
毘拓軽i)Ju貢鴎芸;;/;ぷ左記碇3 1.,凝讃

岩手県立中央病院

参/ ふれあ

E　~　- ｢　　J F r C一　　丁1E

しヽ

中央病院故地内に咲くつつじ(平成26年4月8日似三)

【基本理念】

高度急性期医療を推進する県民に信頼される親切であたたかい病院

2014年度始桝こあたって
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沼宮内地峡診療センターの紹介

左手と足の/川旨

感一射! H

初期研修を終えて
'F if子カルテ委員会について

石.I.断f]門外来開.没のおしらせ
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【行動指針】

1　良質な医療の提供

2　優れた医療人の育成

3　地域医療機関への診療支援

4　救急医療の充実

5　災害医療の体別整備

6　臨床研修体制の充実
施設係長多田誠一　　8　　7　健全で効率的な病院経営

8

※　広軌浩｢ふれあい｣は1,700部を作成し､少.);民､連仇恒桁機IiEJ､行政楓iEj等に岩手Ll.7:立中央柄院の･rr.潮をお届けしています｡
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2014年度始めにあたって

2014年4月､年度はじめにあた

り､一言ごあいさつ申し上げます｡

甚大な被害をもたらした東日本

大定言災津波から3年が経過しまし

た｡被災され､仮設住宅での暮ら

しを余儀なくされている方々の一

日も早い復興を心よりお祈りいた

します｡

アベノミクスの推進により､株

価上昇､円安傾向になり､中央で

は経済政策は順調に進んでいるか

のようですが､地方ではまだまだ

厳しい状況が続き､医療･介護･

福祉･年金等政治から目が離せま

せん｡平成24年8月に. ｢社会保

障の安定財源の確保等を図る税制

の抜本的な改革を行うための消費

税等の一部を改正する等の法律

案｣が可決され､この4月から消

費税が8%-と増税となりました｡

さらに､平成27年10月に10%-

と引き上げられる予定です｡消費

税は､高い財源調達力を持つ､税

収が経済の動向に左右されにくく

安定している､勤労世代など､特

定の人-の負担が集中しないなど

の理由から､社会保障の安定貝楠

にふさわしいと考えられ､今凶の

消費税率の引き上げが行われるこ

とになりましたo一方､医療では

控除対象外消費税として扱われ､

医療機関の消費税負担は益々増え

ることになります｡

皆さんは健康保険証を提示して､

医療機関を受診した際に､支払う

費用に消費税はかかっていると思

いますか?処方葺をもらって､薬

局でお薬を受け取るときに支払う

費用には､消費税が含まれている

と思いますか?社会保険診療は非

課税なので､患者さんからは消費

税をいただいていませんoしかし､

診療を行うための設備や医薬品な

どの仕入れには､当然消費税はか

かり医療機関は支払っています｡

消費税は病床規模が大きい病院ほ

ど負担割合が高くなり､当院は年

間約3億5千万円の消費税を支払

っていますが､患者さんからはい

ただいていない状況です｡控除対

象外消費税に対して､過去におい

ては診療報酬に上乗せされ､解決

済みとされてきましたが､この4

月の診療報酬改定は実質マイナス

1.26%となり､消費税増税分はす

べて医療機関が負担する構図とな

っています｡しかしこれまで当院

は医療の質と経営の質の双方を高

めるべく取り組んできましたo最

新の医療を提供するためには､高

度な医療機械の購入､設備投資は

欠かせません0本年は最新鋭の放

射線治療線形加速器(リニアック)

を更新します｡良質な医療を提供

できるよう､本年も取り組んでい

く所存です｡

平成24年4月､私は当院病院長

となり､ 2年間病院運営の舵取り

を行ってきました｡ ｢改革｣と｢再
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院長　望月　泉

生｣というキーワードを常に脳裏

に浮かべながらことにあたってき

たっもりです｡岩手県立病院のセ

ンター病院として､がん診療連携

拠点病院､地域医療支援病院とし

てさらに質が高くかつ安心､安全

な医療の提供をめざし､いかなる

困難があろうとも職員が一体とな

ってチーム医療を推進し､改革､

再生をキーワードに医療の質の向

上を追求して行ければと願ってい

ます｡

今年やりたいこと､やらなけれ

ばいけないことは､院内ハード面､

ソフト面の整備ですo築27年を経

過して､外来をはじめあらゆるス

ペースが手狭になりました｡職員

皆で知恵を出し合って､より良い

病院となれるよう考えていきたい

と思います｡また､患者さんに快

適な療養環境を提供できるよう､

トイレなどのアメニティ整備が急

がれます｡同時に職員が働きやす

い環境整備も必須で､この病院に

勤務してよかった､楽しめたと思

える病院にしていかなければと決

意を新たにしております｡

以上､年度はじめのごあいさつ

とさせていただきます｡



紫波地域診療センターの四季折々

h ,ご･'Le F｢く二fo=turc-TI Cent｢'11日コSPlt<lI

紫波地域診療センター長　小野　滞

私が赴任した平成1 8年4月に岩手県立中央病院附属紫波地域診療センターに県立紫波

病院が名称を変え､ 1 9床の有床で新奴開院しました｡隣接するにいやま荘の鵡齢の患者さ

んが､熱莞したり食事が摂れなくなったり､また胃療作成のためとかそれなりに',f7TJj要は有り

ましたが､翌年には突然に無床化となり､職員も減少しました｡町の心音さんからも､入院
ベッドの再開を求める声もありましたが､空き病味の利用の考えとして病後児保育を医師会

とNPO法人と当センターの3着が協力して行いましたが､利用者が少なかったことにより､

2年間で終了となりました｡現状は内科と外科､整形外科そして特殊外来として肝臓外来､

糖尿病外来､呼喫器外束で心者さんの｡綿を行っておりますっ
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kAにかけては玄関前の鹿追に朱色のルコウソク､空色の-プリンブルー､赤のスカーレット海､夕の西洋朝顔が咲き

ますoそして寅の畑に終トマトがたわわに実り､キュウリやスイカそしてブラックペソ-も案を鞄,恕者さんと職
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きます｡冬にな

も黄色の肇が房

自然に恵まれた

岩手県立中央病院附属沼宮内診療センター長新任のごあいさつ
沼宮内地域診療センター長(兼中央病院副院長兼総合診療科長)川村　実

4月より診療部長から沼宮内診療センター(センター)長を拝命しました｡センターには

2011年10月から月に2回の割合で高血圧･糖尿病専門外来に出向していましたが､転週

の月曜日と木曜日となりましたので､今まで以上に町民の方々の健康管理のお手伝いがで

きることを楽しみにしています｡私は長年､高血王･糖尿病での運助や食生活である生活

習慣の改善効果について興味をもって仕事を続けています｡高血圧･糖尿病の治療の基本

は運動や食生活の改善であり､これを怠るとどんなに優れた薬を内服しても薬の効果は減

弱ないし消失します.つまり､治療代の無駄使いとなってしまいますo運動や食事のいわ

ば当たり前の生活習慣の改善でありますが､この当たり前が病気の発症の予防効果もあ′り､

高血圧､糖尿病､骨粗穀症やがんなどの発症を防ぎま+o食事療法の中でも虎も榔塩

吾等妄葦欝警

貫き倉1蛍禦していますo健康福祉の岩手町

活動を積極的に支援していて､高血圧学会の減塩委員会の委員と

_ _____ __i.二三ご言三.::LjF I--篭二芋
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退職職員から(平成26年3月退職)

/　　左手と足の小指　　　　　　　　　　　　　　　　　　　前統括副院長　武内　健一 ＼

今､映画『男はつらいよ』を第-話から観ている｡主役の寅さんはもちろん

だが多くの名脇役が居てはじめて盛り上がる｡主役だけでは盛り上がるはずが

ない｡

私は内科医であるが手術を例にとろうo　多くの人は右利きであるoおそらく

世の名医と称する先生は他のどの人よりも左手を上手に使えるのではないかと

推測の域を出ない(研修医のデスカン風☆)がそう思うo左手があってはじめて

手術が成り立つ｡ダヴィンチ**であろうとも同じだ｡日の当たらない左手をそ

っとなでてみた｡

また､足の小指がないだけで歩行するのにたい-ん往生するらしい｡退化し
つつあるようにも見えるが小さくて大きな存在なようだ｡ I/
考えてみると､多くの左手と小指で成り立っているのが中央病院だ.それが分かるまで27年､何と長い

道のりであったことか｡そして､どこまで中央病院の左手と小指になれたか?

今夜は風呂で左手と小指をゆっくり洗ってやろうと思う｡改めて､己の左手と小指に､感謝｡

*　中央病院で書城内で亡くなられた方全員の検討会を毎週行っている｡

**　医師の遠隔操作で手術を行うロボット｡

･経歴/武内健一統括副院長

昭和62年4月に地域医療科医長.相中吸器科医良として才,A任され､平成18年4月に酬誌媒兼診療部長､平成24年4月に統括削完長

､卿寸属沼宮内地味診療センター長に就任

感謝! I l 前看護部長　村山　和子

｢　私は昭和50年4月に医療局採用となり､39年間勤務させていただきました｡

そのうち中央病院には3回出入りしながら､ 28年間お世話になり､最後の2

年間は看護部長として充実した毎日でした｡特にも平成25年度は｢第15回日

本医療マネジメント学会学術総会｣ ｢新評価体系による病院機能評価更新審査｣

｢東北厚生局の適時調査｣があり､そのたびに看護部次長や看護師長をはじめ

全職員が一丸となって取り組みました｡学会は成功裡に終わり､各監査は大き

な指摘事項もなく､改めて組織力の強さや職種間のチームワークの良さを実感

しました｡

先日､退職にあたり看護師長･看護師長補佐･主任看護師を対象に講義をする機会をいただき､異動して

きた組織の中での人材育成【人は財産であり､一人ひとりを大切に育てること】をお話しましたoそして患

者さんやご家族が｢中央病院にきて良かった｣と思えるように心に寄り添ってほしいこと､また私たち職員

が｢中央病院で働いて良かった｣と思えるように自分自身も努力することを伝えました｡もちろん私は｢中

央病院で働いて良かった! ! ｣と思っています｡長い間ありがとうございました｡

･経歴/村山和子看護部長

昭和50年4月に採用され､ガ.1<立衛生学院､当院和白約㍍欠長､県立j書冊1欄榔湛師良､爪立花巻)LL生病院捻不吉鄭巾良､医療局

業務.醐蛸を経て､平成24年4月に不遜部長に就イも

4-
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初期研修を終えて

粟島　宏明
2年間の岩手LrfT{での研修生活が終わりました.その間中央病院の他にも､東和病院､一戸病院などで勤務させていた

だくこともありましたo

私が故郷である東京を離れ､東北の地に住むようになってから8年が経過しました｡私は東北での生活が好きです｡

この2年間の研修で様々な人と出会い､色々とお話しさせていただく機会がありました｡その中で､出身が東京であ

ること､これからも東北で仕事をしていこうと思っていることなどを話すと､ ｢ここに来てくれてありがとう｣といっ

たお言柴をいただくことがよくありました｡私としては好きな土地で仕事をして

いるだけなのに､感謝までされてしまうなんて､なんだかずるいような､恥ずか

しいような､そんな気持ちになりますで　むしろ温かく迎え入れてもらえることを

私が感謝しなくてはならない立場なのに｡

緑あって今後も中央病院でお世話になることになりました｡身に余るようなあ

りがたいお言英をいただいた分､少しでも恩返しができるよう､岩手爪民のみな

さまのため､より一層努力していきたいと思います｡

｢iー云調
】
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伊藤　貴司
春の訪れとともに､私の当院での初期研修も3月で修了となり､平成26年3月19日には研修修了式が執り行われ､

同期全員の研修修了が認められましたo　この2年間を振り返り､あらためて当院で研修できたことを誇りに思ってい

ます｡

私は､思い返せば当院の志望理由として､診療科が揃っており研修病院としての歴史が長いことを挙げていました｡

そのためこの2年間では､大学時代での経験が少なかった科も含めて､できる

だけ多くの科をローテートし､できるだけ多くの臨床的センスと手技を学ぶこ

とを意識してきました｡指導してくださる先生方は､みなさん熱意にあふれて

おり､魅力的な方ばかりでしたので､非常に充実した研修生活を送ることがで

きたと思っています｡

4月からは､当院の耳舶咽喉科レジデントとしてさらに研鎖を積み､勤務医

の耳ILr咽喉科医が少ない岩手県で､小児から高齢者まで､全世代の患者さんを

診ることのできる医師を目指して精進したいと考えています心
平成25年JE臨味WFIL<医lL<T式H26 3 19

｢一1手必l･寺-t#1'<･手tyi'･f･雫#1'Tや#1'T･碑､

吉田　美智子
私にとって2年間は､将来に繋がる充実した時間でした｡要領が悪く不器用だった私を､根気強く時に厳しく指導

して下さった先生方D　ちょっとしたことで落ち込む私に､前に進む力をくれた17人の同期｡本当にたくさんの方々

に支えられた2年間だったと思いますo写真】壬は最後に同期で温泉旅行に行った際のものです｡このメンバー全員で今

後一緒に働くことはないと思うと寂しいですが､離れていても切礎琢磨し､負けないよう努力したいと感じています｡

2年間を終えた今､学生時代から目標としていた小児科医としてのス

タートにやっと立つことが出来ました｡初期研修で成人を含め様々な症

例を経験し､感染症を含めた全身管理を更に深く学び､小児科診療に坐

かしたいと考えています｡大学時代の恩師の｢その子がより良い人生を

歩むようにサポートしていかなければならない｣という言葉が今はとて

ち_範く感じられます｡その言柴を胸に､こどもたちの健康と成長のお手

伝いをできるよう､日々精進していきたいと思いますo

-～-
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電子カルテ委員会について　副院長(電子カルテ委員会委員長)佐々木　康夫

当院の′FTtL子カルテは平成22年11月1日から病棟での使用を開始しました(外来は23年2月1日)o　電子カル

テ導入の約2年前から導入準備委員会が立ち上がり､毎日のような打ち合わせや､マスターづくりに追われるの

がEl常でしたo病理､手術､歯科などLTii子カルテ運用開始に間に合わなかった部門は暫時整備が行われ､ 24年

11月にPACSによる放射線画像のフイルムレス運用の開始を殺後にようやく全体の整備が終了しました｡当院の

電子カルテはMegaOak HR (NnIC)で､電子カルテ本体(オーダリング､診察や実施結果の記故､部門情報参照､

パスによる電子的スケジュールによる医療)と医コ村[+潮システム､院内各サービス部門との連動によって構成さ

れています｡この機能に加えて､ CI (クリティカルインディケータ)やDPCシステムはYahgeeシステムが担当

しており､ CI)Sによる韻王子カルテでは取り扱うことのできない各種文.I::､同意などの認証文草､デジタル化でき

ない院内外の画像などのスキャン情報の管理システム､医療情報の統合化をベースにしたカンプアランスシステ

ム､さらに事務系のオフィスシステムであるshln SyStemによって構成されています1実はこれらの総体が広義

の電子カルテであって､この中でどれ一つかけても病院の運用に離脈を来しますので､包子カルテ委員会が取り

扱うシステムはこれらのすべてになりますo　現在の電子カルテ委員会は､ Irii子カルテ準備委員会が導入後に解

散したあと､実際の運用実施に伴う諸問題を管理運営するための部門として発足しましたU　委員会は医師部門､

看護､薬剤､検査､放射線､リハビリ､栄養などの各部門､医療｢lII!F指:土などによって構成されています｡委員

会は当初月2回の開催でしたが､現在は月1回開催しております｡これにNECの′滋子カルテ担当の方々､ NECか

ら派遣されているオペレータ(MISO MedlCal lnformatlOn System Operator)と医療局の医事企画課システム担

当の方々を交えたシステム定例会を隔月で開催していますD　この委員会の業務は委員会の開催と言うよりは日常

の煩雑な作業の連続-の対処にありますC受け持つ仕事は機暑Sh=のメンテナンスから使用規定の遵守管理､不具合

や様々な現場凋整､ソフト改修-のとりまとめなどを行っておりますD

当院の′滋子カルテは､準備の段階での本当に大変な努力の成果と､開始後の皆さんのご協力があって､順調な

運用が続けられておりますが実際は短日のようにいろいろな問題が起きています｡たとえば､現在医師､医療ク

ラークにのみ認められている電子カルテ入力行為ですが､医師も手が空かない､医療クラークもいない救急や夜

間に誰が電子カルテに入力するのかを想定した状況の運用を考えて見ると､入力権限ことのみを考えると物事は

先に進みません｡要は､患者の安全刊[押良の粍敵性を確保しながら現状に別して事に当たることなのですが､原

別を崩してしまった先にはテ昆乱があるのみです｡花

子カルテ端末(パソコン)もよく壊れますo　これら

の多くの仕軸ま事務方(業務企画室)が行っており､

担当の西野さんは､他の院内業務も担当されており

ますので､文字通り忙殺されている短日です心',-tL子

カルテは､コンピュータによる芯子的な情報運用の

形態の一つですが､運用は背見(behlnd the scene)

での人の力が必須です｡常にだれかが見守ったり手

当したりする必要がある点ですので､列車に例える

と新幹線と言うよりはSL (蒸気機関車)に近いのか

もしれません｡

これからも､委員一同､一生懸命に努力いたしま

すので､今後ともよろしくお闘い申し上げますo
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r寺務酎Wト来｣開設のお知らせ

看護部では､当院へ通院･入院している患者さん･御家族の､がんに関する不安や悩みについてサポート

するために｢看護専門外来｣を開設します｡担当は､がん看護領域の専門･認定看護師です｡お気軽にご

相談ください｡

(1)開設年月日:平成26年　4月

(2)外来の内容について

(3)予約方法等:原則として予約制です｡ ①､ ②のいずれかでご予約ください｡

①下記の連絡先にお電話をいただき､ご予約ください｡

②受診科の医師､看護師へご相談ください｡

(4)会計について(保険診療での計算)

1割負担の場合1回　200円(6回まで､ 7回目以降は無料)

◇スキンケア外来について
以前より､実施されていたストーマ外来です｡

診察日以外に相談がある場合は､診療科外来へご相談ください｡

相談日時 劍ﾈ��火 ��R�木 仞��

がん全般 祷鰾ﾓ�(鰾�面談時間 1回 30分～50分 ��ｲ�○ ��ｲ�○ ��ｲ�

14時～17時､ 凵� ��ｲ�○ ��ｲ�○ 

乳がん ��X鳧���x鰾���ｲ�(⊃ 梯�○ ��ｲ�

がん化学療法 ��X鳧���x鰾���ｲ�○ ��ｲ�○ ��ｲ�

スキンケア外来 ��i|8怏uﾉo�鳧ｭH,i:�隴B���ｲ�○ ��ｲ�○ ��ｲ�

【連絡先】　岩手県立中央病院　　019-653-1 151

電話受付時間　15時～17時

｢看護専門外来｣　がん治療支援チーム専従看護師

各診療科外来看護師
｢スキンケア外来｣　各診療科外来看護師

ー7-
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｢非常用発電機設備及び外来第1駐車場増設の完成について｣

総務課施設係　多m　誠一

岩手娯東日本大岩言災津波復興計画に基づく､災害拠点病院非常用発芯楓設備望剖苗事業として､災封埠における病院機

能を維持するため､容illEの大きい自家発芯機に切り替える工事を､平成2 5年4月より､外来第2駐車場の一画で建設

工事を進め､ 3月下旬に完成いたしました｡

この新しい非常用自家発芯機が完成したことにより､これまでIr･さ'LTi時は､病院全体の約5 5 %程度しか賄えなかった

電力が､ほぼ1 0 0%賄えるように改善し､また､燃料タンク増設により､自家発芯機連続里転時間が､約2 El問から

約3日間に改善となりました｡

東日本大志災や阪神淡路大kT<災における停屯状況は､概ね

3日以内に復旧していることを勘案すると､日常と同様に､

病院機能を維持することができ､ ｢災害にも強い病院｣として､

良質な医療の提供を行っていくことが出来ますo

また､駐車場については､既存の外来第2駐車場内での､

非常用発馬機工事期間中は､駐車スペースが減少し､来院者

の方々にはご不便をお掛けしておりましたが､非常用発一芯機

工事と非行して行われていた､外来第1駐車場の増設工事も

2月初めに完成し､外来第2駐車矧こおいても､非常用発'Ft;

機工事の完成に伴い､ 3月下旬に開放され､工事前と比べて

微増ではありますが､約1 0台分の駐車スペースが増加とな

っておりますので､お知らせいたします｡

編封後記･-･ X･六･X･X･X･):･X.):

新年度で新しい仲間が加わり､桜の李fl7]と沖なって写IL1-を触る機会が多い時期となりました今ではフイルムカメラは姿を消し

デジタルカメラ全盛です｡一眼レフ､ミラーレス､コンパクトデシカメ､スマホなと禰頬は豊富にありますが､批形したすぐその

城で確認でき非'rr;7Jrに便利ですoそのため多くの方がカメラ任せで糾っているのではないでしょうか.フイルム時代にはおそらくこ

の条件で投影するとこのような結果になるだろうと､数々の失敗の結果､見越して私はZL現像施付けして作品が目の前に現れるま

でに結構な時間かかりましたので､シャッターを一押しするのに思考回路が回る時制が必要でした｡テジカメのl打合一枚一枚､シ

ャッターあたりの重みが軽くなり､考える綿にまずシャッターを押してしまいます｡即結果がでるのは便利なのですが､思ったよ

うに粘れない略合はカメラのせいにしてしまいがちです｡

診療ではどうでしょう｡診断に悩み粁余曲折の結果ようやくnき断し治癖にこぎつけたとしても､

結果として満足できるもので無ければlii者さん心理としては榔詩できないですよねっただ､病気に

よっては手flf手をして初めて.診断がつく､下手をすれば手術をしても.診断がつかない場合だってあり

得ます｡結果がすべてと言われればそれまでですが､診療の過程で医師､患者r.1;]の13鮒糊系に共つ

いて互いに病気を治していく努力をすることがいかに人切なのかと､田城を込めて思うのですo

X X･×･×,冗.X･X.X･X･X･X.X･X 冗 X･X.X･X,XIX･×･×･×･×･X X･X.X･× X.X･XX･X･XIX･×･X･X X 冗 X X X X･×･X.X･×･X･X X 冗 冗 ii )(.XIX･X.XIXrX･×･X

i3i岩手県立中央病院
〒020-0066　岩手Lt.‡盛rLr;怖上田1-4- 1
I,Lil.】再01(J-653-115l ITax Ol∈卜653-2528

http //W≠5 pref lWate. JPrehuohp/

尼芋=:::=
古抵/(ル7配合率70%再生技を任用

-8

ふれあい●No265平成26年4月　発行

中央病院広報委員会

◆委員長.El,I,　同　　理

利　上　品JILi.　下長恨　敏　昭

菊　池　裕　+　和　田　耕　二

内　野　邦　江　増　田　晃

田　沼　睦　　佐　藤14壬希子

大久保　忠　吉　北　田1.f　紀

荒　田　綾　子　　吉　田　奈穏子

rふれあLtJ L討て-ムページでもご覧いただけます.


