６３

件数区　　分件数区　　分

１１住宅問題援助６３７受診援助

１５５教育問題援助５５６入院援助

８８８家族問題援助１１１６２退院援助

５００日常生活援助２５９０療養上の問題援助

５６６心理・情緒的援助２７８９経済問題援助

５２７医療における人権擁護２８就労問題援助

２０４０９計１８７８５再来１６２４新規
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頭に，熱傷センターのケースカンファレンスでは生活者への支援を念頭に，福祉的視点を医療の中に盛り込

めるよう共にチーム医療の一端を担うべく活動を行っている。

　また，リスクマネージメント委員会・病床利用運営委員会・クリティカルパス推進委員会・緩和ケア��

の各委員会においても，委員として活動を行う。今年度より開始された利用者相談窓口についても，患者様，

家族へのサービス向上のため参加し，月二回の窓口業務を担当している。

　院内での相談援助業務においては，これまで同様，一件の相談について内容がより複雑化している為，調

整並びに対応時間の増加の傾向は変わりない。しかしその状況下でも，直接援助業務に反映させるため，援

助能力の研鑽や社会資源の開発等の間接業務活動を行う時間を確保する努力を今後も行っていく必要があ

る。

２２３
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　当院の外来通院中で医療処置等を在宅で実施している患者様が，安心して適切な方法で医療処置が継続出

来る事を目的としている。

　１�．在宅療養指導に関する情報収集・分析・管理

　２�．在宅療養中の外来通院患者様に対する相談窓口

　３�．外来通院患者様に対する医療処置・医療機器使用方法の習得支援

　４�．医療機器供給会社，関係業者・職種との連絡・調整を行い，患者様へより良いサービスの提供を行う

　５�．各病棟・外来と連携を図り，外来看護の質の向上に努める

　１�．医療処置の支援

　①自己注射　　　②酸素療法　　　③中心静脈栄養法　　　④成分栄養経管栄養法

　⑤自己導尿　　　⑥人工肛門・人工膀胱　　⑦留置カテーテル　　⑧その他，各種看護相談

　２�．医療用器具についての相談への対応

　３�．福祉サービスについての相談への対応

　４�．食事内容や栄養に関しての相談への対応

　５�．その他（在宅にて療養を続ける上での不安やご家族の相談など）

　　　　平成１５年度　指導人数　　　１９６人

　在宅で医療処置を行う患者様が増加している。その為，各外来・病棟・その他関係部署スタッフと連携を

図り継続支援に努めた。指導内容ではストーマケアの管理件数が多い状況があり，���看護師と連携し適

切な支援に努めた。今後，管理件数の増加が緩徐な内容についての介入が必要である。

　在宅療養支援の中核部署として，充実した役割の遂行が出来るよう，更なる取り組みについて検討してい

きたい。

２２４

１４．　医学部付属病院

２２）在宅療養指導室

（　１ ）目的

（　３ ）活動内容（習得支援，相談の対象となる医療処置）

（　４ ）平成１５年度　在宅療養指導人数と指導内容

（　５ ）自己点検・評価

（　２ ）役割と機能

平成１５年度　在宅療養指導内容と指導延べ回数

件数在宅療養指導内容件数在宅療養指導内容

　２２中心静脈栄養法１７１ストーマケアと管理

　　４瘻孔管理　７４インスリン自己注射の管理

　　６その他　１６自己血糖測定

３１２合計（回）　１９自己導尿指導
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①　当院へおかかりで訪問看護を必要とする患者様に対し，身体的・精神的・社会的側面からの支援を行う

②　在宅療養を希望される患者様に対し，適切なサポート体制，療養環境の整備を行う

①　在宅療養に関する事項の相談窓口・情報提供

②　在宅療養移行時における退院に向けての調整

③　病棟で退院指導を実施する際の助言と支援

④　訪問看護活動

⑤　登録訪問看護師に対する支援

①　在宅療養に関する相談への対応

②　病棟で在宅療養に移行する患者様が発生した際，病棟スタッフと在宅療養に向けての調整を行う（問題

の明確化，プランニング，種々サービス申請作業への助言等）

③　訪問看護の実施

④　当院主治医，家庭医への報告・連携を密に行い，患者様の病状に適した医療の提供を行う

⑤　関係職種との連絡・調整を行い，患者様の状況に適した介護サービスの提供，環境の整備を行う

⑥　在宅療養への調整，実施した訪問看護の評価を行い，次の看護活動へつなげる

⑦　登録訪問看護師に対して経験の場を提供し，サポートを行う

⑧　地域社会資源に関する情報収集

⑨　地域会議への参加等を行い，地域スタッフとの交流を深めると共に，地域事情の把握を行う

①　総利用者数：１９名� ②　訪問回数：１４０回

③　病棟での調整業務：４９件� ④　外来受診時支援：２３件

④　連絡調整業務：２８３件

　当院は医療保険のみの訪問看護であり，訪問可能な患者様が絞られる現状がある。当院の患者数からみる

と，利用者数は少ない現状にある。しかし，退院後の適切なケアの保障は医療機関の責任である。その為，

訪問看護の実施のみならず，院内各部署・地域関係職種と連携を図り，在宅療養移行に向けての調整業務・

相談業務に力を入れ活動を行った。

　また，退院に向けて患者様に適切な支援が実施できるように，在宅療養支援委員会と協力し，在宅療養参

考資料ファイル，在宅療養移行へのアセスメントツールを作成し全病棟へ配布した。今後は適宜，内容修正

を行い，より活用出来るものとなるようにしていく。

２２５

２３）訪問看護室

（　１ ）目的

（　２ ）役割

（　３ ）活動内容

（　４ ）平成１５年度　活動状況

（　５ ）自己点検・評価
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　臨床試験の実施に関する基準（������������	
	��������	��）を遵守し，被験者に対する倫理的配慮を最

優先し，科学的に適正な方法で実施するために，治験の開始時から終了時までスタッフや，病院各部署と連

携し，スピーディーな対応で患者様に優しい治験を実施することを役割としている。

　治験依頼者より各診療科に治験が依頼された後，院内で円滑に治験が実施できるよう業務を行う。準備段

階では，依頼者により提出された実施計画書を院内のシステムに沿って治験が実施可能であることを確認す

る。その後，杏林大学医学部付属病院治験審査員会にて承認を得るべく準備を行い，承認取得後は診療部門

の関係各部署と連絡を取りながら，治験実施に向けて準備を行う。被験者登録後は，被験者となった患者様

をはじめ，診療部門，依頼者等に，円滑に治験が遂行できるよう援助する。治験終了後も被験者となった患

者様に対するケアも行っている。

　業務分担は，主に以下の通りである。

　

　１�．管理業務

　①依頼者相談窓口

　②治験審査委員会事務局

　③治験実施管理

　④モニタリング・監査対応

　⑤コーディネート係の補助

　２�．コーディネート業務

　①被験者の診療支援業務

　②医師の支援業務

　③診療スタッフの調整業務

　④モニタリング・監査対応

　３�．事務業務

　①申請関係書類の受付

　②契約の事務

　③特定療養費の請求事務

　④被験者負担軽減費の支払い

　⑤モニタリング・監査対応

　室長：外科教授（兼任）

　副室長：薬剤部部長（兼任）・看護部部長（兼任）・事務部部長（兼任）

　管理係：薬剤師　３�名（　２�名専任）

　コーディネート係：看護師　３�名（　２�名専任）

　事務係：事務員　４�名（　２�名専任）�

２２６

１４．　医学部付属病院

２４）臨床試験管理室

（　１ ）理念と目的

（　２ ）臨床試験管理室の業務内容

（　３ ）職員構成
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　医薬品開発に関わる臨床研究（治験）を積極的に行うことは，特定機能病院としての大学病院の重要な使

命である。目的を果たすために，治験の倫理性，科学性，信頼性，迅速性を確保しなければならない。平成

１４年１０月に新たな部門としてスタート後，医師，薬剤師，看護師，事務員がそれぞれの立場から検討して業

務を行うことにより，より円滑に遂行することができるようになった。今後も各部門が協力し合い，更なる

向上を図る必要がある。また，治験の実施率を上げるために，治験実施体制の更なる強化を行う予定である。

　また，研修会などにも参加し，自己研鑽に励む他，薬剤部で受け入れている薬学生，薬学院生，厚生労働

省実務者研修生，部内研修生の実習，研修を受け入れ，治験に関する教育にも関わっている。

２２７

（　４ ）自己点検・評価
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　地域の医療機関からの問合せ・相談・連絡の窓口として迅速・確実に対応できるように平成　９�年　６�月より

活動を開始した。

　主に他医療機関から直接紹介された患者の診療がスムーズに行われるように事前準備を行う。また，当院

での診療が完了次第速やかに紹介元へ経過報告書の送付を行い，その後についても患者を元の医療機関へ戻

せるよう病診連携に関する情報収集等の推進について努める。

　なお，平成１５年１１月より医事課外来から分離し独立した。

　　①他医療機関（直接���にて）からの紹介患者についての予約手続。

　　　紹介予約患者のカルテ等事前作成。

　　　紹介予約患者来院時の窓口での受付。

　　　紹介患者経過報告書（本人紹介状持参分含む）の回収・登録，発送処理。

　　　紹介患者経過報告書（初回のみ）未報告分の提出依頼。

　　②逆紹介（他医療機関への紹介）患者に関する情報管理。

　　③他医療機関と院内各部署との連絡調整。

　　④紹介に関する各種統計資料の作成。

　　⑤「臓器別外来担当医表」の作成，近隣医療機関への発送。

　　　院内あんずネット内「臓器別外来担当医表」の修正・更新。

　　⑥「診療案内」の作成。

　　⑦三鷹市病病連携に係る空床情報のとりまとめ。

　　⑧外来患者の予約キャンセルの対応。

　　⑨登録医制度に伴う協定の締結と登録の事務手続き。

　　⑩セカンドオピニオンの予約受付

　総合医療学教室（総合診療科）教授を室長とし，事務系　６�名（管理職　１�名・監督職　１�名含む）。�

２２８

１４．　医学部付属病院

２５）　地域医療連携室

（　１ ）機能・目的

（　２ ）業務内容

（　３ ）職員構成



―　　―

　他医療機関よりの紹介患者数

　（紹介状持参患者数，及び他医療機関���による地域医療連携室の直接予約受付件数）

　地域医療連携に関する業務は病院の評価・サービスの向上・収益性についても影響が出る重要な要因であ

ると担当職員は自覚を持って日常の業務を行なっている。

　現在，本院の地域医療サービスに対する貢献度の認識が高まったこと，また当室の窓口業務が円滑に行わ

れつつあることなどを反映し，他医療機関から予約を直接���で受ける紹介患者件数は毎年順調に増加し

ている。

　一方，地域医療連携室で予約手続きをしないで，直接患者ご本人が紹介状を診療科窓口に持参した場合に

ついても紹介患者経過報告書の回収・医療機関名の登録・報告書の発送を連携室で行っている。

　このことは，地域医療連携室を利用した方がより病診連携がスムーズに行われることを地域医療機関に周

知させることに繋がっている。

　また，紹介状に対する未報告については各診療科の担当医師に記入依頼をして，可能な限り未報告を減ら

し，かつ発送までの期間を短縮して，紹介元医療機関とコミュニケーションを取ってより良い関係を作ろう

としている。

　今のところ業務としては他医療機関からの紹介予約受付が主で，紹介件数を増やす事・病院内部や紹介予

約の多い医療機関との連携内容について改善することを目指す段階だが，今後は地域の医療機関と各種連携

を更に強めて，当院受診患者の診療情報を地域医療機関と適正に共有するようなシステムを構築し，地域医

療サービスの向上に貢献することとしたい。

２２９

平成１５年　４�月～平成１６年　３�月
外来予約件数の
内の初診患者数

他医療機関から直接
依頼の外来予約件数外来紹介患者数

４２９６７１１，３２８　４�月
４５７７１７１，４５６　５�月
４７７８２０１，５２５　６�月
５８７７６３１，５８３　７�月
４１４６３１１，２５６　８�月
４５６７５６１，３５３　９�月
５３９７６９１，６０７１０月
３９４６４５１，２６９１１月
４００５８１１，３０３１２月
３９４６９５１，２９８　１�月
４０１６３０１，２８８　２�月
４７５８２６１，４８９　３�月
５，４２３８，５０４１６，７５５計

（　４ ）平成１５年度取扱件数

（　５ ）自己点検・評価



―　　―

　平成１４年　７�月に，医療安全管理及び院内感染防止，災害医療対策を担う部署として，病院管理部内に「医

療安全管理室」が発足した。平成１５年　４�月に，医療安全管理全般に関する業務の企画立案・実施・評価・及

び職員の安全管理への意識向上や指導等の業務を行う専任のリスクマネージャーが配置され，同年１１月には

病院管理部から独立し，病院長直轄部署となった。

　病院全体に共通する安全管理等の事項について，組織横断的な対応を実施することを基本的機能としてい

る。その業務内容は主に，医療安全管理に関すること，院内感染の防止・対策に関すること，災害医療対策

に関することの　３�つにわけられる。

　１）　医療安全管理

　　・医療事故防止活動全般に関する調査，協議，対策の実施

　　・医療事故発生に伴う対応及び医療事故調査

　　・医療現場への的確な情報の提供

　　・医療事故防止対策マニュアル等の整備

　　・医療事故防止の教育・学習活動の展開

　　・リスクマネージメント委員会事務局

　　・インシデントレポートの集計，分析，報告

　　・厚生労働省・東京都へのインシデント事例報告の検討，集計

　　・利用者相談窓口報告書受付，集計，対応

　２）　院内感染防止対策

　　・院内感染防止対策活動全般に関する調査，協議，対策の実施

　　・院内感染防止に関するマニュアル等の整備

　　・院内感染防止対策に関する情報提供，教育・学習活動の実施

　　・院内感染防止委員会，���委員会事務局

　３）　災害医療対策

　　・災害医療全般に関する調査，協議，対策の実施

　　・災害訓練の企画，実施

　　・災害対策マニュアル等の整備

　　・災害対策委員会事務局

　室長　１�名（兼任），副室長　１�名（兼任），専任リスクマネージャー　１�名，事務　２�名の　５�名で構成されている。

　　室　長：高橋　信一（第　３�内科教授，リスクマネージメント委員会副委員長）

　　副室長：川村　治子（保健学部教授）

　　専任リスクマネージャー：星　恵理子（師長補佐）

　　事　務：山崎　昭（課次長）

　　　　　　広中　美佐緒

�

２３０

１４．　医学部付属病院

２６）　医療安全管理室

（　１ ）沿革

（　２ ）機能と業務内容

（　３ ）人員構成



―　　―

　１）　各種委員会開催実績

　　

２３１

①リスクマネージメント委員会

主　な　内　容開　催　日

・安全レポートより（患者急変時の対応検討）
・リスクマネージャー活動報告平成１５年　４�月　７�日　１�

・ベッドからの転倒・転落防止対策の対応方法実施
・患者確認方法の検討　５�月１９日　２�

・安全レポートより（採血時の注意事項（案）作成検討）
・他病院の医療事故の当院での見直し（当直体制の問題点）　６�月２３日　３�

・救急外来での大量処方を希望する患者の対処方法の検討
・患者照合システム導入決定
・救急蘇生法講習会開始報告

　７�月１４日　４�

・血漿分画製剤の同意書・説明書の運用開始
・患者急変時の対応の検討（小委員会）　　８�月　４�日　５�

・除細動器点検のチェックリスト作成報告
・化学療法手順書検討　９�月　１�日　６�

・リスクマネージメント講演会開催報告
・他病院の医療事故の当院での見直し（「タキソール」と「タキ
ソテール」の対応）

・輸血ポンプ空気混入事故に対する手術室の対応についての報告

１０月　６�日　７�

・同意書・説明書使用決定
・口頭指示についての手順書決定
・患者照合システムの構築決定

１１月１０日　８�

・通訳の依頼の説明書作成報告
・口頭指示手順の検討１２月　８�日　９�

・口頭指示手順の決定
・採血時の説明書の検討平成１６年　１�月１９日１０

・報告書より（塩酸モルヒネ１０倍投与）　２�月　２�日１１

・委員会規程の変更
・守秘義務の検討　３�月　１�日１２

（　４ ）活動状況・業績

②院内感染防止委員会

主　な　内　容開　催　日回

・新規採用者のツ反を来年度から　２�回法で実施することを検討
・重症急性呼吸器症候群（����）の医師対応マニュアル作成の
報告

平成１５年　４�月１０日８４

・����対応の実施報告
・院内血液培養陽性患者調査の実施結果報告
・����用抗生剤の請求方法の報告

　５�月２２日８５

・����の電話問合せの報告
・院内インフェクションコントロールマネージャー（���）の講
習会開催報告

・病棟での手洗い指導の実施報告

　６�月１９日８６

・����に関する掲示終了報告
・４５名の���が任命された報告
・使用済医療機器の消毒・洗浄に関する報告

　７�月２４日８７



―　　―

�

２３２

１４．　医学部付属病院

・院内血流感染サーベイランスの結果報告
・麻疹等の抗体価測定実施の検討
・異常事態を疑った場合の連絡報告体制の説明

　９�月１１日８８

・針廃棄ボックスの導入検討
・インフルエンザワクチン接種の実施場所の検討
・肺炎のサーベイランスを���他　７�箇所に絞って行うとの報告

１０月１０日８９

・抗菌薬使用指針（案），インフルエンザ，結核が疑われる外来
患者受診時の対応（案），感染症発生時における患者への説明
（案）の提案
・真空採血管使用上の注意等の報告

１１月２０日９０

・病棟巡視評価表の改訂（案）の提案
・　１�次消毒中止のための食器洗浄機の設置について１２月１８日９１

・ガーゼカストの廃止，包交車の物品の統一
・食器洗浄機の設置について平成１６年　１�月１５日９２

・インフルエンザの対応について
・単回使用医療器具に関する取り扱いについて
・消毒薬請求の変更について

　２�月１９日９３

・眼科における流行性角結膜炎発症の終息宣言及び拭き綿の仕様
変更

・インフルエンザ院内流行に伴う病棟でのマスク着用の解除
　３�月１８日９４

③災害対策委員会

主　な　内　容開　催　日回

・委員会の目的
・災害マニュアル作成について平成１５年　７�月３０日　１�

・災害対策本部設置と運営（案）について
・病院災害対策本部の設置基準
・災害マニュアル作成について

　９�月　２�日　２�

・災害対策について１０月　７�日　３�

・災害対策マニュアルについて
・杏林大学医学部付属病院災害対策委員会規程（案）について
・平成１５年度第　１�回災害訓練の実施について

１１月　４�日　４�

・平成１５年度第　１�回災害訓練の評価について１１月２６日　５�

・災害対策マニュアルについて
・第　２�回災害訓練の実施について１２月１７日　６�

・災害対策マニュアルについて
・第　２�回災害訓練の実施について平成１６年　２�月２０日　７�



―　　―

　２）　平成１５年度インシデントレポート集計

　　　　報告件数　２，３４０件

　　※（　　）内は報告総数に対する比率　　　　　　　　　※　３�月末の職種別総人数を基準に計算

　３）　主なマニュアル

　　①医療安全管理

　　　・医療事故防止対策マニュアル（平成１５年　９�月改訂）

　　　・患者等の急変・急病時の対応マニュアル（平成１５年　６�月２３日作成）

　　　・インスリンの指示の記載マニュアル（平成１５年１０月　１�日制定）

　　　・口頭指示手順（平成１６年　１�月２０日改訂）

　　　・緊急時の口頭指示の危険性（平成１６年　１�月２８日作成）

　　②院内感染防止

　　　・院内感染防止マニュアル集（平成１５年　９�月　１�日作成）

　　　・感染症発生時における患者への説明（平成１５年１１月２０日作成）

２３３



―　　―

　　　・針刺し事故の対応（含，血液・体液等の暴露）（平成１５年　９�月　１�日改訂）

　　③災害医療

　　　・災害対策マニュアル（平成１６年　２�月　１�日作成）

　４）　講演会・講習会等実施状況

２３４

１４．　医学部付属病院

①平成１５年度講演会・講習会の実施状況

参加者数対象職種テーマ名開催日研修区分担当部門

２４９人
病院職員
全職種

講演「安全医療の提供に向けて―病院
のリスク管理―」（東大病院　山本千恵
美先生）
「厚生労働省・東京都におけるインシデ
ント・アクシデント事例収集事業につ
いて」（山崎課次長）

１０／　３�
平成１５年度第　１�回リスク
マネージメント講演会

リスクマネージ
メント委員会

１５００人　〃　

講義「医療事故防止対策マニュアル・
第　２�版の内容説明」（田中講師），「安全
レポートについて」（星リスクマネージ
ャー），「災害マニュアルについて」（山
口助教授）

１０／２７，
２９～３１
（　４�日間）

リスクマネージメント講
習会

リスクマネージ
メント委員会

５４１人　〃　
講演「医療事故防止のために知ってお
くべきこと守るべきこと～気になる杏
林病院の事例から～」（川村教授）

　２�／２４
平成１５年度第　２�回リスク
マネージメント講演会

リスクマネージ
メント委員会

４３３人　〃　
講演「香港における����対策」（小
林先生）「当院における重症呼吸器症候
群（����）への対応」（河合助教授）

　４�／２５
平成１５年度第　１�回院内感
染防止講演会

院内感染防止委
員会

１０６人　〃　

講演「���の低下した���感染者・
����患者へのアプローチ」（国立国際
医療センター　照屋先生），「歯科治療
からの支援」（調布市歯科医師会理事，
澤悦夫先生），「地域における���陽性
者支援の経験から」（���法人ぷれい
す東京，生島先生）

１０／１４
平成１５年度第　２�回院内感
染防止講演会

院内感染防止委
員会

②平成１５年度病棟巡視記録
　　結果欄：①入院環境②廃棄物の処理　③消毒　④手洗い　⑤感染症対策
　　　　　　　　５�・・大変良い　　４�・・良い　　３�・・だいたい良い　　２�・・もう少し　　１�・・要改善

備　考結　果記録責任者場　所日　時
・汚物処理室，トレイ等は清潔感があり，整理整
頓されている。
・処置室の床の汚染を解消すべき，また長い髪の人
は束ねたり整えて業務を実施するべき。

①３．９　②３．８
③２．６　④３．０
⑤３．４

丸山　早苗１―３病棟　５�月　９�日（金）

・全体的に整理されており，感染防止対策の実施状
況はかなり良いといえる
・点滴準備台の位置（手洗場シンク横のため，水
はね汚染あり）

①４．５　②４．２
③３．５　④３．７
⑤３．２

中村貴枝子１―５病棟　６�月１３日（金）

・ナースステーション内，廊下，病室等，全体に
清潔な印象である。
・汚物処理室にペーパーホルダーを付けることが
必要。

①３．２　②３．３　
③２．７　④２．１
⑤２．９

中村貴枝子３―５Ａ病棟　７�月１１日（金）

・全体的に清潔な印象で，積極的に感染防止対策が
実施されている。
・針刺し事故防止，及び廃棄物の分別をさらに徹底
していただきたい。

①４．５　②３．９
③４．２　④３．５
⑤３．９

中村貴枝子１―２病棟　９�月１２日（金）

・全体に整理整頓され，管理状況は良好といえる。
・清潔リネン室内に汚染リネン収納カートがある。
早急に対応が必要。

①３．４　②４．３
③３．９　④―
⑤３．２

丸山　早苗３―４Ｂ病棟１０月１０日（金）



―　　―

③災害訓練

　　第　１�回：平成１５年１１月２６日（院内の被災状況報告，連絡体制の訓練）

　　第　２�回：平成１６年　３�月１０日（トリアージを含めた初期対応の訓練）

　５）　院外講演会・講習会・会議の参加記録

　　①院外講演会・講習会

　　　・看護業務改善研究会　リスクマネージメントセミナー（平成１５年　５�月１５日　　１�名参加）

　　　・日本病院会　医療安全対策のためのセミナー（平成１５年　７�月１７日，１８日　　１�名参加）

　　　・厚生労働省　医療安全に関するワークショップ（平成１５年１１月２６日　　１�名参加）

　　　・日本看護協会　リスクマネージャー養成研修（平成１５年１２月　８�日～１２日　　１�名参加）

　　　・東京都　医療安全推進事業研修会（平成１６年　１�月２９日　　２�名参加）

　　　・日本看護協会　看護管理セミナー（平成１６年　２�月２４日　　１�名参加）

　　②院外会議

　　　・日本私立医科大学協会・医療安全対策委員会（平成１５年１０月２９日　　１�名参加）

２３５

・現在部分的に改修工事中であったため，雑然と整
理されていない印象であった。
・使用済みのリネンが清潔なリネン庫の中に入っ
ており，改善が必要である。

①２．８　②３．６
③２．５　④２．４
⑤２．２

中村貴枝子３―３Ａ病棟１１月１４日（金）

・当院でトップクラスの感染防止対策が実施され
ている。
・狭いスペースを有効に利用していた。
・消毒薬の交換時間，開封日が明記され，管理状
態がよい。
・包交車にカストもなく，よく整理されている。

①３．５　②４
③４．５　④４
⑤４．３

中村貴枝子３―１Ｂ病棟　１�月　９�日（金）

・全体的に整理・整頓されている印象であった。
・汚物処理室のベッドバンウォッシャーが利用さ
れ，洗浄がきちんと実施されている。
・輸血専用ゴミ箱が設置されているが，メディカル
ペールへの廃棄で良い。

①３．７　②３
③３．５　④２．９
⑤３

中村貴枝子３―２Ｂ病棟　１�月　９�日（金）

・工事も終わり，全体的には少し広くなって整理さ
れている印象がある。前回の指摘事項の全てで
はないが改善されつつある。
・包交車に万能つぼ，カスト，セッシ立てを使用し，
ディスポ化が進んでいない。（病棟予算との関係
あり）一次処理中央化に向けて改善が必要。
・針廃棄ボックスを使用しているが，リキャップさ
れている。

中村貴枝子３―３Ａ病棟
（再巡視）　１�月　９�日（金）

・全体的には整頓されている印象。
・使用後リネンのランドリーバッグが廊下に置い
てあり，蓋もされていない。（他の場所を検討で
きなかった。）
・床の綿埃が目立ち気になった。床の壁の接点が垂
直で，��法がとられておらず，黒ずんでいたり
汚染があった。（改修工事後である）

・各部屋の入口にあるゴジョーそれぞれに日付が
ついており，使用している状況が確認できた。

①４．０　②４．２
③４．０　④４．５
⑤３．９

中村貴枝子２―６Ａ病棟　２�月１６日（金）

・よく整理・整頓されていた。
・プラスチック類の消毒を大きなタンクを使用し，
排水はポンプ（洗濯機用）を利用する工夫がな
されていた。しかし，消毒はテゴーと逆性石鹸
を　２�ヶ月交換とし，逆性石鹸は院内で中止後も
特別に納入されていた。（必要だからという理由
にて）消毒薬を次亜塩素酸ナトリウムへの変更
を助言した。

①４．３　②５
③４．１　④４
⑤６

中村貴枝子���病棟　３�月１２日（金）



―　　―

　　　・東京都エイズ拠点病院等連絡会議（平成１５年１１月１９日　　１�名参加）

　　　・東京都����診療協力医療機関病院連絡会（平成１６年　１�月２９日　　１�名参加）

　６）　口演，論文，院外委員

　　①口演

　　　社会福祉法人聖ヨハネ会総合桜町病院「リスクマネージメントについて」（星　恵理子）

　　②論文

　　　医学書院発行「看護管理　第１３巻第　９�号」投稿　

　　　「臨床現場における看護技術手順の意義を見直す」（星　恵理子）

　　③院外委員

　　　（社）日本私立医科大学協会医療安全対策委員会委員（山崎　昭）

２３６

１４．　医学部付属病院




