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【基本理念】

私たらは､医の倫理に高い視点をおいて高度急性期医療に携わる誇りと責任をもら､患者､

家族との相互理解を深めて県民に信頼される某凱刀であたたかい病院をめざしますo

一　目　次　-

【行動指針】

1私たらは､十分な説明をおこなLL良質で安全安心な医療をめざします0

2　私たらは､医学､医療の研鏡に励み､本県医療水準の向上につとめます｡

3　私たらは､県内医療機関との機能分担･連携のもと､高度医療と救急医

療を提供します0

4　私たちは､本県医療の確保のため､地1珊閲への診療支援に努めま

す｡

5　私たちは､甚大な被害を及i蔀㌻災害にも対応できる医療体制を整えます｡

6　私たちは､臨床研修体制を充実させ､国民の期待する医師の責成にっと

めます｡

7　私たらは､健全経営につとめ､効率的な病院運営をめざします｡

※　広報誌｢ふれあい｣は1,700部を作成し､県民､連携医擁機関､行政機｢那;-Alこ岩手県立中央病院のr■摘iをお凧ナしています｡

-1一

2

　

3

　

4

　

5

　

6

　

7

　

8

鰍
鵬
肺
臓
粧
榔
…

臓
蓋
し
組｢】

年

　

　

　

　

　

歩

な

編

一

は

･

脚
㈱
鵬
㈱
…
軌
捌



)-　-i- ｢L｢-='tLl LTICt　ーrtPJ EL-　一　一l

震災から1年

副院長　　武内健一

『冥土-の土産ばなしにしてもひどすぎるなあ』私の親父の第一声であ

った｡ 80歳をとっくに過ぎ遅かれ早かれいずれ鬼籍に入る親父だが感性だ

けは衰えを知らない｡日頃川柳に没頭し､俳句や川柳は感性の問題だと言

う｡私にとっては頭が痛い｡なけなしの感性で振り返ってみた｡

It-I I

どんなに考えても､報道を見ても､粋を深めようが､傍らに寄り添おうが支え合おうが同じ土俵に上が

れる自信は全くなかったoだから､ 3月11日以降テレビで宮古湾の津波の第-波を見､医療支援等で宮

古､山田､高田を訪問した後はマスコミ物や雑誌の類は-切目にしてはいない｡記憶の中だけにそーっと

しまっておこうと思うoつらくて､悔しくてたまらない.

その後､駆け込み乗車ではないが､学会等で堰を切ったように震災関連の緊急シンポジウムが開かれた｡

私が天邪鬼なのかな?気乗りがしなかったが仕方なく演者や座長を引き受けた｡どれだけの人が感性を持

って聞いてくれたか､残念ながら当事者以外はせいぜい遠いお国のつらい物語､で終わっているのではな

いか､そんな印象さえ受けた｡

私にできることは何か?答えを出せずズルズルと1年が過ぎた｡そんな時ある事が解決の糸口になっ

たo丸1年が経った3月11日､歌手の松山千春が鎮魂コンサートを開いた｡その中で彼はこんな風に言

ったo 『いずれ､誰でも死ぬんだから､せめて向こうに行った時にいい報告ができるようにやろうじゃな

いか』スーツと肩の力が抜けて行くのが分った｡こいつ､なかなかの感性じゃないか!もう一つは河村名

古屋市長の談話の新聞記事だ｡ 『もしかしたら､頑張れ!とは被災しなかった我々に向けられたェ-ルじ

ゃないの?』私の中の何かが吹っ切れた｡

さて､たくさんの問題点が出てきたo後藤新平の再来を望む術はないが､誰も何もやってはくれなかっ

たではなく､可能な範囲で何ができるのかを考え､冥土でいい報告ができるように責任のなすり合いだけ

はすまいと思う｡

叶うことなら時計の針を平成23年3月11日14時25分に戻して欲しい｡震災翌朝の､何事も無かっ

たかのように実に穏やかだったあの海が憎い｡
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心から感謝申し上げます

いよいよ23年間勤めさせていただいた中央病院を退職します｡

恥ずかしながら本人には辞めるという思いがなく､今はそのことを
一生懸命に自分に言い聞かせています｡

3月11日を前にテレビでは繰り返し1年前の映像が流れ､そして

11日当日には各地で追悼式典が行われて､その模様が伝えられていま

した｡あの日がなかったらとの思いがどうしてもよぎってしま

います｡ほんとうに悲しく､あらためて心からの哀悼の意を表した

～　　　　　　　　　　Jk 1

院長　佐々木　崇

いと思います｡そして今後なお長く続く復興に向けての歩みに､陰になり日向になりながらも共に

歩み続け､志半ばで亡くなられた方々の思いのいくぱくかでも共に背負いながら､いい世界が実現

できるよう願いたいと思います｡

6年間､院長をさせていただきました｡多くの方々と共に歩むことができたことをほんとうにう

れしく心から感謝しています｡

いつの時代も病院は留まることなく変化しています｡この6年間も書ききれない程､ほんとうに

多くのことがありました｡病院機能評価受審に始まり卒後臨床研修評価､救急機能評価とその認定
を受け､ 4年間わたる改修/改築/増築や電子カルテ導入とその準備のために､皆さんにほんとう

にご苦労をいただきました｡

改修/改築/増築が終了したのは1年ほど前ですが､既にもう少しの広さがほしいと思われるく

らいに病院に求められる機能が広がっています｡今回は救急室､手術室､ I CU ･ HCU ･ ER柄

棟､ Ⅹ線検査室､ PET-CT室､ライナック室､外来がん化学療法室など､ 2 5年前の新築移転

当時には考えられなかったような高度急性期医療に対応できる機能を改修に盛り込みましたが､昨

今の医療-のニーズの高まりは､重症患者さんの集中化もあって､さらなる充実が求められていま
十:

一方では､高齢化の進む社会情勢の中で､重症化しやすい高齢者の増加は高度医療を必要とする

患者さんを増やすことになり､この集中にさらに拍車をかけます｡このため亜急性期や回復期など

を診る病院との役割分担が進み､在宅医療を含めて地域全体で患者さんの治療するいわゆる"地域

完結型医療"として地域全体での医療連携が欠かせなくなっています｡地域連携パスはすべての診

療科､疾患で必要になります｡

このことは同時に､患者さんの側からすると大きな不安を増幅することにもなりかねません｡た

い-んな治療を受け､回復の見込みが立った途端に､慣れ親しんだ病院から違う環境に転院するこ

とは､患者さんの不安､ご家族の不安はいくばかりでしょう｡病院間連携､医療介護の連携など違

う施設であってなお患者さんの不安を解消しながら一体的にケアするシステムづくりは､今後の中

央病院が医療を進める上での生命線です｡地域医療連携室の充実を願って人員等の配置を進めてい

ますが､なによりも病院スタッフ各々がその重要性をしっかり認識し行動していっていただきたい

と思います｡

最後までいろいろ書くことになりましたが､今後の中央病院が患者さんにとってますます優しい
いい病院に育っていくことを願って感謝の言葉とさせていただきます｡
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統括副院長　田巻　健治

私が中央病院に赴任したのは昭和56年5月ですo下ノ橋の旧病院でしたo

循環器科は金矢光紀先生が科長で3人体制､心臓血管外科は小山田恵先生が

科長で4人体制でしたo当時この2つの科は犬猿の中で､お互いに無能呼ば

わりしていました｡あるとき放射線科の廊下で心臓外科の石川先生と口論に

なり､お互いに激しく罵り合って大勢の人だかりができ､駆けつけた先生方

に引き離させたことがありました｡原因は石川先生の知人の患者を私が東京

女子医大に送ったことでした｡当時､狭心症に対するバイパス手術は梨明期

で､東北大学を始め殆どの病院の成績は散々でした｡当然のこととして私は

手術患者を女子医大に送っていましたoそこで私も反省をして､女子医大の遠藤教授にお願いして

当院に来てバイパス手術をしてもらう段取りをつけました｡この話を小山田先生に持っていったと

ころ激怒して､ ｢術後管理は一切しないがそれでも良かったら連れて来い｣と言われて頓挫しまし

た｡今思えば､患者のためとは言え大人気ない無鉄砲な行為であったと汗顔の至りです｡

病院幹部からは､ ｢非常識だ｣と言われ､看護師からは｢右の耳から聞いて左の耳から出て行く｣

と言われ､それでも気にかけずにマイペースで仕事をしてきました｡本当に沢山の方にご迷惑をお

かけしたと思います｡この場をお借りしてお詫びとお礼をさせていただきます｡

4月からは3年間の定年延長制度を利用して理事として宮古病院に勤務します｡医師不足の沿岸

部の県立病院に医師確保の新しいルートを開きたいと考えています｡同じ県立病院であり､電話な

どでいろいろご相談することもあると思いますoその節はよろしくお願いいたします｡

退職にあたり､皆さまに感謝! 看護部長　菅原　秀子

3年前､看護部長として赴任しました｡ 6年ぶりの中央病院は外から感

じていた変化とは全く様相を異にしており､高度急性期病院として変貌

し､業務展開を加速させておりました｡私はここで何が出来るのだろうか､

と身の引き締まる思いがしたのを昨日のことのように思い出されます｡当

院で新人看護職員としてスタートを切り､職種を越えて多くの皆さまに育

てて頂きました｡それはその後の看護人生に自信と勇気を与えてくれまし

た｡その実家同然の病院にどのような形で恩返しが出来るのか､振り返り

ますと､働く職場環境整備と提供する看護の質保証に奔走した3年間でした｡配当数の増員､夜勤

体制の強化､患者受け持ち制の充実等々､今だ道半ばの感はありますが､看護部次長達に支えられ

ながら､私らしく時間を紡いで来れたと思っております｡ 7対1入院基本料算定維持については､

看護職員一人ひとりの協力なしには実現出来ないことでした｡そして看護師長達の頑張りにも感謝

です｡

昨年の3. 1 1東日本大震災はつらく悲しい出来事でしたが､県立病院間の連携と底力を実感し

ました｡県立病院は､そして中央病院はどこに向かっていくのか!地域住民･県民の期待は大きく､

その役割は益々拡大していくだろうと思っております｡皆さまには健康で､そして県立病院職員と

しての誇りと自信を持ち続けて頂きたいと思っております｡

若かりし頃に共に汗した仲間達と再会し､その笑顔に元気を頂きながら3 9年間の県立病院職員

に終止符を打とうとしておりますo本当に皆さまに守って頂いての3 9年間でした｡有難うござい

ました0
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事務局長　中野　睦夫

平成11年2月中央病院は岩手県内の病院ではじめて病院機能評価の認定を受けた｡

平成10年1月の什･終始式の院長の訓示は､年末年始ig]Ftjjにおこった病院の放火耕作の話で

はじまり､次いで､今年は柄院機能評価を受審するとrlrj二言された｡平成9年度は日本医療機

能,榊耐対岸が病院権能評価の運用調査を終え有料サービスを始めた年であり､半年間様子を見

てのiF明けの受審表明だったように思う｡院長から､すぐにでも受審するように言われたが､

約10カ月後に訪問審査を受けるよう日程を調整した｡

平成19年はじめ､他の病院で自己体験2度臼の病院機能評価を受けた｡諸況&Lの解決の繰

り返しで､看護師が医師に意見を述べることができるように変化したのだとF糾､た｡

赴任前には準備万端で受審するだけだと聞いていたが､それでも最後の仕上げに相当の期間を要

その病院では､ 6分野にそれぞれにリーダーを(717:き(院長自ら一つのグループのリーダーとなり)機能評価の尺度を借りた

改善をしながら､全体バランスをとっていったが､主御前の終盤になっても遅れの挽回が難しいグループがあった｡そこは､ク

ループの形を保ちつつ挺入れをしてしのいだ｡弱い[.'i;分の底上げをした｡

受審を決意し準備を損ねて認定を得る道のりは､企業再生を描いた物語の筋.暮‡きに似ているCがんばれとJ王.Aをかけただけで

は料ま成就しない｡

病院機能評価が始まった平成9年.平成10年頃の受番は｢強敵｣ -の挑戦だったoその後10年余りを経過し､病院機能

評価を受審することは施設の機能や規模にかかわらず特別のことではなくなったが､ ｢当たり前｣の水準が上がり､到達点は

ずいぶんた:l-くなった｡これは､嫡院環境の諸々の変化を映している｡

中央病院は､まもなく4度目の病院機能評価受番を迎える｡中央病院の益々の発展を願っています｡

診療放射線技師生活38年を振り返って　　　　診療放射線技師長　武蔵　安徳

私が医療局に採用され､中央病院に配属されたのは38年前の昭和49年の4月

でした｡当時の中央病院は上橋のたもと､中津川河畔にあり､病院の前はでこぼこ

道で歩道はなく何本かの杉の木がありましたo大気の良い目の昼時間には河原でキ

ャッチボールをしたり鮎釣りをする人が見え､今でも残っている大きなイチョウの

木を見るたびに､四季折々の季節感が感じられ当時が懐かしく思い出されます｡

当時の放射線部門は放射線技師15名で一般鮫影装置､心血管連続撮影装置､リ

ニアック･ベータトロンの放射線治療装置など高度医療機器装置が整備されていま

した｡また､事務部門には地域医療部の前身､調査課があり､県内の市町村を対象

に円集団検診業務を行っており､寒い日の検査は早朝から透視検査を始めるために

検診車が温まらず､受診者に寒い思いをさせてしまいました｡

昭和54年に全身用CTが導入(1枚観影するのに2 0秒掛かりました)また､昭和57年にはDSA装置の

プロトタイプ(治験)が設許され中央病院のデジタル時代の幕開けとなりました｡当時はDSAと言っても画

像データはアナログでビデオテープに記録･保存するシステムでした｡その後､画像2枚分だけデジタル保存
できるメモリー基板が開発され(基板が1枚､百数十万円しました)まもなく32枚の画像がデジタルデータ

で保存可能となり､ ｢DSA-03A｣の商品名で販売されました｡血管撮影検査の変革の一歩が始まり､現在に至っ

ています｡

昭和63年(新築移転)にはMR I, FCR20 1が設置され､ ｢ダイナミックレンジ圧縮技術｣ ｢エネルギー･

サブトラクション処理｣による新たな画像診断技術-の応用など一般敵影分野もデジタル化に進み､大きく様変

わりしたといっても過言ではありません｡

また､佐々木康夫先生を中心にシカゴ大学と共同で経時差分処理技術について研究･開発を行い､世界で始め

て臨床に応用し､注目を浴びています｡

今まで色々な人と出会い､教えられ共に勉強し､苦しい時もありましたがこうしてひとつひとつ振り返ってみ

れば3 8年もあっという間でした｡

皆様といっしょに仕事が出来たことに感謝しています｡

有難うございました｡
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新しい第一歩　-2月22日の災害訓練について一　災害医療部長　野崎　英二

表をご覧ください. 3.11東日本大だ災を経験するまでの当院での災害訓練の実績ですD

偶然にも東日本大意災前月のH23.2.8に大規模地震を想定し197人が参加した訓練を行っていましたD

現実は甘くはありませんでしたが､災害訓練は本部立ち上げやトリアージ･診療エリアの立ち上げ､そ
の他部門ごとの動きの初動には寄与しました｡

そこで､今回は新しい挑戦を行いました｡今までの訓練では行ってこなかった設定です｡人員が限定

されている夜間21時の発災(局地災害　多重衝突事故､傷病者18人)｡当直者13人が仮の本部を立ち

上げ､職員の参集を待ちながら活動を開始しました｡本来いるべき人がいない状況での活動で､災害で

重要な応用力が試されました｡最終的には142人(医局33人､看護部30人､薬剤部5人､放射線部7

人､検査部13人､事務部門36人､その他18人)が参加しました｡部門ごとの連絡システムをどうす

るか｡人員が不足したエリアをどう臨機応変にカバーするか｡ひとりひとりが状況の変化に応じて複数

部門を担当する必要性｡人員が多い日中では考慮されなかった若を重な反省が出されました｡新しい第一

歩だと感じました｡

規模別災害モードに基づく院内災害訓練

モード ��

汀5-1回 買�偵b�#��B ��

H19_12.13 �"� 

耶3凹 買#���#2�ち ��

苅4回 買#�ﾃ2ﾃB�B.C ��

苅5回 買#�縉��C.D ��

Tr,L/ 買#"���#��D ��

第7ld 買#%���B�D ��

茄8l‖】 買#2�"繧�D ��

院内災害訓練参加人数
その他 白�

I:111rq ��B�14 ��b�20 ���ll �2� 塔2�

6 ����26 �32� 免ﾂ� ��104 

7 �3��34 鼎��5 ��"� ��1.14 

荊Ll円 湯�26 鼎R�28 迭�ll �� ��3��

苅5【.,J 唐�39 鉄��34 ��r�12 途� 綿.v"�

nA6rロー 湯�37 偵�"�37 ����16 ��10 ��sb�

8 �3��42 �3R�18 ��b� �3��188 

9 �3��45 �3"�17 ����7 �3��197 
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腎臓のおはなし 腎臓内科長　相馬　淳

｢ためになる慢性腎臓のおはなし-慢性腎不全にならないために-｣

腎臓には大きく分けて3つの働きがあります｡ 1.尿を作り老廃物を体の外に捨てる､ 2　体の中の電解質

(Na, K, Cl, Ca, Pなど)のバランスをとる､ 3.ホルモンを作る(血圧に関係するレニン､造血に関係するエリスロ

ポイエテン)､の3つです｡今回は1.を中心に述べます｡

腎臓は毛細血管が球状にゲルグル巻きになった糸球体という装置によって血液を漉過しています｡大きさは

直径0.2 mmくらいで片方の腎臓に100万個あります｡この糸球体が1日に漉過する量はドラム缶1つにもなり

ます｡腎臓は働き者で､もし腎臓病になってこの糸球体が何個か潰れたとしても､他の糸球体が代償性に肥大

し潰れた分も働いてくれます｡そのため､たとえば半分の糸球体が潰れたとしても､血液検査では腎機能は正

常という結果が出ます｡当然自覚症状はないのですが､働き者腎臓にも限界がありもうこれ以上頑張れないと

いう状態になってはじめて体の不調(高血圧悪化､むくみ､食欲低下など)が出現しますが､こうなった時点では

すでに進行した腎不全となっています｡症状がない時期に適切な治療を行う必要があります｡

透析が必要となる2大要因は､糖尿病性腎症と慢性腎炎です｡糖尿病性腎症は近年急激に増加してきていま

す｡発症から10年ないし15年たつと尿蛋白が出始めますが､その後何年かすると尿蛋白が急に増加し体がむ

くんできます｡この状態の後はあっという間に透析になってしまいます｡糖尿病性腎症の進行を止めることは一

般的にはできないと考えられてきましたが､尿蛋白が微量にとどまっている時期(微量アルブミン尿期といいま

す)に､血糖(HbAIcく6 6%)､血圧(く130/85 mmHg)､脂質の厳格なコントロールがされると一度出現した微量ア

ルブミン尿は消失し､腎症は進行しないことがわかってきました｡

その他腎臓にとって

悪い影響を及ぼすことを避ける
一腎臓にとって危険なこと一

喫煙(受動喫煙も)

脱水(水分不足)
-年をとると喉が渇きにくくなる

-1日尿が1 5L以上でるように水をとる

莱
一錠油剤

一造影剤(検査)

一抗生剤(iを淫らす必要のある薬多い)
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◇　医師の異動情報　◇

○　退　職

○　転　出

シニアレジテント

岩手県立中央病院健康講座のご案内(入場無料.事前申込不要) 

ためになる貧血のお鵬し 

【■日時】5月20日(日)14時～16時30分(受付は､13時30分～) 

【会場】プラザおでつて3階おでつてホール 

【演題】 
1.血始って何をしているんだろう? 

血液内科長和野雅治 
2.鉄欠乏性f音血の原L司と治療のおはなし 

血液内科挺師近藤愛+ 
3.fを血を食:_.ltで予防.改著しましょう 

管理栄養士赤滞直子 

痕~医]後l■

いつのFF'iJにか- ,iFがあっというrF'日に過ぎ去る年齢になって

しまいました｡早く忘れてしまいたい年,どうしても忘れら

れない牛､心にしっかりと刻むべき年､転機になった大部な

叩､大1拝な人と巡り会えた坪､大･きしな人と分かれなければな

らなかった年､人それぞれの中であったと思います｡

if=一度末を迎え､お地溝になった人､共に切櫨琢l無しあった

人､自分を鍛えてくれた若い人たちとも分かれなければなら

ない時期となりました｡当院からも院庄はじめ､戸棚拓ii, Ti

澱那1<､放射線技師長など)的三を迎えた方々､ 2年hHJの初/fg]

研修を終え未来-旅立っていく♯い医師連と多くの移動が

あります｡今までお帖講になった人たちに心より感崩rLJLると

ll,.･にまた､新たな出会いを期待して新年度を迎えたいという

思いです｡来年度もよろしくお怖い申し上げます｡

r,SJl.あい｣はホームペ-ジでもL_mいただけます｡

中央病院広報委員会

◆委員li IJJ rlr:】　理

望　月　火　　　小笠r,tR　秀　俊

山　本　順　子　　宇　己■.'[;健　治

〒020-0066　岩手Lr.1<盛rLfJ]-r打上F11 1 -4- 1

l国岩手県立中央病院･.a.I.㍍1(A-読-11言1` 'F'a{ilら二品一25三8 H
httr) //lmrr PrCf luate ｣r),/､hp9001/lr)hs/chuohp/
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藤　日収子　佐々木　美　奈
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摺　沖　司　　小笠睨　Fl;F T工

平　浩　之　　吉　田　奈和l子
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