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１４．　医学部付属病院
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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・三多摩地区の大学病院と

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，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�月から新外来棟を建設，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，病院機能の充実がさらに図られた。
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（　３ ）平成１６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

届出理事長手術東京社会保険事務局

届出理事長褥瘡患者管理加算東京社会保険事務局

届出理事長臨床研修病院入院診療加算東京社会保険事務局

届出理事長両質ペースメーカー移植術東京社会保険事務局

届出理事長直線加速器による定位放射線治療東京社会保険事務局

届出理事長経皮的中隔心筋焼灼術東京社会保険事務局

夜間勤務等看護加算東京社会保険事務局

救命救急入院料東京社会保険事務局

広範囲熱傷特定集中治療室管理料東京社会保険事務局

（　４ ）平成１６年度　主な申請許可事項等（用途変更）

内容申請者許　可　事　項　等提　出　先

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
（中央病棟）

東京都福祉保健局
（多摩府中保健所経由）

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
（中央検査部等）

東京都福祉保健局
（多摩府中保健所経由）

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
（外来棟　診察室等）

東京都福祉保健局
（多摩府中保健所経由）

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Ｄ棟　研修医当直室等）

東京都福祉保健局
（多摩府中保健所経由）

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　１�病棟　４�・　５�階等）

東京都福祉保健局
（多摩府中保健所経由）
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（　５ ）特定機能病院紹介率

平成１６年度

　９�月　８�月　７�月　６�月　５�月
１６年
　４�月

４３．４％４６．８％４３．７％４４．１％４１．１％４６．７％
＜特定機能病院紹介率＞
紹介率（医療法上）

４０．３％４３．１％４１．０％４１．６％３８．５％４４．１％紹介率（診療報酬上）

１６．１％１１．６％２３．８％１１．１％１１．５％１８．９％
＜死亡退院患者剖検率＞
剖検率（精率）

合　計　３�月　２�月
１７年
　１�月

１２月１１月１０月

４３．９％
（平均）

４６．１％３８．３％４０．８％４３．９％４６．１％４６．６％
＜特定機能病院紹介率＞
紹介率（医療法上）

４１．８％
（平均）

４５．６％３６．７％３９．０％４３．９％４４．７％４４．３％紹介率（診療報酬上）

１５．９％
（平均）

１１．５％１４．８％１４．９％２３．０％１７．６％１６．４％
＜死亡退院患者剖検率＞
剖検率（精率）
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平均　３�月　２�月　１�月１２月１１月１０月　９�月　８�月　７�月　６�月　５�月　４�月稼動数病棟
８９．３％９１．１％９０．９％７９．６％８９．７％９３．８％８９．７％７０．０％９１．８％９９．７％９７．８％８０．２％９６．８％２４　１�―　２�
７８．４％７６．９％６９．７％７６．５％８５．８％８３．６％８８．３％８２．７％８１．９％７７．９％７６．６％６４．２％７７．２％４０　１�―　３�
８８．６％９２．３％９２．５％８２．６％８６．２％８３．８％８７．０％８９．８％９１．０％９５．４％９２．７％８２．１％８７．７％４１　１�―　４�
８７．４％９５．０％９４．３％７５．２％８８．９％７９．５％８２．０％８９．８％９２．３％９２．４％８９．１％８０．５％８９．６％４０　１�―　５�
８５．６％９１．６％８８．４％８４．２％８１．４％９１．６％８１．９％７８．３％８５．３％８７．８％８１．２％８５．８％８９．８％４２　２�―　２�Ａ
８０．７％７８．９％８１．６％８６．０％７６．２％８２．４％７８．５％８２．２％８６．５％７２．７％７８．０％８１．４％８４．１％３２　２�―　２�Ｂ
９２．３％９５．９％９７．６％９２．３％９６．０％９６．０％９５．５％９３．４％９２．３％８８．７％８６．５％８５．６％８８．３％４４　２�―　２�Ｃ
８９．２％８７．８％７２．２％５９．１％７９．０％８２．４％９０．９％１０２．２％１１５．４％９５．９％９７．２％１０３．２％８５．４％１８���

９１．８％９５．１％９６．６％８８．０％８６．６％８９．５％９０．５％９０．５％８９．９％９４．４％９５．０％９３．２％９２．０％４３　２�―　３�Ａ
８７．８％９０．７％９０．９％７９．４％８５．７％８６．７％８４．９％８８．１％８８．３％９２．７％９０．４％８７．７％８８．４％４４　２�―　３�Ｂ
９５．３％９９．４％９８．２％９１．９％９６．５％９８．１％９６．７％９６．９％９３．９％９３．６％９５．２％８９．１％９３．６％４４　２�―　３�Ｃ
９５．０％９９．２％９４．０％８４．７％９１．４％９８．３％９７．１％９４．９％９６．８％９８．３％９４．９％９１．３％９８．８％４８　２�―　４�Ａ
９３．１％９８．４％９６．１％７７．４％８４．１％９４．６％９５．０％９７．０％９８．３％９５．２％９５．９％９０．２％９４．５％４７　２�―　５�Ａ
８５．８％９２．０％９１．０％７７．５％８６．０％８４．４％９１．９％８９．３％８５．２％８３．３％８１．９％７９．６％８７．１％３０　２�―　６�Ａ
８１．９％８９．９％９７．９％８３．２％７７．２％９３．１％７９．１％６５．６％６９．７％８９．２％７０．９％８０．０％８７．３％１５　３�―　１�Ｂ
８７．８％９３．２％９１．３％８７．１％９５．８％９０．１％８４．８％９０．２％８４．８％９０．２％８２．５％８１．４％８１．６％４０　３�―　２�Ａ
８７．５％８９．９％９１．２％８７．０％９０．８％８７．６％８４．３％８７．７％８７．０％８９．５％９４．３％７９．０％８２．０％４３　３�―　２�Ｂ
７２．６％８２．４％９９．２％７８．７％５７．１％７９．５％７６．７％７２．８％６０．５％７４．４％７５．１％６５．３％４９．４％１３　３�―　２�Ｃ
７９．０％８３．７％８４．９％６６．７％７５．０％７４．３％８４．１％７２．７％７８．８％８６．１％８３．１％７５．３％８３．１％５０　３�―　３�Ａ
８７．９％９７．１％９１．８％８９．７％９０．５％９２．２％８２．１％８２．０％８０．４％８０．５％８３．５％９１．８％９３．６％４４　３�―　３�Ｂ
８６．５％９１．７％９１．６％８２．８％８６．６％８９．２％８６．１％８４．４％８４．９％９０．８％８６．４％７７．９％８５．５％４８　３�―　４�Ａ
８５．２％８７．４％９２．２％７８．５％８２．５％８９．２％８１．５％８３．２％８６．６％９０．１％８８．１％７８．４％８４．６％４３　３�―　４�Ｂ
９２．６％９４．２％９７．５％８８．７％９２．０％９４．６％９２．７％８５．６％９１．１％９４．７％９４．２％９２．１％９４．２％４８　３�―　５�Ａ
９１．０％９２．９％８８．５％７６．５％７４．３％９２．０％９５．５％９４．１％９６．９％９５．７％９６．４％９３．０％９５．７％４５　３�―　５�Ｂ
８７．９％９１．７％９１．１％８２．０％８６．０％８９．０％８８．０％８６．９％８８．６％９０．１％８８．６％８４．１％８８．３％９２６一般病棟
７９．８％８４．４％７４．７％７１．２％７０．７％８２．２％８６．８％６６．１％７９．０％８５．５％８６．１％８１．７％８８．９％１２������

９５．１％７９．４％７９．８％７９．８％９６．６％９９．８％１００．４％１００．９％１０３．７％１００．０％１０１．３％１００．０％９８．９％１５����

８９．５％９６．０％９０．２％８６．３％８４．７％９０．０％８９．９％８９．２％８６．７％９１．５％９０．０％９４．４％８５．４％８���

９３．９％１００．６％１０１．６％９８．８％９８．４％９９．０％９１．２％８０．５％８０．３％９２．６％９６．３％９２．４％９４．５％２６���

８５．５％１００．０％９８．２％９２．７％８５．５％８９．２％６３．７％４２．５％９６．０％１０１．６％８０．８％８６．３％９０．０％４���

８８．１％９１．８％９１．０％８２．４％８６．３％８９．４％８８．２％８６．５％８８．５％９０．３％８８．９％８４．７％８８．６％９９１全病棟

平成１６年度　病棟稼働率

※　Ｈ１５／　３�／　１�～����　１２→１５床
※　病棟改修工事：　２�―　２�Ｃ（～１１／　１�），���（～　６�／３０），　３� ―　４�Ａ（　５�／１４～　８�／２０）
※　病棟改修工事：　３�―　３�Ａ（　９�／３０～１２／２６），　３� ―　２�Ａ（　１�／１３～）
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平均１７年　３�月１７年　２�月１７年　１�月１６年１２月１６年１１月１６年１０月１６年　９�月１６年　８�月１６年　７�月１６年　６�月１６年　５�月１６年　４�月病棟名

　６．８　　６．８　６．６　５．９　　６．６　７．０　　６．９　６．１　６．１　７．４　７．９　　６．５　　６．７　１�―　２�

１３．１　１４．８１３．４１３．１　１２．６１５．１　１９．０１４．９１３．１１２．１１０．９　１１．７　１０．０　１�―　３�

　９．９　　９．３１１．１１０．７　　９．３　９．２　　９．３１０．１　９．５１０．５　９．８　　９．５　１０．６　１�―　４�

　６．６　　６．５　６．３　５．９　　６．８　６．４　　５．７　７．４　６．２　７．７　６．３　　７．３　　７．５　１�―　５�

２８．９　２８．９３８．５２８．３　２７．８３４．７　２４．２２３．０３２．５２４．０１８．６　２８．７　３０．９　２�―　２�Ａ

３２．４　４１．５２８．０３４．１　３４．３３４．８　３２．４３６．５３２．２２９．０３９．９　３１．５　２２．６　２�―　２�Ｃ

３３．０　２８．６５１．９３１．３　４１．２３７．６　２７．４２９．６３６．１２５．３２７．１　３１．３　２９．０���

３１．０　３５．６２８．９３４．４　２０．２２８．５　３１．２２８．５２４．２２９．８２６．９　３２．２　４５．７　２�―　３�Ａ

２５．５　２９．４３０．１２１．８　１８．３２８．３　１９．１２１．４２２．９２７．２２３．０　２６．６　３０．０　２�―　３�Ｂ

２５．７　２６．７２２．４２７．７　２７．９３６．９　３０．０２７．１２３．４２４．２２０．２　２６．５　２０．１　２�―　３�Ｃ

２６．０　１９．８３０．２２５．７　２１．２２２．４　２２．３２８．５２９．５３３．４２５．５　２４．１　３０．６　２�―　４�Ａ

２６．８　２８．８２６．０２４．０　１８．５２１．８　３１．４３１．６２６．８２４．５３１．４　２６．３　２５．７　２�―　５�Ａ

２５．６　２２．１２０．０２３．０　２６．９２６．７　３３．８３８．３２１．５２３．６２１．０　２９．９　２５．８　２�―　６�Ａ

１９．５　２３．６２０．７２１．３　１５．７２１．９　１７．４１２．３１５．０２１．６２４．９　１４．９　２１．７　３�―　１�Ｂ

１８．０　１５．９１８．９２５．３　２１．２１７．１　１５．６１６．７１６．１１８．４２０．０　１８．８　１４．０　３�―　２�Ａ

１６．０　１８．８１５．８１９．６　１３．８１５．３　１５．１１５．０１２．８１７．２１８．８　１７．７　１４．２　３�―　２�Ｂ

２３．０　１６．６１７．１１９．５　１８．１２２．１　２９．１３１．２２２．３３７．５１６．５　１８．５　２７．５　３�―　２�Ｃ

　９．９　１１．３１０．１１０．０　　７．２１０．４　１０．０　９．７１０．４１１．０　９．８　１１．８　　９．０　３�―　３�Ａ

３１．２　４４．１３１．０３７．９　２９．５２７．８　２５．９２５．３２７．８１８．９２４．２　４１．５　３９．５　３�―　３�Ｂ

１６．６　１７．４１５．２１８．０　１４．７１２．８　１５．８１７．０１６．５２１．０１７．８　１６．０　１７．２　３�―　４�Ａ

１９．７　１８．５１９．９２６．９　１９．８２０．３　１７．７１８．１１９．６１７．８１９．０　１７．３　１８．０　３�―　４�Ｂ

２５．３　１９．９２７．５２５．９　２４．８３１．３　２５．５２０．１２５．３２１．６３４．７　２７．６　２４．３　３�―　５�Ａ

２４．６　２２．８２１．６２８．７　１８．４２７．４　２８．９２７．５２４．５２４．９２５．５　２５．２　２１．２　３�―　５�Ｂ

１０２．８　９１．７３６．５４９．８１２２．５９７．２１２５．５９３．６５６．０７４．９８３．０１０６．８２３７．０���

　８．２　　８．１　８．１　７．０　　７．６　７．６　　７．１　８．８　８．１　９．３　９．１　　８．０　　７．９���

１６．９　１７．０１６．９１７．５　１５．４１７．１　１６．８１７．２１６．５１７．４１６．８　１７．８　１６．７合計

１５．１　１３．７１２．８１４．９　１６．１１５．１　１５．７１４．２１４．５１２．４１５．２　１７．６　１５．５総合周産期

　８．１　　８．５　７．５　７．４　　７．７　７．６　　９．０　６．９　７．５　７．９　９．２　　９．１　　９．０（������）

４９．４　３０．２３２．４７７．６　５３．３５０．７　３３．２３５．８３９．４２１．４２９．４　４７．６　３５．２（����）

５０．９１２５．０５６．０３９．３　２３．１５３．５　２２．６５１．０４６．８３６．０２１．１　５３．５　５４．０���

２７．２　２５．２２９．３２４．６　２３．０２５．８　３１．３２４．２２９．１２２．２２７．２　４０．５　２４．１　２�―　２�Ｂ

平成１６年度　平均在院日数



―
　
　
―

１８３

前年比前年数　１�日平均月平均�����　３� 月　２� 月　１� 月１２月１１月１０月　９� 月　８� 月　７� 月　６� 月　５� 月　４� 月
４．６１４１１，６８８１４１１５８１８１１６０１５２１５８１１１１１５１２７１２２１３３１３０２００３年 総 患 者 数総

計
５．３１６１１，９３１１９３１６９１８５１７６１７９１８０１２１１４４１３９１５５１５０１４０２００４年 総 患 者 数
０．７　２０　　２４３　５２　１１　　４　１６　２７　２２　１０　２９　１２　３３　１７　１０対 前 年 比

　２１６１，１３０３．７１１２１，３４６１２４１１５１４４１１２１２５１１２　８８１０３　９９１１６１０６１０２��������経 由搬
送
経
路

　－１　　３２２０．９　２７　　３２１　３５　２８　２５　４７　３１　３５　１７　１８　１８　２３　２５　１９　１� ・ 　２� 次 経 由
　　１５　　１３３０．４　１２　　１４８　１８　１８　　８　１２　１３　１４　　８　　９　１３　１１　　８　１６他 院 紹 介
　　５４　　　６２０．３　１０　　１１６　１６　　８　　８　　５　１０　１９　　８　１４　　９　　５　１１　　３院内（外来・病棟等）
　　２３　　４５７１．３　４０　　４８０　３８　４２　４０　４５　４２　４１　３１　３３　４６　４２　３９　４１救 急 医 学 Ｂ科

別

内

訳

　　６８　　４５７１．４　４４　　５２５　４５　３５　７１　４３　４４　４４　２９　４５　３７　４５　４４　４３救 急 医 学 Ｃ
　　９１　　９１４２．８　８４１，００５　８３　７７１１１　８８　８６　８５　６０　７８　８３　８７　８３　８４救 急 医 学 合 計
　　６４　　２０９０．７　２３　　２７３　３２　２１　２３　２９　２４　２１　２４　１７　２１　２３　２０　１８脳 神 経 外 科
　　６２　　３５２１．１　３５　　４１４　４５　４６　３３　４０　４２　４２　２２　４５　２４　２４　２７　２４第 　２� 内 科
　　６７　　１７２０．７　２０　　２３９　３３　２５　１８　１９　２７　３２　１５　　４　１１　２１　２０　１４そ の 他
　　２５　　２６９０．８　２５　　２９４　３６　２４　３７　３０　２７　２６　１４　２２　１６　１７　２５　２０� � � � � �

傷　
　

病　
　

系　
　

列　
　

内　
　

訳

　　７３　　４１０１．３　４０　　４８３　４９　４４　３６　５０　５８　５１　３２　４３　２６　３１　３２　３１循 環 器 系
　　　５　　　７９０．２　　７　　　８４　　７　１０　　９　　５　　８　　８　　９　　６　　０　　９　　５　　８呼 吸 器 系
　　４０　　２６２０．８　２５　　３０２　４０　２７　２１　２８　２８　２９　２２　１９　１７　２３　２４　２４脳 神 経 系
　　１０　　　９４０．３　　９　　１０４　１４　１０　　８　　９　　８　１１　　４　　４　１０　　７　１４　　５消 化 器 系
　　　１　　　　９０．０　　１　　　１０　　１　　３　　１　　１　　１　　０　　０　　１　　０　　０　　０　　２泌 尿 器 系
１７　　　４１０．２　　５　　　５８　　３　　７　　７　　５　　５　　７　　１　　６　　６　　６　　２　　３熱 傷
　－６　　１３５０．４　１１　　１２９　１１　　６　１８　１４　１０　１１　１２　　７　１１　１４　　７　　８交 通 外 傷外　

　
　

傷

－１６　　　６２０．１　　４　　　４６　　５　　２　　２　　６　　４　　２　　１　　４　　７　　８　　３　　２転 落 外 傷
　　１０　　　１２０．１　　２　　　２２　　１　　０　　１　　３　　１　　０　　２　　３　　３　　２　　３　　３外 傷 性 ���

　　４２　　　３３０．２　　６　　　７５　　８　　８　１３　　８　　４　　３　　４　　３　　９　　８　　６　　１そ の 他 外 傷
　　３０　　２４２０．７　２３　　２７２　２５　１６　３４　３１　１９　１６　１９　１７　３０　３２　１９　１４外 傷 合 計
　　３８　　１６９０．６　１７　　２０７　　９　１５　２３　　９　１８　２３　１５　１３　２０　１８　２１　２３薬 物 中 毒
　　４５　　　７２０．３　１０　　１１７　　９　１３　　９　　８　　７　　９　　５　１３　１４　１２　　８　１０そ の 他
　　６５　　１８９０．７　２１　　２５４　１３　１３　２１　１４　２５　２９　１９　２５　２３　１９　２７　２６自 宅 � � �転

帰

内

訳

　　８１　　７６４２．３　７０　　８４５　８６　７１　６２　８５　８７　８６　５１　５７　７２　７５　６０　５３転 科 転 棟
－２２　　１０４０．２　　７　　　８２　１０　　６　　５　　９　　７　　８　　６　　８　　７　　３　　１　１２他 院 転 院
　　５０　　３９９１．２　３７　　４４９　４９　４０　５６　４５　３７　３６　２７　３２　２６　３４　３４　３３死 亡
　　８５　　１９１０．８　２３　　２７６　４１　３０　２０　２３　２３　２１　１８　２２　２０　１９　２３　１６　１� ・ 　２� 次 扱 い

平成１６年度　救命救急センター



―　　―１８４

１４．　医学部付属病院

平成１６年度　各科別外来総計表

１０月　９�月　８�月　７�月　６�月　５�月　４�月
（２５日）（２４日）（２６日）（２６日）（２６日）（２３日）（２５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一日平均患者数一日平均患者数

１９．２４７９１９．４４６５１７．３４５０２０．１５２２１９．２４９９２１．８５０２１９．０４７６新来
第 一 内 科 １９４．５４，８６２２０３．０４，８７３１８８．７４，９０７１９４．９５，０６６１８９．５４，９２８２０３．３４，６７５１９６．０４，９０１再来

２１３．６５，３４１２２２．４５，３３８２０６．０５，３５７２１４．９５，５８８２０８．７５，４２７２２５．１５，１７７２１５．１５，３７７計
２．３５８２．９７０２．８７３２．４６１２．９７６３．４７９２．６６５新来

第 二 内 科 １６１．２４，０３１１５８．４３，８０２１４５．４３，７８０１６０．９４，１８３１５５．８４，０５０１６４．７３，７８９１７３．５４，３３７再来
１６３．６４，０８９１６１．３３，８７２１４８．２３，８５３１６３．２４，２４４１５８．７４，１２６１６８．２３，８６８１７６．１４，４０２計
２．４６１２．８６８２．１５５２．９７４２．７７１２．７６３２．５６２新来

第 三 内 科 １８９．５４，７３８１８１．６４，３５８１５８．９４，１３１１８４．９４，８０７１７９．２４，６５９１８１．６４，１７７１８７．１４，６７７再来
１９２．０４，７９９１８４．４４，４２６１６１．０４，１８６１８７．７４，８８１１８１．９４，７３０１８４．４４，２４０１８９．６４，７３９計
０．６１５０．５１２０．４１００．５１３０．５１４０．７１５０．８２０新来

高 齢 医 学 ３５．４８８４４１．５９９７３５．９９３３４２．３１，０９９３７．９９８４４２．０９６５３９．６９９０再来
３６．０８９９４２．０１，００９３６．３９４３４２．８１，１１２３８．４９９８４２．６９８０４０．４１，０１０計
１１．１２７７１０．５２５２９．５２４８１４．６３８０１３．５３５２１４．７３３８１２．３３０７新来

小 児 科 ７０．８１，７７０６９．５１，６６７６５．６１，７０６７３．３１，９０６７４．０１，９２４７８．６１，８０８８１．１２，０２７再来
８１．９２，０４７８０．０１，９１９７５．２１，９５４８７．９２，２８６８７．５２，２７６９３．３２，１４６９３．４２，３３４計
１０．５２６３１２．４２９７１２．２３１６１２．０３１１１３．９３６１１５．３３５２９．４２３４新来

皮 膚 科 １５６．６３，９１４１６０．５３，８５３１４５．１３，７７３１４８．９３，８７１１５２．８３，９７３１５５．２３，５６９１４６．０３，６５１再来
１６７．１４，１７７１７２．９４，１５０１５７．３４，０８９１６０．９４，１８２１６６．７４，３３４１７０．５３，９２１１５５．４３，８８５計
４．１１０２４．０９７４．１１０６４．７１２１４．９１２７５．３１２１４．０１００新来

第 一 外 科 ４７．２１，１８０５１．４１，２３４４２．５１，１０６４６．３１，２０４４７．５１，２３４４９．０１，１２８４６．１１，１５２再来
５１．３１，２８２５５．５１，３３１４６．６１，２１２５１．０１，３２５５２．４１，３６１５４．３１，２４９５０．１１，２５２計
１．５３８１．５３７１．５３８１．５４０１．７４３１．９４３１．５３７新来

第 二 外 科 ５３．８１，３４５６１．８１，４８４４３．５１，１３２５９．１１，５３７５３．４１，３８８５６．１１，２９１５４．６１，３６５再来
５５．３１，３８３６３．４１，５２１４５．０１，１７０６０．７１，５７７５５．０１，４３１５８．０１，３３４５６．１１，４０２計
０．３８０．５１２０．５１３０．７１８０．７１７０．４１００．６１５新来

心臓血管外科 ２２．７５６７２３．７５６９２０．９５４４２３．５６１０２３．４６０９２０．１４６３２４．７６１７再来
２３．０５７５２４．２５８１２１．４５５７２４．２６２８２４．１６２６２０．６４７３２５．３６３２計
７．５１８７７．８１８６７．０１８１６．８１７６６．５１６９８．０１８３７．５１８７新来

形 成 外 科 ５１．０１，２７４５２．０１，２４９４４．７１，１６３４８．６１，２６３４３．９１，１４０５０．７１，１６７４４．４１，１１０再来
５８．４１，４６１５９．８１，４３５５１．７１，３４４５５．４１，４３９５０．４１，３０９５８．７１，３５０５１．９１，２９７計
６．０１５１５．７１３６４．２１０９６．２１６０６．２１６０６．４１４８６．２１５５新来

脳神経外科 ３９．１９７８４２．３１，０１５３５．６９２５３９．７１，０３２４０．３１，０４７４４．０１，０１１４３．２１，０７９再来
４５．２１，１２９４８．０１，１５１３９．８１，０３４４５．９１，１９２４６．４１，２０７５０．４１，１５９４９．４１，２３４計
１５．７３９３１６．５３９５１４．７３８３１５．９４１４１６．５４２８１９．３４４４１４．９３７３新来

整 形 外 科 １２５．１３，１２８１４０．２３，３６４１２１．１３，１４８１３３．２３，４６３１３８．３３，５９５１３７．５３，１６２１３６．３３，４０８再来
１４０．８３，５２１１５６．６３，７５９１３５．８３，５３１１４９．１３，８７７１５４．７４，０２３１５６．８３，６０６１５１．２３，７８１計
６．０１５０５．７１３７５．８１５０５．６１４５４．９１２８６．３１４５５．６１３９新来

泌 尿 器 科 １０９．２２，７２９１１４．３２，７４３１０６．８２，７７６１０９．５２，８４６１０８．４２，８１８１０８．５２，４９６１０８．６２，７１６再来
１１５．２２，８７９１２０．０２，８８０１１２．５２，９２６１１５．０２，９９１１１３．３２，９４６１１４．８２，６４１１１４．２２，８５５計
１７．２４３０１８．４４４１１６．３４２４１７．４４５２１８．０４６７２４．１５５５１８．１４５２新来

眼 科 ２２２．２５，５５５２２６．５５，４３５２０３．２５，２８２２１３．０５，５３７２１７．７５，６５９２１９．０５，０３７２１１．０５，２７４再来
２３９．４５，９８５２４４．８５，８７６２１９．５５，７０６２３０．４５，９８９２３５．６６，１２６２４３．１５，５９２２２９．０５，７２６計
１３．３３３２１１．０２６５１２．０３１３１４．８３８５１３．５３５１１４．４３３１１３．９３４７新来

耳鼻咽喉科 ７２．１１，８０３７３．３１，７６０７３．０１，８９８７７．３２，０１０７８．９２，０５２８２．０１，８８７８３．８２，０９４再来
８５．４２，１３５８４．４２，０２５８５．０２，２１１９２．１２，３９５９２．４２，４０３９６．４２，２１８９７．６２，４４１計
５．３１３２３．９９３５．２１３５４．９１２６５．１１３３６．３１４４５．６１４１新来

産 婦 人 科 １０２．１２，５５２１０８．８２，６１１９７．２２，５２７１０６．３２，７６３１０９．６２，８５０１０９．５２，５１８９９．９２，４９８再来
１０７．４２，６８４１１２．７２，７０４１０２．４２，６６２１１１．１２，８８９１１４．７２，９８３１１５．７２，６６２１０５．６２，６３９計

０００００００．０１新来
放 射 線 科 ２４．４６１０２５．５６１２１９．３５０１２１．８５６７２４．５６３６２３．８５４７２３．０５７５再来

２４．４６１０２５．５６１２１９．３５０１２１．８５６７２４．５６３６２３．８５４７２３．０５７６計
０．１３００．１２０．１２０．０１０．１２０．２５新来

麻 酔 科 ８．９２２２１１．７２８１１２．１３１５１２．２３１６１３．５３５０１４．６３３５１３．８３４５再来
９．０２２５１１．７２８１１２．２３１７１２．２３１８１３．５３５１１４．７３３７１４．０３５０計

０００００００新来
透析センター １０．５２８３１１．４２９５１１．３２９３１１．６３１２１１．７３０４１１．６３０１１１．５２９９再来

１０．５２８３１１．４２９５１１．３２９３１１．６３１２１１．７３０４１１．６３０１１１．５２９９計
０．７１７１．０２５０．８２００．９２３０．７１９０．５１２０．９２２新来

小 児 外 科 １１．５２８７１１．１２６７１１．１２８９１３．１３４０１０．５２７２１０．７２４５１２．６３１６再来
１２．２３０４１２．２２９２１１．９３０９１４．０３６３１１．２２９１１１．２２５７１３．５３３８計
１．８４４２．０４９１．７４５２．４６３２．６６８２．８６４２．１５３新来

精神神経科 ７７．３１，９３２８３．０１，９９３７４．８１，９４４７９．４２，０６４７３．０１，８９９７９．３１，８２４７８．１１，９５２再来
７９．０１，９７６８５．１２，０４２７６．５１，９８９８１．８２，１２７７５．７１，９６７８２．１１，８８８８０．２２，００５計

０００００００新来

救急医学科 ０．４１１０．５１１０．９２２０．６１５０．６１６０．５１１０．９２３再来
０．４１１０．５１１０．９２２０．６１５０．６１６０．５１１０．９２３計
３．４８５３．６８７３．３８５４．２１０９３．６９３２．７６３３．０７４新来

総合診療科 ４０．６１，０１４４５．２１，０８４４２．４１，１０２４３．９１，１４２４４．１１，１４６４６．３１，０６５４４．８１，１２１再来
４４．０１，０９９４８．８１，１７１４５．７１，１８７４８．１１，２５１４７．７１，２３９４９．０１，１２８４７．８１，１９５計

０００００００新来

リ ハ 科 １７．９４４７１７．３４１４１８．９４９１１９．４５０３２１．３５５４２２．８５２４２４．４６１０再来
１７．９４４７１７．３４１４１８．９４９１１９．４５０３２１．３５５４２２．８５２４２４．４６１０計
１２９．０３，２２５１３０．２３，１２４１２１．４３，１５６１３８．３３，５９５１３７．６３，５７７１５７．１３，６１４１３０．６３，２６５新来

総 合 計 １，８４４．６４６，１１６１，９１５．５４５，９７１１，７１８．８４４，６８８１，８６３．７４８，４５６１，８４９．５４８，０８７１，９１２．８４３，９９５１，８８５．５４７，１３７再来
１，９７３．６４９，３４１２，０４５．６４９，０９５１，８４０．２４７，８４４２，００２．０５２，０５１１，９８７．１５１，６６４２，０７０．０４７，６０９２，０１６．１５０，４０２計



―　　―１８５

平成１６年度　各科別外来総計表（続き）

平成１６年度　３�月　２�月平成１７年　１�月１２月１１月
（２９４日）（２６日）（２３日）（２３日）（２４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一日平均患者数

２３．４６，８６４３３．６８７４３８．４８８３２８．４６５３２３．０５５２２２．１５０９新来
第 一 内 科 ２０５．３６０，３４５２３０．２５，９８４２１８．３５，０２１２１４．９４，９４２２１０．８５，０５９２２２．９５，１２７再来

２２８．６６７，２０９２６３．８６，８５８２５６．７５，９０４２４３．３５，５９５２３３．８５，６１１２４５．０５，６３６計
３．０８７１６．５１６８２．１４９２．３５２２．５６０２．６６０新来

第 二 内 科 １６５．３４８，５８３１８３．７４，７７６１６７．６３，８５５１７４．５４，０１４１６４．７３，９５２１７４．５４，０１４再来
１６８．２４９，４５４１９０．２４，９４４１６９．７３，９０４１７６．８４，０６６１６７．２４，０１２１７７．１４，０７４計
３．１９１７８．３２１５３．１７１２．２５１２．５６０２．９６６新来

第 三 内 科 １８８．４５５，３９５２１９．１５，６９６１９２．５４，４２７１９５．４４，４９３１９５．６４，６９４１９７．３４，５３８再来
１９１．５５６，３１２２２７．４５，９１１１９５．６４，４９８１９７．６４，５４４１９８．１４，７５４２００．２４，６０４計
０．７１９０１．５４００．５１２０．６１４０．４１００．７１５新来

高 齢 医 学 ４０．２１１，８３０４２．８１，１１２４０．８９３９４１．８９６１３９．８９５４４４．０１，０１２再来
４０．９１２，０２０４４．３１，１５２４１．４９５１４２．４９７５４０．２９６４４４．７１，０２７計
１５．２４，４６４１７．６４５８２７．７６３８１７．５４０３２０．８４９９１３．６３１２新来

小 児 科 ７７．９２２，９０７９０．９２，３６３９０．３２，０７７７７．４１，７７９８４．４２，０２５８０．７１，８５５再来
９３．１２７，３７１１０８．５２，８２１１１８．０２，７１５９４．９２，１８２１０５．２２，５２４９４．２２，１６７計
１１．７３，４３９１３．９３６２９．２２１１１０．９２５１１０．４２４９１０．１２３２新来

皮 膚 科 １５１．６４４，５７４１３５．７３，５２７１４５．５３，３４６１５８．４３，６４３１５７．６３，７８２１５９．７３，６７２再来
１６３．３４８，０１３１４９．６３，８８９１５４．７３，５５７１６９．３３，８９４１６８．０４，０３１１６９．７３，９０４計
４．５１，３２０５．０１３１４．１９５４．１９５５．３１２７４．３９８新来

第 一 外 科 ５０．０１４，７０６６８．１１，７７０４８．２１，１０８５１．５１，１８５５２．５１，２６１４９．７１，１４４再来
５４．５１６，０２６７３．１１，９０１５２．３１，２０３５５．７１，２８０５７．８１，３８８５４．０１，２４２計
２．０５９７４．４１１４２．５５７１．６３７２．４５７２．４５６新来

第 二 外 科 ５７．５１６，８９６６７．５１，７５６５８．３１，３４０５８．８１，３５２５７．８１，３８８６６．０１，５１８再来
５９．５１７，４９３７１．９１，８７０６０．７１，３９７６０．４１，３８９６０．２１，４４５６８．４１，５７４計
０．５１４４０．７１７０．４８０．３７０．４９０．４１０新来

心臓血管外科 ２３．１６，７９３２４．０６２５２２．７５２３２３．５５４０２３．８５７２２４．１５５４再来
２３．６６，９３７２４．７６４２２３．１５３１２３．８５４７２４．２５８１２４．５５６４計
７．４２，１８５８．８２２９６．１１４１６．９１５９８．２１９７８．３１９０新来

形 成 外 科 ４８．１１４，１２８４４．４１，１５３４６．０１，０５７５０．７１，１６５５１．５１，２３６５０．０１，１５１再来
５５．５１６，３１３５３．２１，３８２５２．１１，１９８５７．６１，３２４５９．７１，４３３５８．３１，３４１計
５．９１，７４３７．０１８１４．５１０３６．７１５３５．９１４２６．３１４５新来

脳 神 経 外 科 ４１．４１２，１８１４４．９１，１６８４２．０９６６４２．５９７７４１．０９８３４３．５１，０００再来
４７．４１３，９２４５１．９１，３４９４６．５１，０６９４９．１１，１３０４６．９１，１２５４９．８１，１４５計
１７．２５，０６０２４．５６３６１５．４３５３１７．７４０６１７．９４３０１７．６４０５新来

整 形 外 科 １３２．１３８，８３８１２５．９３，２７３１２３．０２，８３０１３５．７３，１２１１３６．５３，２７６１３３．５３，０７０再来
１４９．３４３，８９８１５０．４３，９０９１３８．４３，１８３１５３．４３，５２７１５４．４３，７０６１５１．１３，４７５計
５．７１，６８４８．７２２７４．８１１０５．６１２９４．３１０２５．３１２２新来

泌 尿 器 科 １１２．６３３，１０７１２７．５３，３１４１１４．３２，６２８１１５．４２，６５５１１６．０２，７８３１１３．２２，６０３再来
１１８．３３４，７９１１３６．２３，５４１１１９．０２，７３８１２１．０２，７８４１２０．２２，８８５１１８．５２，７２５計
１９．３５，６６２２７．６７１７１７．３３９８２０．４４７０１８．３４３９１８．１４１７新来

眼 科 ２１６．６６３，６８２２０２．２５，２５８２２３．０５，１２９２２３．０５，１２９２２４．２５，３８０２１７．７５，００７再来
２３５．９６９，３４４２２９．８５，９７５２４０．３５，５２７２４３．４５，５９９２４２．５５，８１９２３５．８５，４２４計
１４．８４，３５７２１．９５６８１４．５３３４１５．６３５９１６．３３９０１６．６３８２新来

耳 鼻 咽 喉 科 ７８．１２２，９６４７８．０２，０２８７８．７１，８１０８１．０１，８６３７８．５１，８８３８１．６１，８７６再来
９２．９２７，３２１９９．９２，５９６９３．２２，１４４９６．６２，２２２９４．７２，２７３９８．２２，２５８計
５．４１，５９０８．９２３０５．１１１８５．３１２２４．４１０５４．８１１１新来

産 婦 人 科 １０５．７３１，０７２１０１．３２，６３３１０４．２２，３９６１０７．３２，４６８１１０．１２，６４２１１３．７２，６１４再来
１１１．１３２，６６２１１０．１２，８６３１０９．３２，５１４１１２．６２，５９０１１４．５２，７４７１１８．５２，７２５計
０．３９６３．４８９０００．３６０新来

放 射 線 科 ２２．７６，６８６２０．５５３２２０．７４７６２０．０４６０２４．３５８３２５．５５８７再来
２３．１６，７８２２３．９６２１２０．７４７６２０．０４６０２４．５５８９２５．５５８７計
０．１２９０．３７０．１２０．１３０．０１０．０１新来

麻 酔 科 １１．６３，４１４１０．６２７５１０．８２４８９．８２２５１０．６２５５１０．７２４７再来
１１．７３，４４３１０．９２８２１０．９２５０９．９２２８１０．７２５６１０．８２４８計

００００００新来
透析センター １０．７３，３４６９．４２５５１０．４２５０９．５２４８９．１２４６１０．０２６０再来

１０．７３，３４６９．４２５５１０．４２５０９．５２４８９．１２４６１０．０２６０計
０．９２６３２．３５９０．５１１０．８１８０．６１５１．０２２新来

小 児 外 科 １１．６３，３９５１０．４２７１９．４２１５１２．３２８２１３．４３２２１２．６２８９再来
１２．４３，６５８１２．７３３０９．８２２６１３．０３００１４．０３３７１３．５３１１計
２．２６５４３．４８９１．８４２１．６３６１．８４４２．５５７新来

精 神 神 経 科 ７８．０２２，９３６７５．２１，９５５７７．０１，７７０８０．５１，８５１７７．３１，８５６８２．４１，８９６再来
８０．２２３，５９０７８．６２，０４４７８．８１，８１２８２．０１，８８７７９．２１，９００８４．９１，９５３計
０．１２７１．０２７００００新来

救 急 医 学 科 ０．７２０４１．１２９０．５１１０．７１７１．０２３０．７１５再来
０．８２３１２．２５６０．５１１０．７１７１．０２３０．７１５計
３．７１，０９４６．５１６８４．１９５４．０９３２．３５６３．７８６新来

総 合 診 療 科 ４４．９１３，１９３４３．９１，１４１４７．７１，０９８４５．５１，０４７４６．６１，１１９４８．４１，１１４再来
４８．６１４，２８７５０．４１，３０９５１．９１，１９３４９．６１，１４０４９．０１，１７５５２．２１，２００計
０．０２０．１２００００新来

リ ハ 科 １９．５５，７２６２０．９５４４１６．１３７０１７．４４００１８．４４４２１８．６４２７再来
１９．５５，７２８２１．０５４６１６．１３７０１７．４４００１８．４４４２１８．６４２７計
１４７．１４３，２５２２１５．７５，６０８１６２．２３，７３１１５２．７３，５１１１４７．９３，５５０１４３．３３，２９６新来

総 合 計 １，８９４．２５５６，９０１１，９７８．４５１，４３８１，９０８．３４３，８９０１，９４８．６４４，８１７１，９４６．５４６，７１６１，９８２．２４５，５９０再来
２，０４１．３６００，１５３２，１９４．１５７，０４６２，０７０．５４７，６２１２，１０１．２４８，３２８２，０９４．４５０，２６６２，１２５．５４８，８８６計
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平成１６年度　３�月　２�月平成１７年　１�月１２月１１月１０月　９�月　８�月　７�月　６�月　５�月　４�月

（２９４日）（２６日）（２３日）（２３日）（２４日）（２３日）（２５日）（２４日）（２６日）（２６日）（２６日）（２３日）（２５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一日平均患者数一日平均患者数一日平均患者数

１９５．６５７，５０２２２５．９５，８７４２０４．４４，７０１２０１．７４，６３８１９７．１４，７３１２１２．５４，８８８１８３．８４，５９５１９４．６４，６７０１８１．１４，７０９１８６．４４，８４７１８３．６４，７７４１８８．５４，３３６１８９．６４，７３９第 一 内 科

１６８．２４９，４５４１９０．２４，９４４１６９．７３，９０４１７６．８４，０６６１６７．２４，０１２１７７．１４，０７４１６３．６４，０８９１６１．３３，８７２１４８．２３，８５３１６３．２４，２４４１５８．７４，１２６１６８．２３，８６８１７６．１４，４０２第 二 内 科

１９１．５５６，３１２２２７．４５，９１１１９５．６４，４９８１９７．６４，５４４１９８．１４，７５４２００．２４，６０４１９２．０４，７９９１８４．４４，４２６１６１．０４，１８６１８７．７４，８８１１８１．９４，７３０１８４．４４，２４０１８９．６４，７３９第 三 内 科

４０．９１２，０２０４４．３１，１５２４１．４９５１４２．４９７５４０．２９６４４４．７１，０２７３６．０８９９４２．０１，００９３６．３９４３４２．８１，１１２３８．４９９８４２．６９８０４０．４１，０１０高 齢 医 学

６７．８１９，９３７７８．４２，０３９７３．１１，６８２６６．０１，５１７７１．９１，７２５６８．９１，５８４６１．０１，５２５６２．７１，５０５６１．４１，５９５６４．４１，６７４６７．０１，７４３６６．０１，５１９７３．２１，８２９小 児 科

１５５．１４５，６１０１４４．０３，７４３１４８．０３，４０４１６０．７３，６９７１５９．５３，８２８１６１．８３，７２２１５９．３３，９８３１６３．５３，９２４１４９．９３，８９６１５２．２３，９５６１５７．４４，０９２１５８．１３，６３６１４９．２３，７２９皮 膚 科

４９．１１４，４５０６８．７１，７８６４７．０１，０８０５０．９１，１７１５１．３１，２３２４８．８１，１２２４６．４１，１５９４９．６１，１９０４１．６１，０８２４５．７１，１８７４７．１１，２２５４７．２１，０８５４５．２１，１３１第 一 外 科

５９．５１７，４９３７１．９１，８７０６０．７１，３９７６０．４１，３８９６０．２１，４４５６８．４１，５７４５５．３１，３８３６３．４１，５２１４５．０１，１７０６０．７１，５７７５５．０１，４３１５８．０１，３３４５６．１１，４０２第 二 外 科

２３．５６，８９６２４．７６４２２３．０５２９２３．７５４５２３．９５７３２４．２５５７２２．９５７３２４．１５７９２１．１５４９２３．９６２１２４．０６２４２０．６４７３２５．２６３１心臓血管外科

５０．８１４，９３５４９．５１，２８６４７．６１，０９４５３．２１，２２４５４．１１，２９９５２．９１，２１７５２．６１，３１５５５．６１，３３４４８．０１，２４７５１．０１，３２５４６．７１，２１３５２．４１，２０５４７．０１，１７６形 成 外 科

４２．１１２，３９０４８．６１，２６４４２．４９７４４３．１９９１４０．９９８１４４．０１，０１１３９．２９８１４２．８１，０２８３５．９９３３４０．４１，０４９４１．４１，０７５４４．１１，０１５４３．５１，０８８脳神経外科

１３７．３４０，３７５１３９．５３，６２６１２７．９２，９４１１４０．３３，２２７１４０．２３，３６４１３７．０３，１５０１２７．７３，１９２１４５．０３，４８０１２７．０３，３０１１３８．４３，５９８１４３．４３，７２８１４１．２３，２４８１４０．８３，５２０整 形 外 科

１１４．０３３，５１５１３２．７３，４４９１１５．１２，６４８１１５．９２，６６６１１６．３２，７９１１１４．４２，６３１１０９．８２，７４４１１５．９２，７８１１０７．７２，８０１１１０．３２，８６８１０９．７２，８５１１１０．３２，５３６１１０．０２，７４９泌 尿 器 科

２２３．４６５，６６５２１６．３５，６２４２３０．０５，２９１２２８．５５，２５５２３０．３５，５２６２２３．５５，１４０２２８．１５，７０２２３２．７５，５８４２０９．６５，４５０２１８．４５，６７７２２４．７５，８４２２２４．３５，１５８２１６．６５，４１６眼 科

８２．６２４，２８１８８．５２，３００８２．７１，９０２８３．７１，９２６８２．３１，９７４８５．６１，９６８７７．２１，９２９７８．３１，８８０７７．０２，００３８０．５２，０９３８２．９２，１５４８４．７１，９４９８８．１２，２０３耳鼻咽喉科

１０８．７３１，９７０１０８．４２，８１９１０７．０２，４６１１１０．１２，５３２１１２．０２，６８７１１６．４２，６７６１０５．６２，６３９１１０．３２，６４６１００．１２，６０３１０９．０２，８３３１１２．２２，９１６１１２．１２，５７９１０３．２２，５７９産 婦 人 科

２３．１６，７８２２３．９６２１２０．７４７６２０．０４６０２４．５５８９２５．５５８７２４．４６１０２５．５６１２１９．３５０１２１．８５６７２４．５６３６２３．８５４７２３．０５７６放 射 線 科

１１．７３，４４３１０．９２８２１０．９２５０９．９２２８１０．７２５６１０．８２４８９．０２２５１１．７２８１１２．２３１７１２．２３１８１３．５３５１１４．７３３７１４．０３５０麻 酔 科

１０．７３，３４６９．４２５５１０．４２５０９．５２４８９．１２４６１０．０２６０１０．５２８３１１．４２９５１１．３２９３１１．６３１２１１．７３０４１１．６３０１１１．５２９９透析センター

１２．２３，６０１１２．５３２４９．６２２１１２．８２９５１４．０３３６１３．３３０５１１．８２９６１２．０２８８１１．６３０１１３．７３５７１１．０２８６１１．１２５５１３．５３３７小 児 外 科

７８．９２３，１８８７７．５２，０１６７７．７１，７８８８０．７１，８５６７８．０１，８７３８３．５１，９２１７７．９１，９４７８３．６２，００７７５．０１，９５０８０．１２，０８２７４．４１，９３３８０．０１，８４０７９．０１，９７５精神神経科

０．８２３１２．２５６０．５１１０．７１７１．０２３０．７１５０．４１１０．５１１０．９２２０．６１５０．６１６０．５１１０．９２３救急医学科

４８．６１４，２８７５０．４１，３０９５１．９１，１９３４９．６１，１４０４９．０１，１７５５２．２１，２００４４．０１，０９９４８．８１，１７１４５．７１，１８７４８．１１，２５１４７．７１，２３９４９．０１，１２８４７．８１，１９５総合診療科

１９．５５，７２８２１．０５４６１６．１３７０１７．４４００１８．４４４２１８．６４２７１７．９４４７１７．３４１４１８．９４９１１９．４５０３２１．３５５４２２．８５２４２４．４６１０リ ハ 科

１，９１６．４５６３，４１１２，０６６．９５３，７３８１，９１３．７４４，０１６１，９５６．８４５，００７１，９５１．１４６，８２６１，９９６．０４５，９０８１，８５７．０４６，４２５１，９３７．８４６，５０８１，７４５．５４５，３８３１，８８２．６４８，９４７１，８７８．５４８，８４１１，９１７．６４４，１０４１，９０８．３４７，７０８総 合 計

平成１６年度　各科別外来患者総計表
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平成１６年度　各科別救急外来患者総計表

平成１６年度　３�月　２�月平成１７年　１�月１２月１１月１０月　９�月　８�月　７�月　６�月　５�月　４�月

（３６５日）（３１日）（２８日）（３１日）（３１日）（３０日）（３１日）（３０日）（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一日平均患者数一日平均患者数一日平均患者数

２６．６９，７０７３１．７９８４４３．０１，２０３３０．９９５７２８．４８８０２４．９７４８２４．１７４６２２．３６６８２０．９６４８２３．９７４１２１．８６５３２７．１８４１２１．３６３８第 一 内 科

第 二 内 科

第 三 内 科

高 齢 医 学

２０．４７，４３４２５．２７８２３６．９１，０３３２１．５６６５２５．８７９９１９．４５８３１６．８５２２１３．８４１４１１．６３５９１９．７６１２１７．８５３３２０．２６２７１６．８５０５小 児 科

６．６２，４０３４．７１４６５．５１５３６．４１９７６．６２０３６．１１８２６．３１９４７．５２２６６．２１９３７．３２２６８．１２４２９．２２８５５．２１５６皮 膚 科

４．３１，５７６３．７１１５４．４１２３３．５１０９５．０１５６４．０１２０４．０１２３４．７１４１４．２１３０４．５１３８４．５１３６５．３１６４４．０１２１第 一 外 科

第 二 外 科

０．１４１００．１２０．１２０．３８０．２７０．１２０．１２０．３８０．２７０．１２００．０１心臓血管外科

３．８１，３７８３．１９６３．４１０４３．２１００４．３１３４４．１１２４４．７１４６３．４１０１３．１９７３．７１１４３．２９６４．７１４５４．０１２１形 成 外 科

４．２１，５３４２．７８５３．４９５４．５１３９４．７１４４４．５１３４４．８１４８４．１１２３３．３１０１４．６１４３４．４１３２４．７１４４４．９１４６脳神経外科

９．７３，５２３９．１２８３２４２．０９．７３００１１．０３４２１０．８３２５１０．６３２９９．３２７９７．４２３０９．０２７９９．８２９５１１．６３５８８．７２６１整 形 外 科

３．５１，２７６３．０９２３．２９０３．８１１８３．０９４３．１９４４．４１３５３．３９９４．０１２５４．０１２３３．２９５３．４１０５３．５１０６泌 尿 器 科

１０．１３，６７９１１．３３５１８．４２３６１１．１３４４９．５２９３９．５２８４９．１２８３９．７２９２８．３２５６１０．１３１２９．５２８４１４．０４３４１０．３３１０眼 科

８．３３，０４０９．６２９６８．６２４２９．６２９６９．７２９９９．７２９０６．７２０６４．８１４５６．７２０８９．７３０２８．３２４９８．７２６９７．９２３８耳鼻咽喉科

１．９６９２１．４４４１．９５３１．９５８１．９６０１．６４９１．５４５１．９５８１．９５９１．８５６２．２６７２．７８３２．０６０産 婦 人 科

放 射 線 科

麻 酔 科

透析センター

０．２５７０．２６０．２５０．２５０．０１０．２６０．３８０．１４０．３８０．２６０．２５０．１２０．０１小 児 外 科

１．１４０２０．９２８０．９２４１．０３１０．９２７１．１３２０．９２９１．２３５１．３３９１．５４５１．１３４１．６４８１．０３０精神神経科

０００００００００００００救急医学科

１００．７３６，７４２１０６．７３，３０８１１６．３３，６０５１１０．７３，３２１１１１．０３，４４０９９．３２，９７８９４．１２，９１６８６．２２，５８７７９．４２，４６１１００．１３，１０４９４．１２，８２３１１３．１３，５０５８９．８２，６９４総 合 計
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平成１６年度　３�月　２�月平成１７年　１�月１２月１１月１０月　９�月　８�月　７�月　６�月　５�月　４�月

（３６５日）（３１日）（２８日）（３１日）（３１日）（３０日）（３１日）（３０日）（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一日平均患者数一日平均患者数一日平均患者数

９４．８３４，５９２１０１．０３，１３１１０２．７２，８７６９１．８２，８４５８２．５２，５５７８９．９２，６９８９４．０２，９１３９４．３２，８３０９１．２２，８２８９７．３３，０１５９３．９２，８１８９８．０３，０３７１０１．５３，０４４第 一 内 科

９５．４３４，８１１１０７．５３，３３３１０３．８２，９０７１０４．０３，２２４１０４．７３，２４５１０３．８３，１１３９７．１３，０１１９４．９２，８４８９０．１２，７９３８１．６２，５３０８５．６２，５６７８５．９２，６６４８５．９２，５７６第 二 内 科

９５．５３４，８６７８９．３２，７６９９４．９２，６５７８０．４２，４９３８１．６２，５２９１００．１３，００４１０３．９３，２２０１０１．０３，０３０１０２．４３，１７４１０２．１３，１６４１００．０３，０００９１．０２，８２１１００．２３，００６第 三 内 科

２１．６７，８８４２３．１７１６２１．１５９２２１．３６５９２３．８７３９２３．２６９７２５．５７９１２１．７６５２２２．３６９０２０．７６４１１８．９５６８１７．６５４６１９．８５９３小 児 科

１７．１６，２５０１９．１５９１１２．８３５８１６．１４９９１３．３４１１１５．５４６５１６．７５１７１７．３５１８２１．０６５２１８．２５６３１８．８５６５１７．８５５２１８．６５５９皮 膚 科

３３．３１２，１４４４０．１１，２４３４１．１１，１５１３２．３１，００２３２．７１，０１５３５．０１，０５１２９．６９１７２８．１８４４３１．３９６９３２．５１，００７３０．８９２３３２．８１，０１７３３．５１，００５高 齢 医 学

９４．６３４，５２３８８．１２，７３０９６．９２，７１４９２．７２，８７２９４．１２，９１７１０６．３３，１９０９６．６２，９９４８５．４２，５６１９１．７２，８４２１０３．７３，２１３１０３．２３，０９６９１．２２，８２８８５．５２，５６６第 一 外 科

４１．９１５，２７８４６．５１，４４２５０．１１，４０３３９．７１，２３１３８．２１，１８４３５．４１，０６２３５．４１，０９６４３．１１，２９２４３．２１，３４０４６．８１，４５２４０．０１，１９９３８．２１，１８５４６．４１，３９２第 二 外 科

１８．７６，８２０２０．４６３３１９．２５３８２０．２６２５１９．１５９３１９．０５７０１９．２５９６１６．３４８９１４．３４４４１４．６４５２２２．４６７２１９．７６１２１９．９５９６心臓血管外科

２１．４７，７９２２３．９７４１２１．２５９３２４．２７５０２４．１７４７２２．６６７７２３．２７１９２５．２７５７２３．９７４０２３．８７３８１９．８５９５１３．３４１３１０．７３２２形 成 外 科

１０．１３，６７８１２．７３９３１０．３２８８９．９３０７１０．１３１２９．９２９７１１．５３５７９．７２９２８．８２７２１０．５３２４１０．２３０７９．０２７９８．３２５０小 児 外 科

４６．６１７，００４５９．３１，８３９４８．０１，３４５５２．２１，６１７４９．１１，５２３５０．７１，５２０４１．２１，２７６４１．３１，２４０３５．２１，０９１３５．６１，１０３４０．６１，２１８４９．５１，５３５５６．６１，６９７脳 外 科

４９．１１７，９３４４６．２１，４３１５０．５１，４１３５０．６１，５６９５２．６１，６３１５０．５１，５１６４４．０１，３６３４９．２１，４７６４６．６１，４４４５１．４１，５９４５２．５１，５７５４７．５１，４７２４８．３１，４５０整 形 外 科

２４．６８，９６０２１．６６６９２１．３５９６１９．４６０２２２．０６８１２１．９６５８３０．３９３８２９．０８７０２８．９８９７２７．８８６２２２．９６８８２４．０７４４２５．２７５５泌 尿 器 科

２８．４１０，３７４３３．６１，０４１２８．６８０１２２．７７０４２８．７８９０２３．８７１４２５．８８０１２８．１８４４３０．０９３０３１．２９６８３１．７９５２２９．５９１４２７．２８１５眼 科

１７．５６，３８２１７．７５４７１７．８４９９１９．５６０４１７．９５５５１６．７５００１６．６５１３１５．９４７８１７．３５３６１９．９６１８１８．２５４６１３．６４２１１８．８５６５耳 鼻 科

２８．４１０，３４９２８．８８９４２７．８７７７２６．０８０６２７．４８４９３０．４９１３２９．２９０４２２．０６６１２８．１８７０３２．３１，００１３１．０９３１２６．５８２１３０．７９２２産 科

１４．３５，２１８１６．９５２５１６．３４５５１３．６４２０１４．０４３５１３．１３９２１１．７３６３１６．８５０４１５．１４６８１４．６４５３１４．３４３０１２．２３７８１３．２３９５婦 人 科

０．０１５０００．５１５０００００００００麻 酔 科

２７．１９，８８９２１．５６６７２１．０５８８２０．１６２４２５．８７９９２７．９８３７２９．２９０６３０．７９２１３３．８１，０４８２８．６８８７２８．７８６２３０．２９３６２７．１８１４Ｎ Ｉ Ｃ Ｕ

０００００００００００００救命センター

２２．０８，０２６１９．４６００２３．５６５７１８．５５７４１５．４４７６１７．７５３１１９．７６１０１６．０４７９２７．４８４９３１．６９８０２６．６７９９２３．５７２９２４．７７４２救急医学科

２５．４９，２７８２４．９７７３２５．０７００２７．３８４７２４．３７５２２６．１７８２２５．１７７９２６．３７９０２６．８８３１２２．４６９４２４．１７２４２５．６７９４２７．１８１２精 神 科

８２７．６３０２，０６８８６１．６２６，７０８８５３．９２３，９０８８０２．９２４，８８９８０１．３２４，８４０８３９．６２５，１８７８２５．３２５，５８４８１２．５２４，３７６８２９．３２５，７０８８４７．１２６，２５９８３４．５２５，０３５７９６．７２４，６９８８２９．２２４，８７６総 合 計

８．４３，０８０８．０２４８８．３２３３９．７３０１９．７２９９８．５２５５６．８２１０７．０２１１８．２２５４９．３２８７８．６２５７８．５２６３８．７２６２Ｂ ａ ｂ ｙ

０．５１９６０．３１００．５１４０．５１４０．４１３０．４１１０．５１４０．６１７０．８２４０．６１８０．９２６０．６１８０．６１７人間ドック

平成１６年度　各科別入院総計表



―　　―１８９

合計　３�月　２�月　１�月１２月１１月１０月　９�月　８�月　７�月　６�月　５�月　４�月科名��

４５，６３１３，７４３３，４１４３，７０８３，８２８３，７２２３，９８３３，９２４３，８９６３，９５６４，０９２３，６３６３，７２９皮膚科０５

２３，１６７２，０１６１，７６７１，８５６１，８７３１，９２１１，９４７２，００７１，９５０２，０８２１，９３３１，８４０１，９７５精神神経科０６

６，７９９６２１４９９４６０５８３５８７６１０６１２５０１５６７６３６５４７５７６放射線科０７

１４，２７１１，３０９１，１７６１，１４１１，１７５１，２００１，０９９１，１７１１，１８７１，２５１１，２３９１，１２８１，１９５総合診療科０８

１１，７３８１，１２１９２７９５８９４６１，００１８８０９７５９２３１，０８３９７７９５６９９１高齢医学科１０

１４，９２１１，２８６１，０７８１，２２６１，２９９１，２１７１，３１５１，３３４１，２４７１，３２５１，２１３１，２０５１，１７６形成外科１４

４０，３４１３，６２６２，９０７３，２２７３，３６４３，１５０３，１９２３，４８０３，３０１３，５９８３，７２８３，２４８３，５２０整形外科１７

６５，６６１５，６２４５，２６４５，２６７５，５３７５，１４０５，７０２５，５８４５，４５０５，６７７５，８４２５，１５８５，４１６眼科１９

２４，２９１２，３００１，９１４１，９２９１，９６９１，９６８１，９２９１，８８０２，００３２，０９３２，１５４１，９４９２，２０３耳鼻咽喉科２０

３，４３６２８２２４３２２８２５６２４８２２５２８１３１７３１８３５１３３７３５０麻酔科２３

５，７２８５４６３７０４００４４２４２７４４７４１４４９１５０３５５４５２４６１０リハビリ科２４

３，３４６２５５２５０２４８２４６２６０２８３２９５２９３３１２３０４３０１２９９透析科２７

２３０５６１０１７２３１５１１１１２２１５１６１１２３救急医学科３０

２，８６１３５０２８８２２５１９２２１９１９５２１７２１１２３７２７２２２９２２６総合診療：　１�内３１

２，５９７３１０１９９１９０１７８２０５１９７１７６２００２４３２５９１９２２４８総合診療：　２�内３２

２，２７８２８０２０５１６１１６５１９８１６３１５３１７７１９９１９９１７７２０１総合診療：　３�内３３

２８３３１２４１８１８２６１９３４２０２９２１２４１９総合診療：高齢３４

０００００００００００００総合診療：　１�外３５

７７９６４５８４１１３６６７８総合診療：　２�外３６

８，４４５９１４６８８６９１６９２７０１６９９７３９６６８６８３６９９６２３６４８血・膠・リ：　２�内３７

９，８１８９８１７９８７３７７８５８０５８０８７７７８４２８７７８３９７３４８３５血・膠・リ：　１�内３８

０００００００００００００血・膠・リ：皮膚３９

０００００００００００００血・膠・リ：整形４０

１０，３６７１，０４２８１７８７６８５７９１５８２９８４０８７３９２３８１７７７８８００腎・泌尿：　１�内４１

３３，５０２３，４４９２，６３４２，６６７２，７９１２，６３１２，７４４２，７８１２，８０１２，８６８２，８５１２，５３６２，７４９腎・泌尿：泌尿４２

９，９６０６１４７９９８２９８５２８３７８０２８４６８２１８８５８６６８７７９３２産・婦・乳：産婦４３

２１，９９９２，２０５１，６４９１，７０５１，８３５１，８３９１，８３７１，８００１，７８２１，９４８２，０５０１，７０２１，６４７産・婦・乳：婦人４４

１１，４８４１，２１９９２８９６３９４６１，０５８８７８９６３７６１１，０４３９３６８７９９１０産・婦・乳：　２�外４５

０００００００００００００産・婦・乳：形成４６

１９，９１０２，０３９１，６４６１，５２７１，７２５１，５８４１，５２５１，５０５１，５９５１，６７３１，７４３１，５１９１，８２９小児：小児４７

３，５９８３２４２１８２９５３３６３０５２９６２８８３０１３５７２８６２５５３３７小児：小外４８

２１，４８２２，１２６１，６２８１，７６２１，８１７１，７７９１，８８５１，６５３１，６０１１，９５６１，７９３１，６４６１，８３６糖・内・代：　３�内５０

０００００００００００００糖・内・代：泌尿５１

１，１７３１２９９１７７７１９７１２４１３４５６１０６９５８０１１３糖・内・代：　２�外５２

３２，５２５３，５０６２，６３４２，６２５２，７７２２，６２７２，７５１２，６２０２，４０７２，７２６２，７３８２，４１７２，７０２消化：　３�内５３

１４，４４５１，７８６１，０７５１，１７１１，２３２１，１２２１，１５９１，１９０１，０８２１，１８７１，２２５１，０８５１，１３１消化：　１�外５４

３８，３９３３，７２０２，９９８３，１８５３，１４２３，１６８３，１９３２，９５７２，９８５３，３１８３，１６８３，０５３３，５０６循環：　２�内５５

６，８９２６４２５２６５４５５７２５５７５７３５７９５４９６２１６２４４７３６３１循環：心外５６

１２，３８４１，２６４９６７９９２９８１１，０１１９８１１，０２８９３３１，０４９１，０７５１，０１５１，０８８脳・神経：脳神５７

１５，８１８１，５８７１，２９６１，２７３１，２８８１，３５９１，２６５１，３２５１，３０７１，２７５１，２９５１，１３９１，４０９脳・神経：　１�内５８

１８，６１４１，９１３１，４７６１，５３０１，６０９１，５９０１，４９８１，５１１１，４７６１，５３５１，５５１１，４５６１，４６９呼吸器：呼吸５９

４，７５５５１３３６６３４７４２３４１１３７７４１３３５０４２２３９４３６８３７１呼吸器：　２�外６０

５６３，２２０５３，７３８４３，７７５４５，０６０４６，８２５４５，９０８４６，４２５４６，５０８４５，３８２４８，９４６４８，８４１４４，１０４４７，７０８合　　計

平成１６年度　臓器科別外来患者数
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平成１６年度　救急外来患者数

　９�　８�　７�　６�　５�　４�
科　名

救急車合計再来新来救急車合計再来新来救急車合計再来新来救急車合計再来新来救急車合計再来新来救急車合計再来新来

２７１４１５８８３２５１３０４０９０１６１３８３７１０１２８１３６３６１００１９１６４６３１０１１６１２１４０８１外 科

０４２２１８３５１６２４０５２３０２２００１１０小 児 外 科

４９１２３１６１０７５０１０１１８８３４７１４３１３１３０４１１３２１４１１８６３１４４１９１２５６５１４６２１１２５脳神経外科

１２０２０８２６４７３４０２１１０００００１０１胸 部 外 科

６３２７９４１２３８６４２３０３５１９５８３２７９４３２３６４６２９５４７２４８６８３５８７８２８０６１２６１５２２０９整 形 外 科

２５１０１１３８８２６９７２０７７３２１１４１０１０４２２９６１１８５３９１４５３６１０９３５１２１１１１１０形 成 外 科

１６７６６８３０１３６７１６９６４８３０４３４４１８０７４１３３３４０８１６０６５３２９９３５４１７４８４１４２２４１９１６８６３８２７８３６０内 科

３３５２０１５９３９２８１１７４５２８１７１１３４１９１５１０４８３３１５５３０２０１０精神神経科

４３４１４２０２２１２２５３５９１６０１９９５７６１２２９１３２１６１５３３２４５２８８４２６２７３３４２９３４８５０５２５８２４７小 児 科

２６９９２６７３２８１２５４１８４１８１２３３０９３２１９５３０６５２２１０５２７７８２３１０６３１７５泌 尿 器 科

１２５８３０２８１４５９２４３５１３５６２５３１１３６７３１３６８８３４４３９６６０３３２７産 婦 人 科

２３２９２３２２６０１７２５６２４２３２２６３１２３３２７９２８２８４３６２４８２９４３４４５３８９３７３１０３４２７６眼 科

１１２２６３８１８８１１１９３３０１６３１４２２６３６１９０１０２４２３２２１０１６２８５５１２３４１４１５６２３１３３皮 膚 科

１４１４５１４１３１２２２０８２９１７９３４３０２４７２５５３７２４９３３２１６２７２６９５３２１６３４２３８２２２１６耳鼻咽喉科

００００００００００００００００００００００００救急医学科

４６４２，５８７７９３１，７９４４６１２，４６１７５８１，７０３５３２３，１０４９３１２，１７３４７８２，８２３８３６１，９８７５１７３，５０５１，２０７２，２９８５１２２，６９４８２４１，８７０計

　３�　２�　１�１２１１１０
科　名

救急車合計再来新来救急車合計再来新来救急車合計再来新来救急車合計再来新来救急車合計再来新来救急車合計再来新来

２８１１５５１６４３０１２３４２８１３１１０９３６７３２８１５６５２１０４２８１２０４７７３２８１２３３６８７外 科

１６３３０５２３１５３２０１１０１６３３０８４４小 児 外 科

３８８５６７９４３９５１２８３６０１３９１５１２４７９１４４２１１２３６８１３４１６１１８６８１４８１９１２９脳神経外科

０００００２１１１２１１２８６２４７２５１２０２胸 部 外 科

６１２８３３７２４６５９２４２２８２１４６８３００４５２５５１０３３４２５０２９２９１３２５４２２８３９７３２９５０２７９整 形 外 科

３５９６９８７３２１０４１５８９３８１００１１８９５４１３４１０１２４４５１２４１２１１２４２１４６１８１２８形 成 外 科

１７５９８４４０１５８３１４０１２０３４２９７７４１８９９５７３９１５６６２０４８８０４０２４７８２１５７４８３５１３９７２０５７４６３４９３９７内 科

３２８１６１２５２４１８６８３１２０１１１０２７２１６９３２２２１０３２９１７１２精神神経科

８３７８２５０３２７９７８１０３３４４６５８７６０６６５２９０３７５７２７９９３４２４５７５０５８３３０８２７５４５５２２２８５２３７小 児 科

２３９２２９６３１８９０２２６８３１１１８４３７５１７９４３３６１２２９４３１６３３５１３５５２８３泌 尿 器 科

１３４４１６２８１１５３２０３３８５８２９２９９６０３２２８１４４９３０１９１９４５１６２９産 婦 人 科

２６３５１３５３１６２３２３６１８２１８２７３４４３７３０７４５２９３２８２６５３８２８４２８２５６３８２８３２７２５６眼 科

１３１４６１５１３１１７１５３３２１２１１１１９７４２１５５２２２０３５０１５３２０１８２３９１４３６１９４２９１６５皮 膚 科

４３２９６３０２６６４７２４２２５２１７３９２９６５１２４５４７２９９３６２６３５０２９０３４２５６２７２０６１６１９０耳鼻咽喉科

００００００００００００００００００００００００救急医学科

５４２３，３０８１，１５１２，１５７５０３３，６０５１，１１０２，４９５５７２３，３２１１，０１４２，３０７６９２３，４４０１，０８４２，３５６６５５２，９７８９６５２，０１３６１４２，９１６９１８１，９９８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。

　平成１７年　２�月からは病院情報管理システムのメーカー変更及びこれに伴う院内ネットワークの高速化を行

い，インフラ等の改善を図っている。

　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　　齋藤英昭（医療管理学教授）

　　　　　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）

　　　　　原　哲夫（病院事務部部長，兼務）

　　　　　野尻一之（医事課外来課長，保険医療担当，兼務）

　　　　　中田紫野（医事課入院課長，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用院内ネットワークの管理，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）

―　　―１９１

　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



―　　―

���　病院情報管理システム委員会��事務局（週　１�回開催）

���　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

���　経営資料の作成，分析

　　�　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

１９２

１４．　医学部付属病院

―　　―１９２



―　　―１９３

　２ ）看護部

　平成１６年度，看護部の目標は「説明できる看護の実践に取り組む」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。

　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１６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�．自部署の安全管理目標を設定し，改善を数値で示すことができる。

　インシデントレポートの発生報告は，昨年　１�年間で２０３６件，今年度（　１�月時点）２２３６件であったことから，

昨年よりインシデントレポートの提出が増加している。内容に関しては，注射・点滴，転倒・転落，与薬，

チューブ管理に関することが多くこの傾向の変化はなかった。インシデントレポート提出数が増えた要因に

は，　８� 月の定期医療監視の指摘や，１０月に行われた院内看護研究発表での刺激があり，インシデントレポー

ト提出に対する意識の向上に繋がった結果ではないかと考える。

　後期の目標であったインシデントレポート提出に関する意識調査では，インシデントが発生した時に提出

することを常としていたのは，６０％程度であったことから今後もインシデントレポートの意義について啓発

していく必要がある。

　今後も引き続きインシデントレポート報告がタイムリーに行われるようにしたい。

　安全管理推進者の活動は，さらに促進できるように病院のリスクマネージメント委員会と看護部のリスク

マネージメント委員会，各部署の取り組みが連動できるような仕組みをつくり継続していく必要がある。

　事故発生時の看護部リスクマネージメント委員会との連携については，連絡・報告・相談のフローが示さ

れたことで連携が強化できるものと考える。

　看護部委員会による模擬医療監視を定期的に行いフィードバックしている。今後はその結果を改善に向け

て繋げて行けるかどうかを今後も継続して評価していく必要がある。

　また，各部署で改善が必要な点，改善できているか否かを把握していくための対策が必要となる。

　以上のことから次年度は，部署毎の安全管理についてさらに具体的な活動計画を立案し計画的に推進して

いくことが必要である。

　２�．患者参加型の看護の実践を試みる。

　　９�月の時点での入院診療計画書の提出率は９１．８％（患者総数１３４７件　提出１２５６件）であった。年度の最終

評価は今後行われるが，１００％でなかったことから今後は事務部門との連携を行っていくことが必要だと考え

る。

　また，患者様，ご家族に入院診療計画書が渡されていないということは，患者参加型の看護の実践が十分

に行われていないとも考えられる。さらに，　７� 月に行われた患者満足度調査では，「入院時医師や看護師から

治療の説明を受けていない・無回答」１４％「説明を受けたが不満足である」２６％という結果を受け，入院診

療計画書を有効に使う必要がある。

　そのため，患者参加型の看護が行われるようなツールになるよう改善が必要。現在は，新入院診療計画書

の運用を行っていることから，この診療計画書を有効に使っていけるようにしたい。

　クリニカルパスについては，今後入院診療計画書がクリニカルパスに進展するように活動していく必要が

ある。



―　　―１９４

１４．　医学部付属病院

―　　―１９４

　３�．看護体制を検討するための自部署の指標を　２�つ以上作成することができる。

　二交代制勤務導入プロジェクトの活動促進により，二交代制勤務を導入した部署は１１部署である。今後は

二交代制勤務を行っている部署の評価を行う必要があり，看護師の疲労度調査，二交代制勤務のメリット・

デメリットを明確にし，二交代制勤務が支援できるよう推進していく必要がある。

　病棟と外来の一元化が図れているところは，　７� 部署と以前と変化はない。一元化を行う上で病棟間の連携

がスムーズに行われているかまた，継続看護が実践できているかは不明瞭であるため，今後評価し再考する

必要がある。

　　１�・　２�次救急外来のケアの不足を補う上でも，看護管理職が　３�月から「気配り業務」に入ることになった。

ここで得られた情報の共有と問題解決に向けた動きを今後も継続して行っていきたい。

　４�．空床理由の説明を求められたとき，全てのシフトに説明できる看護師がいる。

　各部署の中間評価から，全ての部署で，退院予定や入院予定を説明できる看護師はいるが，諸事情（予約

入院，入院環境，スタッフの状況など）により緊急入院を受け入れられない現状があった。この背景として，

医師との調整がスムーズに行われていない現状もあることから今後医師との連携をスムーズに行うためのシ

ステム化することによりスムーズに実施できるようにする必要がある。病床運営委員会　１�・　２�次救急外来問

題検討委員会・���会議などの関係者の協議により，ベットコントロールについての運用を考えていくこ

とが必要である。空将管理システムが更新されたことから，システムが有効に活用できるようにしていきた

い。稼動率８８％台と前年比としての変化はないが工事期間があった病棟の状況を考えれば有効にベットを活

用できたのではないかと考える。

　５�．目標による管理とクリニカルラダーの運用を実践する。

　今年度からクリニカルラダーを使っての全看護職員対象に看護実践能力の評価を開始した。しかし，部署

毎の入力状況（自己評価）は２０％にも満たづ入力が進まない状況を調査し，次年度全看護職員がラダーの入

力ができること，ラダーの評価ができるようにしたい。

　６�．病院のハード・ソフト面強化への参画を行う。

　跡地活用委員会，新外科病棟建設委員会，���会議に参画し引き続き看護部門からの提言をしていく。

跡地活用委員会ではシュミレーションラボを作るための部屋を確保することを検討中。引き続き職員のため

の教育環境を整えるための提言を看護部も行っていく。

　オーダーリングシステムは　２�月２８日に本稼動となった。システムが成熟していくように運用の見直しを図

りながら検討していきたい。

　物流システム稼動のために，今後も関係部門の協力が必要となる。情報を共有しながら推進していきたい。

　さらに，平成１６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。
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平成１６年度　委員会活動年間評価一覧
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評価（中間・年間）活動項目委員会

　１�．年　３�回実施。医療機能評価後のためか関心が薄れてい
る。　５�年後の機能評価に向けて取り組めるよう啓蒙活動
をしていく。
　２�．全病棟を対象にタイムスタディを実施し，集計分析。次
年度も引き続き必要。
　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
　　・年　２�回訓練実施。各病棟で地震・火災などを想定し
て意識的に関わっていることが計画表からも読み取れ
定着してきた。
　４�．インターンシップ準備・実施（　８�月の　１�ヶ月間）全国
から２５名の参加があった。病棟は　１�　９�部署で受け入れ実
施。就職に繋げる為の，就職活動の一環としての行事と
して次年度も実施予定。

　１�．各部署病棟内環境評
価

　２�．業務量調査
　３�．防災自主訓練
　４�．インターンシップ実
施

　１�．業務管理委員会

　１�．今年度看護手順の見直しを行った。関連部署に関する
手順については，次年度も見直しを行う予定。
　２�．大腸内視鏡の検査手順については，内容検討中。次年
度も引き続き実施予定。
　３�．院内統一できる物品について現状調査を実施。製品に
ついては院内統一して使えるよう検討。次年度に継続。
　４�．シーツ交換について現状を調査。シーツ交換に関して
アンケート調査を実施。

　１�．看護手順の修正改訂
　２�．検査手順の作成
　３�．物品，備品の整備
　４�．シーツ交換，移送の
調査

　２�．看護実践委員会

　１�．予定通り終了。今年度からクリ二カルラダーとリンク
した形で研修を計画実施。
　２�．今年度より，全看護職員を対象にクリ二カルラダーの
評価方法を導入。自己評価についてはなかなか進まない
状況があり次年度は方法の検討が必要。

　１�．看護部現任教育プロ
グラムⅠⅡ，コース別
シリーズの実施

　２�．クリ二カルラダー評
価の推進

　３�．現任教育委員会
クリ二カルラダ
ー委員会

　１�．手順の見直しと，その手順がどのような時に活用され
ているかを調査した。与薬・輸血の監査結果については，
プリセプティを対象に２６部署７８名実施。正しい与薬方法
が実施できるように���を強化する必要がある。今後
がリスクマネージメント委員会と共同で検討する必要
がある。
　２�．気管カニューレの固定方法が全部署決められた方法で
出来ているか，気管カニューレ使用中の患者の管理が出
来ているかを全部署対象に監査を実施。今後は基準・手
順を含む標準看護計画を浸透させていくことが課題。

　１�．看護手順の使用状況
調査

　２�．気管カニューレ監査

　４�．看護監査委員会

　１�．全病棟　１�回目の調査終了。デジカメで巡視時の問題を
とり提案として改善を添付し各病棟に返却。部署での改
善を推進できるよう促す。
　２�．メディカルペールの使い方や針刺し捨て用具の使用状
況について巡視した。巡視結果については，改善すべき
ことを含め病棟へ返している。
　３�．ペーパータオルの使用状況とホルダーの設置状況の調
査を行い���へ問題定義している。可能な限りホルダ
ーの設置を検討。
　手洗い実施状況は悪い状況。次年度も継続。

　１�．環境調査・病棟巡視
　２�．針刺し事故防止・医
療廃棄物処理対策

　３�．手洗い実態調査

　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月に研修実施。前年度評価から，教育と指導Ⅰの研
修内容を組み込んだ。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

平成１６年度　委員会活動年間評価一覧
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評価（中間・年間）活動項目委員会

　１�．年　３�回実施。医療機能評価後のためか関心が薄れてい
る。　５�年後の機能評価に向けて取り組めるよう啓蒙活
動をしていく。

　２�．全病棟を対象にタイムスタディを実施し，集計分析。
次年度も引き続き必要。

　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

　　・年　２�回訓練実施。各病棟で地震・火災などを想定し
て意識的に関わっていることが計画表からも読み取
れ定着してきた。

　４�．インターンシップ準備・実施（　８�月の　１�ヶ月間）全国
から２５名の参加があった。病棟は１９部署で受け入れ実
施。就職に繋げる為の，就職活動の一環としての行事
として次年度も実施予定。

　１�．各部署病棟内環境評
価

　２�．業務量調査
　３�．防災自主訓練
　４�．インターンシップ実

施

　１�．業務管理委員
会

　１�．今年度看護手順の見直しを行った。関連部署に関する
手順については，次年度も見直しを行う予定。

　２�．大腸内視鏡の検査手順については，内容検討中。次年
度も引き続き実施予定。

　３�．院内統一できる物品について現状調査を実施。製品に
ついては院内統一して使えるよう検討。次年度に継
続。

　４�．シーツ交換について現状を調査。シーツ交換に関して
アンケート調査を実施。

　１�．看護手順の修正改訂
　２�．検査手順の作成
　３�．物品，備品の整備
　４�．シーツ交換，移送の

調査

　２�．看護実践委員
会

　１�．予定通り終了。今年度からクリニカルラダーとリンク
した形で研修を計画実施。

　２�．今年度より，全看護職員を対象にクリニカルラダーの
評価方法を導入。自己評価についてはなかなか進まな
い状況があり次年度は方法の検討が必要。

　１�．看護部現任教育プロ
グラムⅠⅡ，コース
別シリーズの実施

　２�．クリニカルラダー評
価の推進

　３�．現任教育委員
会クリニカル
ラダー委員会

　１�．手順の見直しと，その手順がどのような時に活用され
ているかを調査した。与薬・輸血の監査結果について
は，プリセプティを対象に２６部署７８名実施。正しい与
薬方法が実施できるように���を強化する必要が
ある。今後がリスクマネージメント委員会と共同で検
討する必要がある。

　２�．気管カニューレの固定方法が全部署決められた方法
で出来ているか，気管カニューレ使用中の患者の管理
が出来ているかを全部署対象に監査を実施。今後は基
準・手順を含む標準看護計画を浸透させていくことが
課題。

　１�．看護手順の使用状況
調査

　２�．気管カニューレ監査

　４�．看護監査委員
会

　１�．全病棟　１�回目の調査終了。デジカメで巡視時の問題を
とり提案として改善を添付し各病棟に返却。部署での
改善を推進できるよう促す。

　２�．メディカルペールの使い方や針刺し捨て用具の使用
状況について巡視した。巡視結果については，改善す
べきことを含め病棟へ返している。

　３�．ペーパータオルの使用状況とホルダーの設置状況の
調査を行い���へ問題定義している。可能な限りホ
ルダーの設置を検討。

　　手洗い実施状況は悪い状況。次年度も継続。

　１�．環境調査・病棟巡視
　２�．針刺し事故防止・医

療廃棄物処理対策
　３�．手洗い実態調査

　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月に研修実施。前年度評価から，教育と指導Ⅰの研
修内容を組み込んだ。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
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１４．　医学部付属病院

―　　―１９６

　１�．基準の見直し作業　３�回実施。現在分担作業中。
　２�．基準の改訂作業を継続中。
　３�．褥瘡対策委員会の標準看護計画について検討し承認。

看護過程ワーキングから標準看護計画のパソコンへ
の導入のためのプルダウン項目について検討。作業は
グループにわかれ実施中。

　１�．�����の看護診
断ラベル以外の看護
基準内容の検討

　２�．�����の看護診
断ラベルの看護基準
の改訂

　３�．�����看護診断
ラベル以外の看護基
準の作成及び検討

　７�．看護基準委員
会

　１�．看護経過記録　１�．温度板の見直しと看護経過記録　３�を
作成した。

　２�．運用基準，手順，記録方法を検討中。
　　次年度マニュアルの見直しを行う。
　３�．リハビリ室での記録を可能とした。看護経過記録　３�を

活用してその場で記録が出来るようにした。
　４�．部署で使用しているパンフレットリーフレットの内

　４�部署は委員会で使用の許可をしている。許可されて
いない部署の物は現在検討中。

　５�．外来看護連絡表の書式変更。基礎情報用紙とした。

　１�．看護記録基準・手順
見直し

　２�．患者参加型看護計画
の推進

　３�．リハビリテーション
看護連絡票の検討

　４�．パンフレット・リー
フレットの整備

　５�．外来に於ける基礎デ
ータ

　８�．記録委員会

　１�．各自の課題について共有。話し合い解決するプロセス
を体験。薬剤や症状コントロールに関しての正しい知
識を確認し現場で浸透させていくよう学習した。

　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�．毎月定例会議で実施。
　４�．現任教育プログラム「コミュニケーション」の研修ス

テップⅠ～Ⅲ迄計画通り実施し終了。次年度も継続

　１�．緩和ケアの理解を深
める

　２�．逝去時の対応マニュ
アルの見直し

　３�．研修会参加後の伝達
講習会の開催

　４�．研修企画・実施・評
価

　９�．緩和ケア委員
会

　１�．パス形式の入院診療計画書にフォーマットを変更す
ることの検討。

　２�．次年度も継続。
　３�．��のリハーサルが行えるよう準備中。

　１�．��指示・実施表と
して運用できるよう
支援する。

　２�．��作成の推進
　３�．看護支援オーダーリ

ングシステムの導入
に向けてワーキング
グループと連携協力
できる。

１０．クリティカル
パス（��）委
員会

　１�．退院延長の理由と再スクリーニングが実施されてい
ない。退院に向けて問題点を抽出し何処に関わる必要
性があるのかを分かるよう検討を重ね新規に退院ス
クリーニングシートを作成した。また，スクリーニン
グシートを活用しやすいように運用案を見直した。

　　退院調整に関する自部署の問題点と今後の対策につ
いて調査し各部署の問題点や状況を共有し今後の取
り組みについて検討。次年度も引き続き評価。

　２�．現任教育プログラム「医療機器使用中の患者の看護」，
予定とおりステップⅠ～Ⅱの研修終了

　１�．委員会メンバーが自
部署の退院計画を促
進できる。

　２�．現任教育プログラム
を効果的に実施

１１．在宅療養支援
委員会

　１�．計画の監査を実施。アセスメントが不十分であった。
今後のアセスメントシートと標準看護計画について，
使用方法の教育と使いやすく記録時間がかからない
形式を再度検討。

　２�．チェックリストの試用を実施。今後は診療情報委員会
に提示し診療録に綴れるようにする。

　３�．年　２�回実施。活動上の問題については看護管理職会で
提起。

　４�．病棟巡視と共に継続。
　５�．研修プログラムステップⅠ～Ⅱは予定通り終了。
　　研修ステップⅣは看護管理者・監督者のメディエーシ

ョンに置き換え研修を実施。

　１�．転倒，転落アセスメ
ントシートと看護計
画の運用と評価

　２�．人工呼吸器チェック
リストの運用

　３�．安全管理推進者への
バックアップとして
安全管理拡大会議開
催

　４�．安全管理推進者への
委員会としての継続
的バックアップ

　５�．現任教育プログラム
の実施

１２．リスクマネー
ジメント委員
会



―　　―１９７

　１�．連動内容の試用の確認，運用作成，操作訓練計画と実
施，運用説明会の開催などの準備を進めることがで
き，新オーダーリングシステムの導入ができた。

　２�．トラブル対応など状況により直接徴収し関連会社と
の会議等を通じて検討することができた。

　１�．新オーダーリングシ
ステム導入のための
活用

　２�．導入後のフォロー

１３．看護支援シス
テム委員会

　１�．看護プロファイル画面については，要望を提出。マス
ター作成終了し富士通に提出済み。画面レイアウトは
決定し作成中。今後は展開画面の確認作業を行う予
定。

　２�．要望は提出済み。マスター作成終了。今後は紙面・画
面の確認作業を予定。

　３�．画面のレイアウトは決定。今後，画面での展開を確認
していく予定。

　４�．看護基準委員会と連動しマスターの洗い出しを実施。
今後も見直しが必要。看護計画画面に看護オーダーで
出した看護指示が反映されないため，運用を検討。

　５�．今後も運用案を検討。
　６�．予定より遅れたが，日程が決まり次第決定。

　１�．杏林仕様の看護過程
支援システム構築

　２�．画面設計，看護サマ
リー画面について

　３�．看護診断・看護計画
画面について

　４�．看護オーダーについ
て

　５�．運用案について
　６�．操作訓練について

１４．看護過程��

　１�．毎月　１�回で予定とおり開催。
　２�．新規の稼動でないため特記する問題はあがっていな

い。平成１７年　３�月　１�日稼動に向けて考えられる問題と
稼動後予測できる混乱いついて準備予定。

　３�．　７�月までにカスタマイズされ，　８�月よりシステムの構
築。１１月より操作訓練。���メンバーが中心となり
各部署でスタッフに指導。

　４�．ケアコムから富士通へ変更。看護診断システム��
と���メンバーと共同して検討予定。

　５�．安全レポートシステムの操作訓練と運用検討
　　１１月より　２�―　４�Ａ病棟で試験稼動開始。安全リスクの

情報がどのように流れていくか，変化していくか検証
していく。

　６�．今年度　１�度も発行されていない。オーダー構築の進捗
状況の情報が全体に流れていない。医療・看護業務の
動きに合わせてオーダーの運用の理解が全職員に周
知できるよう今後も継続して情報提供をする予定。

　１�．各月　１�回の���開
催

　２�．各部署，看護支援シ
ステムについての状
況確認と問題把握，
その対応

　３�．オーダーのメーカー
変更に伴う操作訓
練，運用マニュアル
の検討

　４�．看護診断システム導
入支援

　５�．安全レポートを看護
支援システムより入
力。

　６�．���ニュースレタ
ーの発行

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１６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。

　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
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　　　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。今年度からクリニカルラダーと連動した教育プログラムとした。また，

看護基礎技術・看護実践の項目の研修については，関連する看護部委員会が担当し企画・運営・評価の一連

の流れで実施している。そうすることにより，今年度から開始したクリニカルラダーの評価について理解を

深め，さらに関連する委員会で研修を担当することで委員会の活動の一環として動き実践評価できることを

ねらいとしている。

　看護部現任教育プログラムは以下のように構成している。

　１）　プログラムⅠ：看護習熟段階別プログラム

　２）　プログラムⅡ：役割別研修

　　２�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：「看護活動を円滑にするための基礎的な知識・技術を習得する」ことをねらいとして

構成されている。看護習熟段階別プログラムである。構成は，看護基礎技術・看護実践・倫理・教育・研

究・管理の　６�分野に分け研修を計画。

　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もある。研修項目は，

看護基礎技術は（体位変換と移送・輸液管理と実際・注射と与薬・環境整備・清潔操作）の　５�項目の研修と

なり，ついで看護実践は（看護記録・���コース・コミュニケーション・緊急時の看護・看護過程と看護診

断・感染対策・災害対策・医療事故対策）の　８�項目の研修である。さらに，教育，研究，管理，倫理のコー

スがある。これらはクリニカルラダーで評価し自分のラダーレベルに応じた研修を受講するというシステム

である。

　今年度，全１５８回研修を開催した。今年度の研修受講者数は延べ３８９２名であった。

　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　５�コース実施。新採用者オリエンテーション・中途採用者オリエン

テーション・昇任者オリエンテーション・プリセプターシップの研修・院内研究発表会である。院内研究発

表会も例年同様　３�回実施し，リスクマネージメントをテーマに部署での問題・課題に対しての取り組み過程

を纏め発表し，部署での実績としている。演題数は２９演題の発表があった。院外発表へも繋げられている。

　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。�
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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�回の割合いで看護研究発表会で発表を行っている。

今年度　３�回目の看護研究発表会から他部門も参加しての「院内研究発表会」となった。病院全体としての取

り組みが必要であり部門間の連携強化を図る上でも重要な場である。平成１６年度の研究発表のテーマは「リ

スクマネージメント」である。日々現場で起きている問題・課題など問題意識・問題解決への取り組み・実

践・評価・発表のサイクルを重視して現場のレベルの向上を目的とし研究発表を実施，今年度合計２９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３９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約１５０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１６年度）

＜口演＞

　１�）福井トシ子，砥石　和子，高崎由佳理，篠崎るり子：セルフマネージグチーム活動の評価―問題解決過

程に焦点をあてて―，第　８�回日本看護管理学会，宇都宮，平成１６年　８�月２０日～２１日

　２�）福井トシ子，篠崎るり子，草村　有子，平澤　智子，青鹿　由紀：当院における時間帯別にみた看護並

行処理業務に関する実態，第　８�回日本看護管理学会，宇都宮，平成１６年　８�月２０日～２１日

　３�）福井トシ子，高橋　久子，中村　由香，林　由里香：日本糖尿病教育・看護学会，平成１６年　９�月

　４�）福井トシ子，高橋　久子，中村　有香，林　由里香：日本糖尿病・妊娠学会，平成１６年１２月

　５�）高橋　久子：日本アロマテラピー学会，平成１６年１１月

　６�）浅間　　泉：血中ケトン体測定の実態調査，第４７回日本糖尿病学会学術集会，東京，平成１６年　５�月１４日

　７�）小川奈緒子：瘢痕の看護ケア，第４７回日本形成外科学会，平成１６年　４�月　６�日～　９�日

　８�）渡邊　淑子，渡邊　好江，平澤　智子：水治室浴槽の消毒の検討，日本熱傷学会総会，品川プリンスホ

テル，平成１６年　６�月１０日～１１日

＜論文＞

　１�）福井トシ子：「プラクティス　糖代謝異常合併妊婦のケア」，２００４年　３�月

　２�）福井トシ子：「看護管理」，����　���～��，セルフマネージングチーム連載　医学書院，２００４

　３�）福井トシ子：「クリニカルラダー　看護展望」，����　���　��，メジカルフレンド社，２００４

　４�）砥石　和子：「助産師外来開設までの軌跡」，月間母子保健，平成１６年　５�月　１�日発行

　５�）浅間　　泉，濱田　麻弥，今野　里美，小林　康子，高橋　和人，勝田　秀紀，関　　博之，伊藤　英

介，小澤　幸彦，丸山　雅弘，片平　　宏，石田　　均：血中ケトン体の実態調査，糖尿病，����　����

����������	
�����頁，２００４年

　６�）浅間　　泉，小林　康子，片平　　宏，丸山　雅弘，小澤　幸彦，勝田　秀紀，伊藤　英介，亀山ここ

ろ，石田　　均：「��剤と抗狭心薬ニコランニルの併用の実態調査―心筋����チャンネルに対する

作用を視野に入れて―」糖尿病����　���������	
	��������頁

　７�）鳥村　祥子：「その他・患者が引き起こす緊急事態など」，ブレインナーシング，２０：７２４―７３０，２００４
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　８�）谷井千鶴子：「神経系での急変予測と対応のポイント」，エキスパートナース，����　��：�����������

　９�）高橋ひとみ：「血管確保と静脈内注射」，エマージェンシーナーシング，１７：１０―２３，２００４

１０）横田　由佳：「意識，���������	�
�����，夏季増刊号」，３９―４５，２００４

１１）佐藤　道代：「脳血管障害，���������	�
�����，夏季増刊号」，１６４―１７４，２００４

１２）渡邊　淑子：「救急看護の基本技術―熱傷―，���������	�
�����，夏季増刊号」２０１―２１０頁メディカ出

版，２００４年

１３）瀬戸　療馬：「看護職員のコンピュータ入力負荷の定量的検討」，医療マネジメント学会雑誌　５�（１）：

１２４，２００４

＜その他＞

　１�）福井トシ子（講演）：「妊娠と糖尿病」，千葉県糖尿病研究会主催，千葉大学医学部附属病院，平成１６年　４�

月　３�日

　２�）福井トシ子（講演）：「糖尿病妊娠のケア」，西東京糖尿病研究会主催，国分寺市，平成１６年　６�月２０日

　３�）福井トシ子（講師）：「組織論Ⅱ．組織の環境と組織文化」，（社）日本看護協会　看護管理認定教育セカ

ンドレベル，平成１６年　６�月２９日

　４�）福井トシ子（講演）：「主体的な母乳育児支援」，（社）日本助産師会主催，東京都助産婦会館，平成１６年

　７�月１７日

　５�）福井トシ子（講演）：「人的資源活用論Ⅱ．継続教育と院内教育」，（社）日本看護協会　看護管理者認定

教育　セカンドレベル，清瀬，平成１６年　７�月２２日

　６�）福井トシ子（講演）：「継続教育　成人教育」，（社）山口県看護協会，平成１６年　７�月２４日

　７�）福井トシ子（講演）：「糖尿病合併妊婦のケア」，（社）日本看護協会　認定部主催　糖尿病認定，（社）日

本看護協会研修センター（清瀬），平成１６年　８�月　６�日

　８�）福井トシ子（講演）：「フリースタイル出産（���の倫理綱領）」，（社）日本看護協会研修センター（清

瀬），平成１６年　８�月　９�日

　９�）福井トシ子（講演）：「ヒヤリハット報告を活かす」，香川県看護協会，平成１６年１０月　３�日

１０）福井トシ子（講演）：「参加型妊産婦トレーナーズ（エンパワーメント・変革理論）」，平成１６年１０月１４日

１１）福井トシ子（講演）：「周産期のクリニカルパス」，青森県立保健科学大学大学院，平成１６年１０月２９日

１２）福井トシ子（講演）：「リスクマネージメントの実際」，（社）愛媛県看護協会，平成１６年１１月　７�日

１３）福井トシ子（講演）：「サードレベル　演習援助」，（社）日本看護協会，平成１６年１１月１１日

１４）福井トシ子（講演）：「乃木坂スクール　セルフマネージングチーム制」，国際医療福祉大学大学院，平成

１６年１１月１２日

１５）福井トシ子（講演）：「リスクマネージメントの実際」，（社）日本助産師会，飯田橋，平成１６年１１月２１日

１６）福井トシ子（講演）：「フリースタイル出産（���の倫理綱領）」，（社）日本看護協会，清瀬，平成１６年

１１月２５日

１７）福井トシ子（講演）：「糖尿病と妊娠―リスクマネージメント―」，糖尿病教育・看護学会　研修・研究委

員会　研修会，平成１６年１２月１８日

１８）福井トシ子（座長）：「不妊と姓」，日本不妊看護学会　シンポジウム，聖路加看護大学，平成１６年　９�月　５�日

１９）福井トシ子（座長）：「分娩施設の連携」，日本母性衛生学会　シンポジウム，京王プラザ，平成１６年　９�月

１６日

２０）福井トシ子（座長）：一般演題，日本糖尿病教育・看護学会，平成１６年　９�月１９日

２１）福井トシ子（座長）：一般演題，日本アロマセラピー学会，品川きゅりあん，平成１６年１１月２１日

２２）福井トシ子（座長）：「暮らしを支えるネットワーク」，日本未熟児学会　シンポジウム，横浜パシフィ

コ，平成１６年１２月　７�日
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２３）福井トシ子（講師）：日赤看護大学　非常勤講師　助産管理学

２４）福井トシ子（講師）：北里大学大学院　非常勤講師　家族看護学

２５）福井トシ子（講師）：東が丘看護・助産専門学校　助産学概論　助産診断

２６）福井トシ子（講師）：母子保健研修センター助産婦学校　不妊相談

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

２８）福井トシ子（講師）：三鷹看護専門学校　看護管理

２９）佐藤　澄子（学会長）：第１５回日本手術看護学会関東甲信越地区，文京シビックホール，平成１６年　６�月　５�日

３０）佐藤　澄子（司会）：「情報開示時代と周手術期看護記録」，第１５回日本手術看護学会関東甲信越地区特別

講演，文京シビックホール，平成１６年　６�月　５�日

３１）佐藤　澄子（講師）：手術看護分野・専門科目「手術体位と看護」「体温管理」「深部静脈血栓・肺塞栓予

防について」「体内残存予防」東京女子医科大学看護学部・認定看護師教育センター

３２）佐藤　澄子（講師）：日本手術看護学会，教育研修・中堅看護師研修「問題解決技法」

３３）佐藤　澄子（講師）：日本手術看護学会，教育研修・主任副師長研修「問題解決技法」

３４）砥石　和子，高崎由佳理（講義）：「助産診断・技術概論」，国立医療センター付属看護助産学校助産学

科，平成１６年　５�月１２日～２６日

３５）砥石　和子（講演）：「助産師外来開設までの道程」，第　６�回日本母性看護学会ワークショップ「助産師外

来の課題」での報告，茨城，平成１６年　６�月１９日

３６）砥石　和子，梶山　　幸（講演）：「当院における母乳育児支援の実際」，第　４�回東京母乳の会講演会，東

京，平成１６年　６�月２７日

３７）木下　千鶴（講師）：「質的研究の方法と種類」，日本看護技術学会　研究方法セミナー，平成１６年　７�月

３８）渡邊　淑子（講義）：「移植医療と看護」，日本救急財団救急看護実施修練講義―救急と感染対策―，日本

看護協会救急・重症看護認定看護過程，平成１６年　８�月３１日

３９）坂元イツ子（講師）：「ナースのための心電図の教室　初級偏」，ナーシングセミナー，平成１６年　７�月１７日

～１８日

４０）坂元イツ子（講師）：「ナースのための心電図の教室　応用編」，ナーシングセミナー，平成１６年　８�月２８日

～２９日

４１）浅間　　泉（座長）：第　２�回西東京���研究会，立川市女性センター　アイム��ホール，平成１６年　７�

月　５�日

４２）谷井千鶴子（講師）：「救急，重症集中ケア認定看護師教育課程，看護課程」，日本看護協会　看護研修学

校，平成１６年　７�月２５日

４３）谷井千鶴子（講師）：「急性期重症者支援課程　病態とケア」，神奈川県立保険福祉大学　実践教育センタ

ー，平成１６年　８�月１８日・３１日

４４）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

４５）伊藤　有美，山崎　香織（インストラクター）：「心電図セミナー」，学研，平成１６年　７�月

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

ナー，平成１６年　８�月２８日・２９日

４７）佐藤　道代（講義・実習）：「治療論Ⅱ　救命救急」，博慈会高等看護学院，平成１６年　５�月２７日・平成１６年

　６�月　２�日

４８）横田　由佳（インタビュー）：「ヴィーボ：救急看護のこれから」，徳州会看護雑誌，平成１６年　５�月

４９）横田　由佳（講師）：「救急初療時のフィジカルアセスメント」，平成１６年　６�月

５０）渡邊　淑子（講義）：「救急と感染対策」，日本救急財団救急看護実施修練，平成１６年　８�月２５日

５１）渡邊　淑子（講義）：「移植医療と看護」，日本看護協会救急・重症看護認定看護過程，平成１６年　８�月３１日

５２）丹波　光子：東京都立墨東病院　���概論　講師
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５３）丹波　光子：東京ストーマリハビリテーション講習会　講師

５４）丹波　光子：ホスピタルフォーラム　衛星遠隔研修実践講座　講師

＜外部団体役員・委員＞

　１�）福井トシ子：（社）東京都看護協会　副会長

　２�）福井トシ子：（社）日本助産婦会　勤務助産婦部会　委員

　３�）福井トシ子：日本助産学会　評議員

　４�）福井トシ子：日本不妊看護学会　幹事

　５�）福井トシ子：日本アロマセラピー学会　理事

　６�）福井トシ子：日本糖尿病・妊娠学会　評議員

　７�）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

　８�）福井トシ子：日本糖尿病教育・看護学会　ホームページ委員　理事

　９�）福井トシ子：第１９回　日本助産学会学術集会　企画委員

１０）福井トシ子：東京母衛生学会　幹事

１１）福井トシ子：独立行政法人　福祉医療機構　子育て支援事業「いいお産」普及・啓発のための基盤つく

り事業「いいお産」のための環境についての調査研究班

１２）福井トシ子：―その他加入学会―　組織学会，失敗学会，人材育成学会，看護科学学会，日本糖尿病教

育・看護学会，日本糖尿病妊娠学会，日本看護管理学会，日本アロマセラピー学会，日本母性衛生学会，

東京母性衛生学会，日本不妊看護学会，日本不妊学会

１３）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

１４）砥石　和子：日本看護協会，助産師職能委員会，院内助産院に関する検討小委員会委員，平成１６年　７�月

２７日～平成１８年　６�月３０日

１５）久保山はつき：日本看護協会代議員，平成１６年　４�月　１�日～平成１７年　３�月３１日

１６）浅間　　泉：西東京���研究会　実行委員

１７）浅間　　泉：西東京���研究会　世話人

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

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　教育委員長（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）教員会委員

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

２９）渡邊　淑子：日本救急看護学会　教育委員

３０）丹波　光子：東京ストーマリハビリテーション世話人　カリキュラム委員

３１）丹波　光子：日本褥　学会関東甲信越地方会事務局　����調査委員
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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�区の人口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１８施設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１６年の患者受入数は１８６４名であり平成１３年より徐々に増加傾向にある。

　平成１６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１７％，�����が

１５％，外傷１６％，急性薬物中毒１１％の順であり，この　５�疾患で全体の約９０％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　３�％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，常時数名の熱傷患者の治療に従事している。�

２０３

　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１６年では４２６件になる。最も多いものは，心臓血

管系手術（１２０件）次いで，外傷に伴う各種手術（１０２件），緊急開頭術（８６件），全層・分層植皮術（１６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：山口芳裕　　研究事業：厚生労働科学特別研究事業

　「核・放射線テロ発生時のマスマネジメントに関する研究」

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：島崎修次　　研究事業：医療技術評価総合研究事業

　「救急医の養成と確保法についての研究」

⑤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」

２０４
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　杏林大学付属病院では昭和５４年に救命救急センターを開設後，昭和５６年に　３�床の熱傷治療ユニットが東京

都熱傷治療施設として設置されました。開設当時は東京都内に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もありましたが，近隣基幹病院に熱傷ユニットが開設され徐々に

依頼患者の減少を認めました。

　平成　５�年の当院救命センターの新棟オープンに際し熱傷ユニットを　４�床に増やし，熱傷患者のための水治

療室などの環境整備に努めました。また，平成　６�年には日本初の米国型スキンバンクを杏林大学救急医学教

室内に設置し，治療戦略および治療成績が飛躍的に向上致しました。スキンバンクは時代のニーズの変容に

合わせて臓器組織移植センターへステップアップした事に加え，細胞培養を基礎とした複合型培養皮膚の作

成および臨床応用も可能となりました。

　熱傷ユニットにおける入院患者数の増加に伴い，平成１２年から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（��������	�
�����	�）として認可され再スタートを切りました。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による定期的カンファレン

スを週一回開催し，各患者のきめ細やかな医療計画を検討しています。

　平成１６年度（２００４／　４� ／　１�～２００５／　３� ／３１）の熱傷患者は，入室数４４名です。入室経路，入院期間，転帰を以

下に呈示します。

２０５

４）熱傷センター

入院経路

２９�������

　１　１�・　２�次

１４転院入院

入室期間

２７．８平均（範囲）

転帰

１５軽快退院

１５転床

１１転院

　７他科転科

　４死亡
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　杏林大学では，臓器・組織移植が普遍的医療となることを想定し，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。

�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。

�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

　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，先日脳死下臓器提供時の対応について会議が開かれ，その体制作りを行っています。臓器組提供・

移植に関する勉強会も行っており，今後も継続して行っていくことで，ドナー数の増加を目指しています。

�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１２００枚（　１�枚当り約�����２）の

皮膚を凍結保存し，全国の広範囲重症熱傷患者様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

　杏林大学保健学部にて世界で初めて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交替で講義をお願いしており，本年度も約４０名

の受講者が熱心に勉強しています。

�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１０月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。また，本

年度より組織移植コーディネーターの認定を行っており，現職の組織移植コーディネーター１３名が合格し，

それぞれの組織バンクで活躍しています。

�

２０６
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�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

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。昨年は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。本年は２５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。また，講習会

を受講して頂いた先生が所属する施設からのドナー情報数も増加してきています。

�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。

２０７
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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���，子摘発作）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。周

産期センターの平成１６年度の実績は，分娩数は６９３件（２２―２３週：　１�件，２４―２７週：　８�件，２８―３６週：１０３件，３７

―４１週：５６１件，４２週―：　１�件），母体搬送７０件であった。また，����（含���）の入院件数２２３件（�����未

満：３５人［内�����未満１４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。

２０８

１４．　医学部付属病院

　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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　平成１７年１０月　１�日に病院各診療科の呼称の見直しが行われ，第一内科の腎・膠原病グループは腎臓内科／

リウマチ膠原病内科と改められた。また，腎臓／膠原病，呼吸器，神経の臓器別の外来診療体制への移行に

伴って，現在の　２�―　３�Ａ，Ｂ混合病棟は今後専門科（臓器）別の病棟へ再編される見込みである。

　腎・透析センターでは平成１１年度から入院患者への対応を主な業務とする方向へ方針を転換しており，ほ

ぼ全診療科に及ぶ病棟からの患者に対応する集約的な血液浄化療法を行っている。通常の血液透析に加えて

血液濾過透析，血漿交換，顆粒球吸着，免疫吸着，造影剤などの薬物の除去などが主なものである。外来通

院による維持透析患者数は常に半数を大きく下回って，さらに漸減の傾向にある。人的また物的資源の有効

活用や収益性の観点からも，今後さらに入院透析例への対応に集約していく必要があると考えている。定床

数２６を上回る患者に対応する必要がある場合は，午前中の外来透析患者の透析終了後から，引き続き入院透

析例の治療を行う二透析を行っている。スタッフの勤務の形態としてもすでに定着しており，当面は増床や

スタッフの増員を必要としない患者の増加が見込める状況にある。外来透析患者の一部は持続的腹膜透析

（����）へ移行しており，今後は徐々に����症例を増加させる方向で対応している。一方，腎・透析セ

ンターで行った医療により生じた医療費の請求は患者が入院している各科の病棟から行われており，腎・透

析センターの収益性での貢献が統計数値に反映されないしくみは今後早急に改める必要がある。

　逆浸透圧装置の導入，透析液配管の更新工事，透析液供給装置の点検など，透析液の安全性の確保と設備

の老朽化への対応を順次行ってきた。また，従来は不定期に行ってきた透析液のエンドトキシン濃度の測定

を今年度から定期検査項目に取り上げた。また，末端のコンソールもモーターによる回転部分の消耗と配線

基板の老朽化が進んでおり，来年度から数台ずつ新規機種への入れ替えを予定している。

　本年　８�月　４�日に行われた医療監査では手洗い用の洗面台の水栓の自動化が好ましいとの指摘を受けた。ま

た，ベッドを仕切るカーテンと天井に設置したカーテンレールが災害対策，衛生管理の両面から好ましくな

いと考え，本年中に自動水栓とロールカーテンへの変更を行うことにしている。窓側のカウンターの上に設

置しているコンソールは地震で転落する可能性がある為，安全対策上好ましくない。来年度以降の設備の更

新ではすべてのコンソールを床設置タイプに変更して行きたいと考えている。

　透析医療の現場では多数の患者が同時に体外循環を行っており，血圧の低下や血液回路の破断による出血

などのリスクを常に伴っている。しかし，日常的な業務の中で慣れが生じ緊張感が緩むことがヒヤリ・ハッ

トの頻発する原因になっている。従来，厚生省厚生科学研究事業で作成されたマニュアルを業務の中で生か

す様にしてきた。しかし，今年度から当センター独自のより詳細なマニュアルを作成した。このマニュアル

は新入職者の指導にも用いられている。また，新たな試みとして工学技師と看護師の業務を時間の経過に従

って整理し，両職種の作業を一部重複させることでダブルチェック機能をもたせることを検討している。時

間をかけた話し合いの中から実効性のある連携が生まれるものと期待している。

　臨床工学技師は��室に所属し，人工心肺，高圧酸素，人工呼吸器，血液透析などの業務をローテーショ

ンで交代しながら担当している。このことは技師の技術的な向上には役立っており，若年層の教育には有効

である。しかし，ある程度以上の経験を積んだ段階では特定の部署に人員を配置して，より高い専門性を目

指すべきである。このことがその部署への帰属意識を生み責任感と向上心を強く育むことに繋がると思われ

る。�

２０９

　７ ）腎・透析センター

（　１ ）腎・透析センターの現状

（　２ ）設備の維持と新規設備

（　３ ）医療事故の防止対策
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　医学部　５�年生の腎臓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。腎臓内科／リウマチ膠原病内科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。また，日本透析医学会の施設会員で専門医，指導医が常勤している。また，社団法人日本透析医会

の会員である。

　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�）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。

　３�）血液透析による含硫アミノ酸の代謝について。

　４�）血液透析導入患者の看護とクリティカルパスの応用。

　血液浄化法の専門部署としてさらに医療の質と専門性を高めること，同時にヒヤリ・ハットを減らすこと

が必要である。大学病院の透析施設として臨床研究の発表と報告をさらに増加させることが必要である。透

析医療の進歩に貢献できる様な独創的で斬新な研究成果を得ることが長期的な目標である。

２１０

１４．　医学部付属病院

（　５ ）研究活動

（　４ ）教育課程

（　６ ）自己点検，評価



　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，主に麻酔科が担当している。夜間，休日の管理業務は麻酔科医師に加え，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ため，新しく建設される中央病棟には１８床の���を設置予定

である。

―　　―２１１

　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，生活習慣病の予防，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し，正確な診断をする，�異常所

見の再検，精査，治療について当院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　５�人（総合医療学　２�人，衛生学公衆衛生学　３�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，禁煙指導など）

＜実績＞

　受診者総数は１０５３人（男性６７８人，女性３７５人）で，その内訳は，�一泊二日コース２４２人（男性１７９人，女

性６３人），�一日コース（肺，女性コースを含む）４６４人（男性２４９人，女性２１５人），�一般コース３４７人（男

性２５０人，女性９７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３４７人であり，紹介率は３３％であった。

＜研究活動＞

　引き続き人間ドック受診者のメタボリックシンドロームの動向について調査した。

＜まとめ＞

　今年度は受診者が前年度に比しやや減少し，その中でも一日コースが減少していた。対策として　１�）当日

説明できる専任医師の増員，　２� ）胸部��，胃内視鏡，頭部���＋���のドック枠の増加，　３� ）新しい検

査，新しいコースの設定，　４� ）保健相談（禁煙指導を含む），食事指導の充実を行い，受診者の増加に繋げた

い。

２１２

１４．　医学部付属病院

　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。

２１３

１０）　病院病理部
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１４．　医学部付属病院

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１６年度の検査部全体の組織構成は前年度と大きな違いはなかった。　２� 名の新卒者採用をして頂き，平

成１５年度の９０名から９１名へと微増となった。（総技師数７４名）

　各部署の構成は下記のとおりである（平成１６年１２月現在）。

管理室：部長（医師）　１� ，技師長　２�，検査助手　１�，事務員　２�

検査情報室：副技師長　１�，係長技師　１�，技師　１�（内　２�名外来検査兼務）

感染情報管理室：副技師長　１�，技師　１�� � 管理系　計１１名　　

検体検査系：医師　１�，係長技師　２�，主任技師　５�，技師３１（内　４�名外来検査兼務）� �計３９名　　

生理検査系：医師　１�，係長技師　１�，主任技師　５�，技師１３，検査助手　１�，事務員　１�� �計２２名　　

外来検査室：主任技師　２�，技師　２�� � 計　４�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　８４名　　

委託メッセンジャー：　７�� � � 検査部構成員総計　９１名　　

　検査部の基本理念の骨子である臨床サービスの徹底を図るために従来からの重点項目である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

取組んできているが，平成１６年度はさらなる向上を目指し，特に下記の取組みを行った。

①外来採血業務に係わる取組

　ａ　外来検査室の運営改善（採血待ち時間短縮を目指して）

　　　　ここ数年来，外来検査室にて対応している採血患者は増加し続けており，特に採血患者数の多い月

曜日などでは，時に４０～５０分の待ち時間が発生していた。従来，外来検査室は１０名の外来専任者で運

営してきたが，固定化された専任者を主体とした運営では夜勤入明けならびに突発休などによる採血

担当者の減少への対応に難点があった。その時々に他部署から応援体制をとることも，その調整にし

ばしば困難な状況が見られ，それらの状況を改善する目的で中核となる　４�名の採血室専任者以外の技

師を他部門に再配置し，常に外来専任を含む　４�部門から必要人数を確保する外来共同運営方式の導入

を試みた。この運営方式は常に必要人数が確保出来き，採血患者の待ち時間短縮につながり，また，

検査部全体として採血に対応できる技師の育成も図れるなどの利点も多いが，一方で比較的採血経験

の浅い技師が業務に対応する状況も増えており，今後，この点も含めてさらに外来検査室の運営方法

について検討して行きたい。

�

２１５

１１）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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　ｂ　採血時安全確保の徹底

　　　　採血に関わるより一層の安全確保を図るために採血手技の見直しと，その徹底を図った。

　　　①神経損傷発生の少ない採血部位の選択　②極力浅い角度での刺刺　③無理な採血（細い血管等）は

行わず，翼状針を用いた手背から採血も考慮する　④針が血管に入らなかった場合の刺し直しは　１�回

のみとする　⑤定期的なミーティングにより技術の向上に努める等　の内容であるが，これらを徹底

したことにより，確実に採血時の痛みなどのクレーム発生は以前の　１�割以下に減少している。

　ｃ　採血説明書の配布

　　　　前述したように採血手技の見直しとその徹底により，採血に関連した患者クレームは大幅に減少し

たが，多少なりともリスクが存在する採血に関して，採血を受ける前に一般的な注意事項と併せて情

報提供を行う必要があり，採血に関する説明書を初回の患者に配布することを開始した。この説明書

の配布以降，採血時のトラブルが発生した場合においても，患者さまの理解が得られやすい傾向が見

られている。

②検査の迅速性向上

　　検査部では平成１２年度よりルーチン検査（生化学・血液）の早朝稼動を実施し，午前中に提出される主

に病棟からの依頼に対する報告時間の短縮を図ってきた。検査依頼そのものを結果報告までに要する時間

が救急検査と比較しても遜色のないルーチン検査に振向ける様お願いしたのと同時に，救急検査室に提出

された検体を生化学検査室においても並行して測定し増加する救急検査に係る報告時間の短縮を図った。

年々，ルーチン検査室で測定する救急検査の割合は増加しており，平成１６年度では約１５０件程提出される午

前中の救急検査（生化学）の　８�割以上がルーチン検査室にて測定されている。この事はランニングコスト

の高い救急検査室における測定を減ずることに繋がり，採算性の向上にも寄与している。

③生理検査部門への看護師配置

　　生理検査部門には外来／病棟から様々な状況の患者様が検査に来られており，酸素使用中，点滴中，ド

レイン処置中，医療機器の使用中など慎重な対応の必要な患者も多く来られている。また，検査中や検査

の待ち時間に病状が悪化する場合もあり，検査部としては技師教育の一貫として，上記のような注意すべ

き患者さまへの対応等に取組んできてはいるが，従来よりこれらの患者様への対応に専門的知識や技術を

有する看護師の常駐を望んでいた。

　　看護部へ協力のお願いをしたところ平成１６年　１�月より看護部所属の看護師を　１�名生理検査部門に配置し

て頂けることとなった。看護の専門職から見たきめ細かい対応により，患者様のリスクのさらなる低減が

はかれたと同時に患者様の心理的な安心感にも繋がっている。

④検査の信頼性確保

　　検査データの保障は検査部業務の要であり，従来より作業マニュアの整備，内部・外部精度管理の有効

活用，パニック値や再測定基準などの報告管理，データに係るインシデントならびに事故報告の分析とそ

の改善などを検査部精度管理委員会を中心に実施してきている。

　　本年度，経営的側面より実施した生化学項目の試薬変更に際して，それまでは測定値を回帰補正し，平

成１１年当時のデータに変換して報告していた酵素項目（　５�項目）の補正を外し，現在使用している試薬処

方本来の値となるようにデータの変更を行った。また同時に職員健康診断の検体を用い，当院における基

準値の見直しを実施した。（検診検体の使用については事前に学園に了解を得てあります）

　　これは平成１１年度に現在の搬送システムが導入された際，分析装置と試薬の変更が発生したが，試薬や

装置の変更に伴うデータの変更は望まないとの強い要望が当時の臨床からあったため，やむなく従来のデ
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ータに補正して報告することになった経緯があった。

　　しかしながら，実際に使用していない装置ならびに試薬の値に変換されたデータは，長期に亘たる精度

の保障に限界があるため，本年度の試薬変更時に測定法本来の値となるよう回帰補正の使用を中止した。

なを，この変更に際しては，臨床の混乱を避けるべくオーダー画面ならびに報告書に新旧二つの報告値が

表示できるようプログラムを構築し対応した。

⑤年末年始休暇期間の救急検査報告時間の改善

　　従来，年末年始期間は救急検査の対応人数（日直者）を　３�～　５�名増加させ対応してきたが，この期間の

年々増加する依頼件数のために処理能力の限界を超える状態が時折発生し，報告が遅延する状態が生じて

いた。平成１６年度より，年末年始期間中は生化学検査室のルーチン測定装置も救急検査室と同時に稼動さ

せ，この期間中の救急検査の報告時間を通常とほぼ同じにすることが出来，飛躍的に改善させた。

⑥新オーダリングシステムの導入について

　　平成１１年度より導入された日立病院オーダリングシステムも　６�年を経過し，機能的にも陳旧化が進んだ

ため平成１６年度末に富士通オーダリングシステムに再構築されることとなった。検査部からは情報担当副

技師長を中心として数名が各ワークグループ委員としてその構築に参加した。今回は従来オーダーシステ

ムが導入されていなかった���（救命センター）　１� 次・　２�次外来にも新規にシステムが導入され，特に検

査部との関連では上記臨床部門と関わりの強い救急検査の流れが効率化され以前と比較し報告までの時間

が短縮された。

　　また，新しく輸血検査オーダーの導入をはかり，従来の伝票運用時に頻発していた不備な患者情報記載

が無くなり，輸血検査の安全性の向上にも貢献した。

⑦感染症病棟運営への関与

　　平成１６年　４�月より感染症病棟（３―２Ｃ）の運用が開始され，病棟内に設置された顕微鏡室の維持管理を

検査部微生物検査室が担当することとなった。���委員に任命されている副技師長を中心として管理がな

され，臨床検査医学が担当する���を通しての医学部学生への教育をはじめ，呼吸器科など感染症を多

く扱う診療科の研修医等に対してもグラム染色などの技術的指導も実施している。

⑧臨床支援の拡充

　　従来より検査部では検査の依頼に対し信頼性の高い検査結果を提供するという，検査部本来の基幹業務

に止まらず，より積極的に臨床支援態勢を拡充して行くことも検査部に期待されている重要事項であると

考えている。これに関連して

　　１�）外来心電図検査の増強

　　　平成１５年度から外来検査室内に心電図検査室を設置し，特に御高齢の患者様や���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

てきている。平成１６年度は極力上記以外の患者様へも適応を広げ，外来検査室で対応する患者数も３０～

５０名／日と増加してきている。

　　２�）輸血検査関連

　　　本年度もより安全な輸血を実施するための知識・技術を広く臨床に普及させるために輸血療法に関す

る啓蒙，教育活動の拡充などに取り組んできた。また，看護部の輸血に係る実技研修にも協力し，安全

な輸血のための基礎づくりにも貢献している。また，平成１４年度から取組んでいる臨床検査医学大西講

師を中心とした造血幹細胞移植も軌道に乗っており，平成１７年に稼動が予定されている中央病棟の化学

療法棟稼動の準備も含め，臨床へのさらなる貢献を果たしている。
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　　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，���を担当

させているが，本年度はこれらの臨床支援を支えるための人材育成に力を入れ，さらなる支援体制が可

能となるよう準備を進めている。

　　４�）院内感染対策への係わり

　　　検査部では平成１５年度より院内感染対策の要となる感染情報室を病院の要請に基づき部内に設置して

いる。���委員の一人である副技師長を含め　２�名の専任者を配置し，感染情報の発信という重要な役務

を担ない，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���への支援活動を強力

に押し進めてきた。

　　５�）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。

　検査部のリスクマネジメントに関しては，平成１４年度より部内委員会を中心として，各部署のヒヤリハッ

ト事例の分析と対策案の策定などを実施しており，その効果を上げてきている。

　本年度前半において，検査関連の過誤が連続して発生した次期があり，この点を踏まえてリスクマネジメ

ント委員会の活動とは別に，リスク回避など重要案件については検体系，生理系の区別なく　２�名の技師長が

共同で直接対応し，また，問題点の管理職と部職員全体との共通認識を高め，迅速な業務改善を図るために

定期的な管理職と部門別ミーティングを始めている。

　本年度は病院全体としても患者急変時の対策が整備されてきており，検査部においても生理検査室，外来

採血室なとの患者部門において，救急カートの整備をはじめ患者急変時や地震発生時の対応など定期的な訓

練を実施している。

　病院を取巻く医療経営環境の変化より病院経営は慢性的に圧迫されており，さらに，平成１５年度から

�������などの包括医療の導入が本格化し，検査部においてもここ数年来運営改善を目指した各種の取組

みがなされている。

①　２�病棟地下　１�階検査室の移転統合について

　　昨年度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，平成１６年度はさらに　２�病棟地下　１�階の救急検査室を血液検査室・輸血検査室との統合を

図るかたちで移転させた。その跡地には手狭となっていたため病院として移転先を探していた医療安全管

理室が移転することとなった。

　　救急検査室の移転に際しては，部署間の融合の妨げとなっていた隔壁をとり除きワンフロアー化を図っ

た。このことにより，救急・血液・輸血の　３�つの業務がより少人数にて対応可能となり業務の効率化に繋

がっている。

②生化学検査試薬の組替えによるコストダウンについて

　　医療収入に関しては，医療費抑制政策がその根底にある���などの包括化が進んでいるが，検査領域

においては，過去平成１２年度の保険改定時に大幅な包括の拡大ならびに検査点数の引き下げがなされ，単
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年度あたり　１�億円を超える医療収入の減少を経験している。検査部ではその後，試薬・消耗品費の削減を

はじめ不採算項目の外注化，検査体制の改善による効率的運用，退職の未補充よる人件費の抑制，など２７

項目に及ぶ業務改善を実施し，年間　１�億円を超える支出の削減を図り収支の大幅な改善を図っている。平

成１６年度においては，上記業務改善の一貫として　５�社に分散していた生化学項目の試薬メーカーを　２�社に

纏めることにより試薬単価を約５０％削減することができた。これらの積み重ねにより平成１６年度は平成１２

年当時と比較すると検査部の支出は　１�億　５�千万円規模で削減することができた。

　平成１６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１６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

スの向上では外来採血部門の検査部全体としての運営体制を改善し，採血担当技師数を増強させることによ

り採血に関わる待ち時間を短縮させることができた。また，採血に関わる手技や対応を見直し，より一層の

安全確保を図ることにより採血時の痛み発生などのクレームを確実に減少させた。さらに増加する救急検査

に対応するためにルーチン検査室と救急検査室の連携を強化し救急検査に関わる報告時間を短縮させ，同時

に採算性の改善にも繋げることができた。生理部門では看護職員の配置により，様々な患者様へのリスクを

低減することができ臨床サービスの向上に貢献できた。　２� ）検査部の運営改善では救急検査室の血液・輸血

検査室への移転に際して部署間の融合の妨げとなっていた隔壁をとり除きワンフロアー化をはかり，より少

ない人数での対応が可能となった。また，生化学項目の試薬も半分以下にコスト削減を行うことが出来，収

支も前年度より改善することができた。

　　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

　　４�）研究活動

　　５�）地域医療への貢献

２１９
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（　８ ）年度目標と達成評価

（　７ ）機器の整備
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表　１ ．平成１６年度臨床検査件数（２００４年　４ ／　１ ～２００５年　３ ／３１）

合　　計外　　来入　　院救命救急センター検査室

２，２７７，０４８１，１７１，３７３１，０７４，１８８３１，４０６生化学

２１２，０７５１６３，６０９４７，０１２１，４２９免疫・血清

３９４，８６８１７５，７３７２１０，６４４８，４５９血液

１３０，３９２６９，８５０５６，９７２３，５５８一般

７６，０３７２０，８３０４７，１３３８，０７４細菌

１，０２７，４２２４２２，０７４４２２，８１７１８２，５１８救急計

８６９，３５６３０７，２９０４０８，８３４１５３，２１９内訳（平日）

８９，４８０６６，３３０６，５８５１６，５６５　　　（準夜）

４３，２４９２９，５８４４，９７５８，６９０　　　（深夜）

２５，３３７１８，８７０２，４２３４，０４４　　　（休日）

７５，６５５５２，７８６２１，４９３１，３６９生理検査計

１３，８５５１１，３４３２，５１２０内訳（呼吸器）

３１，１３６１９，８３０１１，２３４７２　　　（循環器）

４，０２５１，８０６１，５６９６４３　　　（脳波）

２６，６３９１９，８０７６，１７８６５４　　　（超音波）

１１１，９４７１１１，９４７－－外来検査

３１，３５３３１，３５３輸血検査計

１２抹消血幹細胞輸血

４，４１９，５４６院内検査総計

１６２，１４３外注検査

４，５８１，６８９総検査件数

表　２ ．中央臨床検査部導入機器� 平成１６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一式���―����東芝超音波診断装置�����　１�超音波検査室

増設フクダ電子一式���―�����
���―���

ホルターデータ編集システム　２�循環機能検査室

更新荏原　１�台��―���血液専用保存庫　３�輸血検査室

更新久保田商事（株）　１�式５９３０ユニバーサル冷却遠心機　４�微生物検査室
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　内視鏡室は杏林大学医学部付属病院の外来・入院患者の上・下部消化管内視鏡ならびに気管支内視鏡を担

当し，高度で安全かつ適切な内視鏡診療を遂行することを目的としている。そして患者満足度の高い内視鏡

検査を目指すために，内視鏡担当医の責任を明確にし，患者側に立った思いやりのある丁寧な検査を心がけ

ている。

　内視鏡室は内視鏡室長，看護師長，内視鏡室医長，ならびに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ている。検査の担当として，消化器内視鏡検査のスタッフは，消化器内科・一般外

科医師１８名（学会認定指導医　４�名，学会認定専門医　９�名を含む），気管支内視鏡のスタッフは，呼吸器内科・

呼吸器外科医師１６名（学会認定専門医　９�名を含む），またコ・メディカルとして看護師１０名（うち師長　１�名），

看護ヘルパー　１�名，事務職　１�名で構成されている。

　内視鏡施行件数は，年間約９，５００件であり，年々増加している。特に下部消化管内視鏡検査件数の増加が著

しく，検査日までの待ち時間が若干長くなっている。また処置や治療を行う，いわゆる内視鏡的治療件数も

増加している。詳細を表　１�，　２� に示す。

　教育病院としての性格から学生・研修医への教育体制も重要である。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，学生・

研修医の教育を図るため，専属教育スタッフの充実が必要である。

　検査施行数はより増加し，また長時間を要する内視鏡的治療件数も急増してくると予測される。検査人員

の増強を図り，予約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，安全対

策マニュアルの徹底を励行する。またその対策も含め，専属スタッフの増員などが重要な課題である。

実績（１６年　４�月　１�日～１７年　３�月３１日）

２２１

１２）　内視鏡室

（　１ ）理念および目的

（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

表　１ ．診断

５２５３件上部消化管

１８１５件下部消化管

３４７件����

９３件���

３７件腹腔鏡

０件その他

表　２ ．治療

１１２件止血０件ポリペクトミー（上部）

� （下部） ３件

７２件食道静脈瘤治療１０５件���� （上部）

� （下部）２８９件

３３件異物除去４５件切開剥離法

０件レーザー癌治療

８件食道狭窄拡張０件���癌治療

０件その他の癌治療

０件特殊検査６４件���

８７件ステント挿入

０件その他（具体的）３０２件膵胆系
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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シングルユース製品の供給に加

え，再生器材の洗浄・消毒，滅菌及び供給を行っている。再生器材の処理を中央化することにより職業感染

を防止し，洗浄・消毒滅菌の質の向上を目指す。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，診療と医療経済に貢献することが目的である。

　室長，看護師長　１�名・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

　　　器材のなかでシングルユースの器材と再生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。

　　　再生器材を���のガイドラインに沿って処理し，現場で周知できる。またリコールゼロを目指す。

シングルユース品は���による電算入力となったために在庫を減らせるように見直ししている。さ

らに器材の標準化が出来るよう考えている。

　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，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・購入手続き・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別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。

２２２

１４．　医学部付属病院

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，技士長および係長　２�名，主任　２�名，臨床工学技士１９名からなる。一般修理業務で技士　１�名を嘱託し

ている。

　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時間態勢でオンコールを行っている。

　　　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。

２２３

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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１４．　医学部付属病院

１５）　放射線部

表１　Ｈ１６年度放射線科診療件数

件数部位検査
４６，２６２胸部

単純Ｘ線検査

２０，１７９腹部
３，９３７頭部
８，８７５脊柱
１４，５４７四肢
３，６７３骨盤
２，０１６肩鎖
９２９肋骨
４４０副鼻腔

１，７４８乳房
２７，９３７胸・腹・その他ポータブル
１，６３２手術室

０副鼻腔

断層撮影
１６１骨
６６６パノラマ骨副鼻腔
１胸部
２胆嚢
５６３心臓大血管

血管撮影
１１１脳
１８７腹部・四肢
２９１���

２，１１２消化管

透視撮影
１８７ミエログラフィー
４神経ブロック
５９９内視鏡

１，３８７その他
１，７３０尿路撮影
６４子宮卵管造影
４９骨盤計測撮影

１，２６０骨塩定量
３４，６７１��
１４，３７２���
１，９１３骨

核医学検査

４５６腫瘍
５７９脳血流
１０８５心筋
１４５心血管
３２１その他
６２脳

放射線治療外部照射

４９頭頸部
５２乳房
１８泌尿器
２７女性生殖器
８６肺
３９食道
１６骨
２３腹部
７皮膚
６造血臓器
６その他

頭頸部

腔内照射
１３子宮
２食道

その他
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表２　放射線診断装置

Ｘ線��透視撮影装置��　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　５�台

骨撮影装置��　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３�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��　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　１３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��　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４�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様に対して適切な治療が安全かつ効率的に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。

　中央手術部と外来手術部の一元化により，眼科手術の多くは外来手術室に移行され，効率的な手術スケジ

ュール管理が可能になった。そのため，手術件数増加が図れ，平成１６年度は，中央手術室，外来手術室あわ

せて７７１９件の手術が施行された。

　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，各手術室内に術野映像システムを

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，術野映像システムの機能上の問題

などにより，効果的な活用がされていない現状があり改善の必要がある。また，この手術室映像システムは

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われている。

　手術部が老朽化し，電気容量の不足や，クリーンルームがないなどの問題を有しているため，クラス１０００

のクリーンルーム，内視鏡手術専用手術室などを備えた最新式の手術室が，平成１７年　６�月にオープンする。

　また，新手術室では，カンファレンスルームが設置され，リアルタイムな術野映像や，��を使用したデ

ジタル情報などの活用により，学生，職員の教育や会議の場の充実が図られる。

　更に，病院経営の中でも，手術に関わる設備，診療材料，薬剤などのコスト比率は大きく，特に，診療材

料は，病院内の全診療材料の４０～５０％を占めるといわれている。そこで，過剰在庫や，コスト請求不備を解

消し，手術スケジュールの効率化による手術件数増加を図るために，手術情報管理システム，���システム

の導入が進められている。

　

２２６

１４．　医学部付属病院

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

合
計

小
計

精
神
科

救
急
医
学

麻
酔
科

婦
人
科

産
科

耳
鼻
咽
喉
科

眼
科

泌
尿
器
科

整
形
外
科

脳
神
経
外
科

小
児
外
科

形
成
外
科

心
臓
血
管
外
科

第
　２
�
外
科

第
　１
�
外
科

皮
膚
科

小
児
科

第
　３
�
内
科

第
　２
�
内
科

第
　１
�
内
科

６，６８２
５，２０３１０１０７１４２８９１４８２０９８６６４５３７４０２８１２８３２１２４３３３６７６９４３２１５８０６中央平成

１４
年度 １，４７９０００２００１，０１５６６５００２９６０４７１０３３０３０２外来

６，９７２
５，４６０７８８１２５２１９３２２１９４３４７２７３９３１６２７７３４５３４０３９０７５２６９１４７０７中央平成

１５
年度 １，５１２０００００１２９１３２２１００４６５０５１１４３２０１０１外来

７，７１９
５，０７２０９１１２７２２４２２９１２６９４９９６８５２６４２７５４８３３２６４０４８１１３８０１１１３７中央平成

１６
年度 ２，６４７０００００１２２，１０６５１７００４３８１４８３１６０００１外来
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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。

　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�

の施設を有し，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，心臓リハビリテー

ション施設の施設認定を受けている。人員としては，平成１７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），理学療法士１１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循環器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。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・外傷が徐々の増加が目立つ。平成１６年度の

入院患者を診療科別にみると整形外科２５％，脳神経外科１９％，第一内科１９％，第二内科１０％，高齢医学科　５�

％，第三内科　４�％，第一外科　４�％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３７％，骨

関節疾患２７％，廃用症候群（予防を含む）２０％の順である。

　リハビリテーション科が整形外科から独立した平成１３年以降の新患者数は図　１�のように５０％近くの伸びを

示している。従来より保険診療報酬の規定によって，療法士　１�名あたりが　１�日に治療できる患者数の上限が

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，療法士の増員は理学療法士　１�名，

言語聴覚士　１�名である。

　医師は主として医学部学生の卒前教育および研修医・専攻医の卒後教育を担い，一方，理学・作業療法士，

言語聴覚士は，新入職療法士に対する卒後教育，病院他部門職員のリハビリテーション教育，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１６年度の外部機関の要請によるリハビリテーショ

ン室見学が　４�名，コメディカル養成校からの要請では理学療法部門　５�名，作業療法部門　２�名，言語聴覚療法

部門　２�名の療法実習を行った。また，自治体の要請で神経難病患者の検診や介護保険事業，小児の発達検診

に協力している。

　平成１６年度の学会発表を含めた研究活動は，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

２２７

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概要

（　３ ）診療対象

（　４ ）診療実績の動向

（　５ ）医師・療法士の教育および研究活動
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などの発表・講演　５�題，論文・総説　５�編，著書　４�編，療法士が日本理学療法学会，日本熱傷学会などの発表　

８　�題，論文　１�編，著書　１�編を数えている。

　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。当院で実施することに拘ることなく，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，維持期の役

割分担を明確にする必要がある。平成１６年度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訓練

期間とその標準偏差は３３±４２日であり，平成１４年の３４日と余り変わっていない。２０日以内の短期間が５２％で

ある一方，１００日以上の長期例が５．７％もあることが起因している。従来以上に外部の回復期リハビリテーシ

ョン施設や療養施設と連携・協力していく必要がある。

　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単なる

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。

２２８

１４．　医学部付属病院

（　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（外来インアクティブ）　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。

２２９

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。

　当センター（入院）移転。

　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

２３０

１４．　医学部付属病院

（　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を実施している。

　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では，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ってきたこと，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実施されるに至った。

　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　　　　　　　　　　９３６，７３２食　　　　食止数　２４１，７６４食

　　内訳　常　食　　　　　　　３１１，２０１食

　　　　　軟　食　　　　　　　１２６，９６７食

　　　　　流動食　　　　　　　　２５，４８３食

　　　　　治療食　　　　　　　２３１，３１７食

　　ベットサイド訪問数　　　　　　３，７４５件

　　個人栄養指導件数　　　　　　　２，４０１件（入院　５１４件・外来　１，８８７件）

　　　内訳　糖尿病　　　　　　　１，２７８件　　高脂血症　　　１４１件

　　　　　　高血圧・心臓病　　　　　　　９２件　　胃腸病　　　　１４３件

　　　　　　腎臓病　　　　　　　　　　２８２件　　母子栄養　　　３２８件

　　　　　　嚥下困難食　　　　　　　　　　２件　　肝臓病　　　　　５３件

　　　　　　肥満　　　　　　　　　　　　２７件　　その他　　　　　５５件

　　集団栄養指導（糖尿病教室）　　　　　１６３件

２３１

１９）　栄養科

（　１ ）院内約束食事箋

（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。平成１７年

　３�月からオーダリング，調剤支援システムともに新システムの導入によりバージョンアップを行い，更なる

調剤過誤防止に努めている。

　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，　３� 次救急初療室と���病棟に直接出向き，定数配置している医薬品の管理，補充を行っている。そ

して医薬品の適正使用推進を目的として特定の医薬品における体内動態など測定（���）を行い，臨床（治

療）へも積極的に参加している。さらに，急性薬物中毒患者の増加に伴い，患者入室時における服薬医薬品

の解析にも協力している。

　救命救急医療チームの一員としての薬剤師としての責務はますます大きくなっていくものと考え，専門薬

剤師の育成にも取り組んでいる。

　医薬品在庫の削減と医薬品の安全管理（セーフティマネジト）の充実を図る目的で，平成１７年　３�月オーダ

リングシステム導入に伴い，全病棟の個人別注射セット業務を開始した。また，病棟医薬品に関しては定数

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」等を行っている。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，病棟

巡回業務を行うことにより「使用・保管」，「注射調製等の情報提供」ができるよう取り組んで行きたいと考

えている。

　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・製品情報概要や，厚生労働省や製

薬企業よりの安全性情報などを予め収集しておき，医薬品に対する�����に対応している。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」の発行，また，「医薬品情報室ホームペー

ジ」を作成し「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」に基づき行っていて，医薬品採用申

請に関する事前のヒアリングや，委員会資料の作成，委員会開催準備，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

２３２

１４．　医学部付属病院

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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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年より稼働のオーダリングシステム

や，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。薬剤師　８�名で１５病棟を担当し，今年

度は薬剤指導件数として３１４１件実施した。

　　外来処方箋（院外）� ３１１，１８７（枚）

　　外来処方箋（院内）� 　３９，６０９（枚）

　　入院処方箋� １８１，９２７（枚）

　　注射処方箋� 　７４，６６９（枚）

　　���処方箋� 　１８，９５２（枚）

　平成１６年度は「学校教育法・薬剤師法の一部を改正する法律」が成立し，薬学教育の　６�年制が実現した。

これは薬剤師が生涯にわたり職能向上に努めて患者主体の医療に貢献し，さらに特定領域の医療に役立つ専

門薬剤師の能力を身につけることが世間からの大きな期待となってきた。我々はそれをしっかり認識し，今

２３３

（　６ ）製剤業務

（　７ ）IVH 調製業務

（　８ ）薬剤管理指導業務

（　９ ）平成１６年度処方箋枚数

（１０）自己点検，評価
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後ますます自己研鑽および薬学生の実習教育にも力を注いでいかなければならない。今年度は薬学生２６名，

薬学院生　６�名，厚生労働省実務者研修生　１�名，部内研修生　３�名の実習，研修生を受け入れた。また，年度末

（平成１７年　３�月）より注射オーダーが開始され全病棟の注射個人別払い出しが実施され医療安全にも貢献しは

じめた。

２３４

１４．　医学部付属病院
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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動員すること，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　５�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�

２３５

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１６年度　相談活動件数

件数診療科件数診療科件数診療科
２８７皮膚６３５心臓血管外４５６２　１�内
２６３泌尿器９５９整形外１４０８　２�内
１２放射線４５１形成外１６８３　３�内
３０麻酔４１１７脳神経外２４８５高齢医学
２９４７���５２小児外１８２４小児
５９���５５５産婦人１３５４精神
２７０その他５０２眼１３６１　１�外
２６４９３計３３０耳鼻咽喉３４７　２�外

前年度比　＋６０８４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東京都医療社会事業協会ブロック世話人として活動

　　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（武蔵野大学・臨床福祉専門学校・日本福祉大学・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」を受入れ，医学部

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

２３６

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

２６４９３３５１２８０　３�１９５４４５６３１

計家族患者他機関その他職員看護師医師

１６４３２６１１３７２１４８９２３１７４８

件数区　　分件数区　　分

１４住宅問題援助６７９受診援助

１９０教育問題援助３８７入院援助

１０２０家族問題援助１６２２６退院援助

３２３日常生活援助３０７２療養上の問題援助

７５４心理・情緒的援助３３９２経済問題援助

４０９医療における人権擁護２７就労問題援助

２６４９３計２４８５０再来１６４３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。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。平成１７年　４�月からの個人情報保護法施行に伴い，院内

における個人情報保護についても，福祉的視点を生かせるよう準備委員会にて活動を行う。

　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。

２３７
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　当院に外来通院中で自宅において医療処置等を行っている患者様が，安心し適切な方法で自己管理が継続

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�．在宅療養に関する相談窓口

　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手技習得支援

　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�．医療処置の手技習得・継続への支援

　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

　２�．医療機器・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�．その他（在宅療養に関する相談など）

　　　　平成１６年度　指導人数　　　３４２人

　外来での医療処置に関する支援においては，���（創傷・オストミー・失禁）看護認定看護師，糖尿病療

法指導士，各科外来看護師，その他関係部署スタッフと協力・連携を図り対応している。

　また，病棟スタッフとの情報交換，連携を図り，退院後も入院中の状況を踏まえた継続支援が行えるよう

努めている。

　今後は，管理件数の増加が緩助である内容について，十分な介入が行えるよう努力と検討が必要である。

２３８

１４．　医学部付属病院

２２）在宅療養指導室

（　１ ）目的

（　３ ）活動内容

（　４ ）平成１６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１６年度　在宅療養指導内容と指導延べ回数

回数在宅療養指導内容回数在宅療養指導内容

　　７中心静脈栄養法１５６ストーマケアと管理

　　１瘻孔管理２０６インスリン自己注射の管理

　　１その他　　８自己血糖測定

３９６合計（回）　１７自己導尿指導
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①　当院に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　当院を退院される患者様に対し，退院後の療養環境，サポート体制の整備を行う

①　在宅療養に関する事項の相談窓口・情報提供

②　在宅療養へ向けての療養環境，サポート体制の整備・調整

③　病棟において退院指導を実施する際の，助言と支援

④　訪問看護

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　在宅療養に向けて調整を必要とする患者様が発生した際，病棟，他部署スタッフと協力し対応する（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　主治医への報告・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，療養環境の整備を行う

⑥　実施したケアの評価を行い，次の看護活動へつなげる

⑦　登録訪問看護師に対し，経験の場を提供しサポートを行う

⑧　地域の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　訪問看護利用者数：１４名　　　　　　　　　②　訪問回数：１１４回

③　病棟での調整業務：４１件　　　　　　　　　④　外来受診時支援：２１件

⑤　連絡調整業務：２２５件

　当院を退院される患者様が，安心し退院，在宅療養の継続ができるよう，訪問看護，在宅療養へ向けての

調整・相談業務に力を入れ活動した。

　訪問看護においては，当院では医療保険からのみの対応であり，地域訪問看護ステーションとの連携を図

り対応している。

　在院日数の短縮化が言われる社会情勢の中，退院後の適切なケアの保障は医療機関の責任である。今後，

退院支援・在宅ケアの充実に向け一層の努力を行っていきたい。

　また，教育的側面では本学看護専門学校，地域でのヘルパー養成講座での講義を担当するなど，人材育成

に協力させて頂いている。

２３９

２３）訪問看護室

（　１ ）目的

（　２ ）役割

（　３ ）活動内容

（　４ ）平成１６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）�

２４０

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，研修生を受け入れ，治験に関する教育にも関わっている。

２４１

（　４ ）自己点検・評価
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　地医療機関から外来診療に関する問合せ・相談・連絡の窓口として迅速・確実に対応できるよう，平成　９�

年　６�月より医事課外来の一部として活動を開始した。

　主に他医療機関から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と診療当日の受付を行

う。また，当院での治療が完了次第速やかに紹介元への診療経過報告を行い，その後については患者を元の

医療機関へ戻せるように病診連携に関する情報収集等の推進についても努める。

　なお，平成１５年１１月より医事課外来から分離し病院長直轄の部門として独立した。

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。

　他医療機関と希望担当医師及び診療枠日時など予約の調整。

　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）未報告分について各診療科への提出依頼。

②逆紹介（他医療機関への紹介）患者に関する情報管理。

③他医療機関からの質問等に対する院内各部署・担当者との連絡調整。

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，近隣医師会・医療機関への発送。

　院内あんずネット及びホームページの「臓器別外来担当医表」の修正・更新。

⑥「診療案内」の作成，医師会等を通じて医療機関への配布。

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等についての対応。

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，及び逆セカンドオピニオンの予約受付・資料準備他

⑪他医療機関から依頼された放射線検査撮影のフィルム貸出管理

　総合医療学教室（総合診療科）教授を室長とし，事務職　６�名（管理職　１�名・監督職　１�名，業務委託　３�名含

む）。�

２４２

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）

　セカンドオピニオンの取扱件数

　（平成１６年１０月よりスタート）

　地域医療連携室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

あり，患者の個人情報の取扱についても担当職員は自覚を持って日常の業務を行っている。

　最近，外来が混雑しているのに関わらず当室の予約業務が円滑に行われつつあることなどを反映して，他

医療機関から予約を直接���で受ける紹介患者の件数は昨年と比べて増加している。

　一方，予約手続きをしないで直接患者ご本人が紹介状を持参した場合でも，紹介元に対しての診療経過報

告書の記載確認・医療機関名の登録・報告書の発送を行う。

　また，診療待ち時間については混雑している診療科ほど差がある為，受診後の患者からの報告を含め，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てい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。

　紹介状に対する診療経過報告書の未報告については各診療科の担当医師に記入指導をお願いすることで未

報告者を減少させ，より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良い関係

を作ろうとしている。

２４３

平成１６年　４�月～平成１７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

４６５６９８１，５８８　４�月
４１７６８１１，４２３　５�月
５１５８２０１，６４０　６�月
５１６７７３１，５７５　７�月
４２０６３８１，３２３　８�月
４８７７４９１，４３５　９�月
４４２７１６１，４６４１０月
４８０７６１１，５２２１１月
４３８６０７１，４７４１２月
４２５６７５１，３２０　１�月
４０６６６５１，４３０　２�月
５２７８０４１，９４４　３�月
５，５３８８，５８７１８，１３８計

（　５ ）自己点検・評価

（　４ ）平成１６年度取扱件数

平成１６年１０月～平成１７年　３�月
面談実施件数申込書提出件数問合わせ件数

１２１２１０月
３５１７１１月
５５１９１２月
５３１９　１�月
０１８　２�月
３４１２　３�月
１７２０８７計



―　　―

　今のところは他医療機関からの紹介予約受付で紹介件数を増やす事を中心にしているが，外来診療枠の空

きが少なくなり担当医への予約確認の複雑化等で希望通りの予約が取りづらくなってきている。

　また病院内部から他医療機関の情報照会，他医療機関や患者からのセカンドオピニオンを含めた問合わせ

も多様化しているので対処できるよう改善（他医療機関の連携室担当者は医師・看護師・��� が中心）を

目指し，東京都連携実務者協議会に参加して得た情報を基に地域医療連携室以外で連携業務に関係している

部署との協力を模索している段階である。

　今後は自治体や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，外来診療の慢性的な混雑についての緩和対策も含めて逆紹介をスムー

ズにして回転率を上げて行くことで，地域医療サービスと収益の向上に貢献することとしたい。

２４４

１４．　医学部付属病院



―　　―

　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，及びアク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　２�名（兼任），専任リスクマネージャー　１�名，看護師　１�名，事務　４�名の　９�名で構

成されている。

　　室　長：東原　英二（泌尿器科教授，リスクマネージメント委員会委員長）

　　副室長：山田　　明（第　１�内科教授，リスクマネージメント委員会副委員長）

　　　　　　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）

　　看護師：鈴木　英子（師長）

　　事　務：山崎　昭（課長）

　　　　　　米津　哲也，広中美佐緒，今　美佳

２４５

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

�

２４６

１４．　医学部付属病院

①リスクマネージメント委員会

主　な　内　容開　催　日

・リスクマネージメント委員会の委員について
・安全レポートの報告
・ワーキンググループ活動の実施について
・輸血説明書，同意書の運用について
・放射線科（造影剤投与��・���検査）の説明書について

平成１６年　４�月　５�日（月）　１�

・輸血説明書，同意書の改訂に伴う問題について
・造影��・造影���の同意書について
・医師の診療録の血液型記載について
・１０％キシロカイン����（������）採用中止の提案

　５�月１７日（月）　２�

・注射指示　中止・変更・追加マニュアルの一部改訂について
・処方せん・注射指示せんの「×（かける）」記載中止の提案に
ついて

・院内救急体制見直し検討会議事録について
・同意書の取り扱い・説明書の管理について
・高濃度カリウム製剤の病棟管理廃止並びにプレフィールドシリ
ンジ採用の提案

　６�月１５日（火）　３�

・委員会規程細則の一部改正について
・単回使用医療器材使用指針（案）について
・転床時のアセスメント項目
・安全レポートからの検討事例
・患者等の容態急変
・急病時の対応マニュアル（案）

　７�月２０日（火）　４�

・患者等の容態急変・急病時の対応マニュアル（案）
・同意書について
・転床時のアセスメントシートの運用
・守秘義務について
・深部静脈血栓塞栓症予防ガイドライン

　８�月　３�日（火）　５�

・委員会規程細則の一部改正について
・深部静脈血栓塞栓症予防ガイドラインについて
・単回使用医療器材使用指針（案）について
・研修医の採血・点滴・注射に関する取り決め
・手術同意について

　９�月　７�日（火）　６�

・抗生剤の皮内テストについて
・ガーゼ体内遺存事故について
・面会者，外部からの問い合わせ
・職場巡回巡視項目について
・採血や注射等の実施後に，患者より「腕にしびれや皮下出血が
生じた」とのクレームがあった場合の対応について

１０月１９日（火）　７�

・大腸内視鏡実施前の案内
・抗菌薬皮内テスト原則廃止について（案）
・面会者・外部からの問い合わせ（案）
・外来手術等，侵襲の大きい医療を実施する場合の同意書運用マ
ニュアル

・��確認運動の実施
・同意書取得不可能な場合の確認書（案）
・高度救急救命センターにご入院される患者様へ（案）

１１月　８�日（月）　８�

（　４ ）活動状況・業績



―　　―

　拡大会議

　部署別安全管理者会議

２４７

主　な　内　容開　催　日　

・部署別安全管理者の基本と任務
・インシデント事例紹介
・その他連絡事項

平成１６年　５�月１７日（月）　１�

・大腸内視鏡実施前の案内
・抗菌薬皮内テスト原則廃止について（案）
・面会者・外部からの問い合わせ（案）
・外来手術等，侵襲の大きい医療を実施する場合の同意書運用マ
ニュアル

・��確認運動の実施
・同意書取得不可能な場合の確認書（案）
・高度救急救命センターにご入院される患者様へ（案）
・インシデントレポートから
・内シャントの表示の統一について（案）

１２月　７�日（火）　９�

・医療事故報告
・皮内テスト原則廃止について（案）（抗菌薬・局所麻酔薬）
・杏林大学医学部付属病院高度救命救急センターにご入院される
患者様へ（説明書）

・麻酔科管理の麻酔をお受けになる方に（説明書）
・外来患者確認方法（案）（外来患者確認方法��）
・採血，血圧測定できない四肢の表示について
・��のポスター使用の主旨について

平成１７年　１�月１８日（火）１０

・院内で発生した重大な医療事故発生後の対応（案）
・化学療法の実施手順
・外来手術（生検等の検査を含む）等，侵襲の大きい医療を実施
する場合の同意書運用マニュアル（案）

・杏林大学医学部付属高度救命救急センターに御入院される患者
様のご家族様とご親戚一同様へ

・検査，術前処置のための高圧浣腸中止について（案）
・皮内テスト原則廃止について（抗菌薬・局所麻酔薬）（案）の
各科の意見

　２�月１５日（火）１１

・入院化学療法の実施手順
・検査，術前処置のための高圧浣腸の運用について（案）
・皮内テスト原則廃止について（抗菌薬・局所麻酔薬）（案）
・体内遺残防止ガイドライン（案）
・説明書（同意書取得不可能な場合の確認書（２２―０００），杏林大
学医学部付属病院　高度救命救急センターに御入院される患者
様のご家族様とご親戚一同様へ

　３�月　１�日（火）１２

主　な　内　容開　催　日　

・リスクマネージメント委員会と部署別安全管理者の連携，部署
別安全管理者の役割

・「インシデントレポート検討会議」の提案について
・インシデントレポートの共有について
・チーム間の情報共有について
・アラーム音及び呼出音に関する調査集計結果
・部署別安全管理者からの意見・要望，他

平成１６年１０月１２日（火）
１９日（火）　１�

・病棟会議等の実施状況アンケート集計結果報告
・病棟会議の実践報告（眼科　三木医師，整形外科　小谷医師）
・「インシデントレポート検討ワークショップ」の実施について
・インシデントレポートからの改善状況報告
・「院内で発生した重大な医療事故発生後の対応（案）」の説明

平成１７年　２�月２４日（木）　２�



―　　―

　②院内感染防止委員会�

２４８

１４．　医学部付属病院

主　な　内　容開　催　日　

・平成１６年度���高病原性鳥インフルエンザに関する＜初動＞
医師対応マニュアル検討

・針刺し事故対応マニュアル検討
・食器洗浄機トライアル導入報告

平成１６年　４�月１５日（木）　１�

・針刺し事故対応マニュアル検討
・各種抗体検査・ワクチン接種などの対応確認
・採血ホルダーの運用の報告

　５�月１９日（水）　２�

・杏林大学付属病院院内感染防止委員会規程の一部改正
・針刺し事故対応マニュアル検討
・バルーンカテーテル・吸引カテーテルの新規導入検討
・���講習会実施報告
・「廃棄物の適正処理について（東京都医師会）」説明

　６�月１７日（木）　３�

・感染性廃棄物の適正処理に関するマニュアル検討
・採血ホルダー使用状況のアンケート検討
・ディスオーパの使用状況報告

　７�月１５日（木）　４�

・平成１６年度医療監視報告
・ダンボール・メディカルペールの使用状況
・遺伝子タイピング結果報告（　２�―　２�Ａ，　３� ―　５�Ｂ）
・採血ホルダー使用状況のアンケート検討結果報告

　９�月１６日（木）　５�

・廃棄物分別表（案）検討
・採血ホルダーのディスポ化検討
・カルバペネム系抗菌薬の出庫状況報告
・ディスオーパとＪヨードの出庫本数集計結果報告

１０月２１日（木）　６�

・インフルエンザ発症者の報告
・平成１６年度第　２�回院内感染防止講演会開催報告
・廃棄物の分別報告
・人工呼吸器の回路交換報告
・採血ホルダーのディスポ化による試算報告
・「���において感染症状のある子供が発生した時の対応とその
問題点について」報告

１１月１６日（火）　７�

・廃棄物の分別報告
・「���において感染症状のある子供が発生した時の対応とその
問題点について」報告

・���挿入ガイドライン
・管理ガイドライン等検討
・インフルエンザ接種状況報告

１２月１６日（木）　８�

・内視鏡の保管状況報告
・人工呼吸器の回路交換間隔の変更検討
・「気管カニューレ交換消毒時の綿球使用中止」説明

平成１７年　１�月２０日（木）　９�

・廃棄物取り扱い手引書説明
・内視鏡管理方法調査計画（案）説明
・抗����用注射薬の請求方法の変更通知
・多剤耐性緑膿菌の院内感染防止対策の取り組み報告（　２�―　２�
Ａ，　２� ―　２�Ｃ）

　２�月１７日（木）１０

・インフルエンザ発生状況報告
・当院における血液培養由来セラチア菌の遺伝子型別および各患
者情報報告

・内視鏡の取扱いの注意事項（案）検討

　３�月１７日（木）１１



―　　―

　２）平成１６年度インシデントレポート集計

　　　報告件数　３，２７６件�

２４９



―　　―

　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１６年　９�月改訂）

　　　・医療事故防止対策マニュアルポケット版（平成１６年　９�月作成）

　　　・注射による与薬手順（皮内・皮下・筋肉注射）（平成１６年　６�月１６日作成）

　　　・注射による与薬手順（静脈注射）（平成１６年　６�月１６日作成）

　　　・深部静脈血栓塞栓症予防ガイドライン（平成１６年　９�月　７�日作成）

　　　・インスリンの指示の記載マニュアル（平成１７年　３�月　１�日改訂）

　　②院内感染

　　　・重症急性呼吸器症候群（����）・高病原性鳥インフルエンザ対応マニュアル（平成１６年　５�月制定）

　　　・針刺し事故対応マニュアル（平成１６年　７�月制定）

　４）講演会・講習会等実施状況

２５０

１４．　医学部付属病院

　　①平成１６年度講演会・講習会の実施状況

参加人数テーマ名開催日研修区分担当部門
１７９０人
（含伝達
講習）

講演「肺血栓塞栓症，深部静脈血栓症を予防す
るために」（遠山先生）

４／８
平成１６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

１７２４人
（含伝達
講習）

講演「医療行為と病院・患者の法律関係」（奥野
総合法律事務所　飯田弁護士）

９／２８
平成１６年度第　２�回リスク
マネージメント講演会

〃

１８４３人
（含伝達
講習）

講習「医療事故防止対策マニュアル第　３�版につい
て」
①医療事故防止の基本，②説明と同意，③医療
事故発生時の届出・報告基準と対応の順序，④
インシデントレポートについて，⑤当院の重大事
故から学ぶこと，⑥感染防止対策（東原先生，
山田先生，星リスクマネージャー，川尻看護副
部長）

１０／２２，
２５～２７

平成１６年度リスクマネー
ジメント講習会

〃

６１人
講習「深部静脈血栓塞栓症予防ガイドラインにつ
いて」（飯島先生，細井先生，相馬看護師）

１１／２５
深部静脈血栓塞栓症予防
ガイドライン説明会

〃

２５１人

講演「病棟誤薬例について」（中里先生），「外来
誤薬例について」（松田先生），「症例から学んだ
こと～対応と業務の見直し～」（須田先生），ま
とめ（相馬先生）

７／２０講演会「化学療法と誤薬」

臨床腫瘍研究会
（リスクマネージ
メント委員会後
援）

２２４人

講演「当院における血液培養陽性症例の現状と対
策～サーベイランスの結果報告～」（佐野先生），
「当院における院内肺炎の現状と対策～サーベイ
ランスと医師のアンケート結果の報告～（武田先
生），「流行性角結膜炎の院内流行時の対応」（三
木先生）

６／９
平成１６年度第　１�回院内感
染防止講演会

院内感染防止委
員会

３５６人
講演「疥癬の院内発生とその対策」（早川先生），
「今冬流行のインフルエンザとその対策」（小林先
生）

１１�１０
平成１６年度第　２�回院内感
染防止講演会

〃

２４６人
講演「今冬のウイルス疾患の現状」（河合先生），
「ノロウイルス感染症について」（小林先生）

２／４
平成１６年度第　３�回院内感
染防止講演会

〃

１９４人
講演「院内感染対策の基礎と実際」（国立感染症
研究所感染症情報センター主任研究官　森兼先
生）

３／１７
平成１６年度第　４�回院内感
染防止講演会

〃

２２４人
講演「当院の災害対策について―その時，あな
たは？―」（山口先生）

２／２８
平成１６年度第　１�回災害対
策講演会

災害対策委員会



―　　―

　　②平成１６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

２５１

備　　考結果記録責任者場　所日　時
・おおむね整理整頓されている印象だった。
・ペールボックス内にカルテ用紙が捨ててあり，ゴミの
分別が不十分であった。手洗い後，ペールボックスに
ペーパータオルを入れていたスタッフにはその場で説
明，注意した。
・万能つぼに消毒薬を入れ使用する場合，毎日交換する
必要がある。滅菌の保証から考えると，万能つぼでな
くディスポ製品が望ましい。（昨年のラウンド時にも指
摘し検討依頼していたが，改善されていない。）

・��挿入時のマキシマムバリアプリコーションは評価
できる。剃毛の中止も病院機能評価�������の項目の一
つでもあり，徹底が望まれる。

①４．１
②１．５
③３．３
④４．４
⑤２．６

中村貴枝子　１�―　５�病棟　４�月　９�日（金）

・広いフロアーで，不特定多数の救急患者を受け入れ，
特に　１�・　２�次救急では，さまざまな診療科の医師が診
療に携わっていますが，全体的によく整理整頓され，
床などにゴミもなく清潔感あふれる環境が提供されて
います。これは，���や看護師達が充分指導されてい
る結果だと思います。しかし，感染予防対策・針刺し
事故防止対策について，���より推奨されている物品
などの使用を検討し対策の強化につなげていく必要が
あると思います。

①４．３
②３．１
③４．４
④４．１
⑤３．３

春木真由美���　１�階　５�月１４日（金）

・開棟して間もないためか，全体的に整理整頓されてい
ます。感染対策については，モデル的な役割をしなけ
ればならない病棟のため，すべてについて高得点でし
たが，当然のことであり，すべての病棟で　３�―　２�Ｃの
ように，整理，手洗い，消毒剤の使用等を実行して欲
しいと思いました。（　３�―　２�Ｃだから，特別なこと，設
備をしている訳ではなく，感染防御に当たり前のこと
をしているので，是非，他部署なども見学を行い，手
本にして欲しいと思いました。

①４．９
②５．０
③５．０
④４．９５
⑤５．０

丸山　早苗　３�―　２�Ｃ病棟　６�月１１日（金）

・病棟の構造上の問題が大きいと考えるがステーション
内や処置台の整理整頓が不十分である。さらに廊下に
物が置いてあり病棟全体的に整理整頓が必要である。
また職員の手洗い状態が徹底されておらず病室への出
入りの際に手指消毒する人が少ないようであった。手
指消毒剤のボトルに日付が記載されていたが，　４� 月の
開封のものがあり使用頻度が少ないことが解る。
・針刺し事故防止として，採血や静脈ライン確保の際グ
ローブを装着している医師がおらず，さらに��挿入
時のマキシマムバリアプレコーションができていない
状態であるが，今後病院としての方針を決めて指導す
る必要があると思われる。

①３．５
②３．４
③５．０
④４．９
⑤３．３

渡辺　淑子　２�―　３�Ａ病棟　７�月　９�日（金）

病棟内・ナースステーション内全体的に整理整頓されて
おり清潔感がある。しかし，個別に見てみると，汚物室
に不要と思われる物（カビの生えたバケツ）や動線から
考えると必要なゴミ箱やゴージョーなどの手指消毒剤が
汚物室内になかった。また，構造上の問題として以前か
ら指摘されている汚染リネンが廊下のワゴンの中にある
ことに関しては，今後現在　２�―　３�Ｃの跡地に移動して，
問題解決していく予定とのことでしたので，効果的に取
り組めるよう期待する。師長・���が力を注いでいる様
子がうかがえるので，引き続き���と協力し活動してい
ただきたい。

①４．３
②４．３
③５．０
④４．５
⑤４．２

春木真由美　２�―　３�Ｂ病棟　８�月２６日（木）

ポータブルトイレの置き場が無く手洗い場に片付けられ
ていたり，浴室の段差解消のすのこにカビがあったりと
気になる点はあるが，���を中心に熱心に感染防止活動
に取り組まれていた。病室入口のゴージョーの使用開始
日も全て記入されており，廊下に物が無く整理整頓され
ていた。

①４．３
②３．８
③５．０
④４．７
⑤４．０

坂口真紀子　２�―　２�Ｃ病棟　９�月１０日（金）



―　　―

　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

　　　・日本看護協会　リスクマネージャー養成研修（平成１６年　６�月　７�日～１１日　　１�名参加）

　　　・医療安全管理体制推進セミナー（平成１６年　９�月１４日　　１�名参加）

　　　・日本医療機能評価機構　医療安全支援センター医療機関向け報告会（平成１６年　９�月１８日　　１�名参加）

　　　・���　医療の���実証プロジェクトセミナー（平成１６年　９�月２１日　　１�名参加）

　　　・東京都　医療安全管理推進事業研修会（平成１６年１０月１４日　　２�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１６年１１月２５日　　２�名参加）

　　　・日本医療機能評価機構　認定病院の集い（平成１６年１２月　３�日　　１�名参加）

　　　・全国公私病院連盟　医療事故防止対策セミナー（平成１６年１２月１０日　　１�名参加）

　　　・���　個人情報保護法対策セミナー（平成１７年　１�月２８日　　１�名参加）

　　　・私立医科大学協会　個人情報の適切な取り扱いのためのガイドラインの説明会（平成１７年　２�月１０日　

２５２

１４．　医学部付属病院

備　　考結果記録責任者場　所日　時
・構造上仕方がないのですが，ウェルパスが廊下に置い
てあり幅が狭くなっていました。
・針捨���の中にはリキャップされた針があり，翼状
針も安全装置無のものでした。
・包交車は整頓されていて清潔感がありましたが，開封
日の記載の無い消毒薬がありました。
・��挿入時のマキシマムバリアプレコーションを実施
し，また浴槽はカビが無く大変清掃が行き届いている
点は他の病棟の手本になるといえます。

①４．３
②４．３
③４．８
④４．５
⑤４．６

渡辺　淑子　２�―　３�Ｃ病棟１０月　８�日（金）

・病室前の手指消毒剤や包交車の消毒剤の開封日の記載
の徹底。
・手洗い，手指消毒が巡視時全く施行されていない。ま
た不十分。
・アルコール綿ワンショットプラスから単包へ
・包交車に手指消毒剤がのっていない。処置の介助につ
いた時，終了後に包交車に触れる前に手指の消毒や手
洗いはいつ・どこでするのか，行動レベルに落として
検討し，対策を立てること。

①４．２
②４．３
③４．３
④３．７
⑤３．６

春木真由美　３�―　３�Ｂ病棟１１月１２日（金）

・滅菌器材のベットバンウオッシャー使用前のディスオ
ーパ浸漬消毒は必要ありません。

①４．３
②２．８
③５．０
④３．９
⑤３．７

中村貴枝子���　２�階１２月１０日（金）

・流しにタオルがかけてありました。手洗い後の手拭に
は使用せず，器材洗浄後の拭き取りで使用していると
の事でしたが，タオルを　１�日使いまわすのではなく，
毎回使用後洗濯するよう検討いただきたい。
・　４�階処置エリア内の汚物槽周囲に，防護用のビニール
エプロンの設置がなかった。
・汚染槽の間近にカーテンがあり，廃棄時などに飛び散
りカーテンが汚染しやすいため，こまめに交換する必
要がある。

①４．３
②４．５
③４．０
④５．０
⑤４．４

中村貴枝子外来棟　４�階　１�月１４日（金）

・一般病棟とは違い，巡視チェック項目にやや難点があ
りましたが，改善点としては安全装置付きの針が無い
こと，特に外来手術室では使用頻度が低いためか，そ
のような院内の情報に対しての反応が鈍くなりがちな
ので注意が必要だと思います。

①４．３
②３．８
③３．６
④４．７
⑤４．７

丸山　早苗外来手術室　２�月　４�日（金）

・使用寝具，衣類が使用直後に分別され，沐浴槽も清潔
であり清掃・片付けもできていました。
・オゾン水手洗い装置について撤去も検討し，継続の場
合は早急にメンテナンスする必要があります。
・衛生学的手洗いの徹底に速乾性手指消毒剤の活用が必
要と考えられます。

①４．８
②３．８
③５．０
④４．１
⑤４．１

中村貴枝子����　３�月２３日（水）



―　　―

　２�名参加）

　　・東京都　東京����講習（平成１７年　２�月２１，２２日　　１�名参加）

　　・厚生労働省　災害医療に関する講習会（平成１７年　２�月２３、２４日　　１�名参加）

　　・医療機関向け個人情報保護法に関するセキュリティーセミナー（平成１７年　３�月　３�日　　１�名参加）

　　・東京都　病院管理講習会（平成１７年　３�月１８日　　１�名参加）

　　・日本医師会　医療安全推進者講座（平成１６年　２�月１５日～平成１７年　１�月３１日　　１�名参加）

　②院外会議

　　・東京都　エイズ診療協力病院運営協議会（平成１６年　５�月１２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１１月２６日　　１�名参加）

　　・日本医療機能評価機構　認定病院患者安全推進協議会（平成１６年１２月　９�日　　１�名参加）

　　・日本医療機能評価機構　認定病院患者安全推進協議会（平成１７年　３�月　３�日　　１�名参加）

　　・東京都　病院患者相談窓口担当者会議（平成１７年　３�月２４日　　２�名参加）

　６）学会発表、院外委員

　　①学会発表

　　　日本手術医学会　総会演題「本学付属病院における周術期肺塞栓症の予防対策」（星　恵理子　平成１６

年１１月１１日）

　　②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）

２５３


