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近隣の医施設及び介護施設の皆様には常日頃より当院の運営に
多大なるご協力をいただき、大変感謝しております。
今年の夏はお盆前から梅雨に逆戻りしたかのような蒸し暑さが
続き、また昨年にも増して局地的大雨が各地で続いています。８
月 21 日未明の広島市の豪雨では土石流が発生し、行方不明者を合
わせると 70 名以上の犠牲者を出すほどの被害が出ました。亡くな
られた方々のご冥福をお祈りいたします。
さて、最近医療界に関する雑誌などでは「地域包括ケアシステ
ム」という言葉が目立つようになってきました。これは「地域に
おける医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の
整備に関する法律」が６月に国会で可決・成立したことによるも
ので、その主旨は、団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年以降、
国民の医療や介護の需要がさらに増加することが見込まれている
こと、2018 年４月には医療保険・介護保険の同時改訂が予定され
ていることなどから、在宅医療・在宅介護の制度改革を更に進めて、
在宅での生活支援を含めた医療・介護予防の強化を計り、医療費・
介護費抑制のための環境と制度作りを急ぐ必要があるためだと思
われます。
佐賀県ではこの「地域包括ケアシステム」構築については、在
宅に向けての「超高齢化社会における地域コミュニティづくり」
、
「住宅のバリアフリー化」
、
「住み続けるための生活支援サービス」
また「在宅医療・在宅介護に向けての人材育成」
、
「地域包括支援
センターを中心とした高齢者の医療・介護情報の共有・連携」な
どを関連部局で組織横断的に取り組んでいくとのことです。
今後の２～３年は医療・介護に関して、近年にも増して激動の
時代を迎えると言っても過言ではないでしょう。皆様方のなお一
層のご指導・ご鞭撻をお願いいたします。
SAGA National Hospital
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７月中旬にⅠ期工事の基礎工事が完了し、その後、
建物の骨組みとなる躯体工事に取りかかっており、
現在は、３階・４階部分及びリニアック棟において
配筋・型枠の工事を行っています。

工事の様子です。（写真２）は、Ⅰ期工事の現場となっ
ている既存外来棟の東側を解体する前の様子です。
（写真３）は、８月末に病院上空から工事風景を撮影
した写真ですが、ご覧のとおり病院の敷地面積が東

なお、10 月末までにはこの躯体工事が完了します

京ドームの２分の１以下というとにかく狭く、建物

が、これに並行して、１階より順次、内装工事、外

も過密している条件下において、病院機能を維持し

装工事及び設備工事を進めており、来年１月中旬の

ながら、外来患者さんの安全確保も図りつつ、解体、

完成に向けて、着々と進捗している状況です。

建設、引っ越しを繰り返していくことの大変さをご

（写真１）は、８月末に病棟の６階から撮った躯体

理解いただけるかと思います。

躯体工事の様子

西

既存外来棟の東側を
解体する前の様子

南

北

病院上空から工事
風景を撮影

東

現場北側が病棟、南側が仮設外
来棟、西側が立体駐車場とⅡ
期工事で解体する既存外来棟

SAGA National Hospital
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はじめに
1989 年Ｃ型肝炎ウイルスが発見されました。1992
年にＣ型肝炎に対しインターフェロン治療が保険適応
となり今年で 22 年となりました。インターフェロン
治療に加え 2001 年からはリバビリンの併用が行われ、
さらに 2011 年からはウイルスに直接作用する DAA ｓ
（Direct Acting Antiviral Agents）との併用が可能となり
Ｃ型慢性肝炎の治療が飛躍的に向上しました。さらに
今後インターフェロンを用いない治療の開発も進んで
おり、近いうちに経口剤のみによる治療が可能となる
であろうと思われます。

インターフェロン３剤治療
2001 年にインターフェロンとリバビリン併用療法
が行われ、この時、難治性であるⅠ型高ウイルスの治
療成績は 20％くらいでした。さらに 2004 年ペグイン
ターフェロンとリバビリンの併用が可能となり治療成
績は 50 ～ 60％と向上しました。そして 2011 年プロテ
アーゼ阻害薬であるテラプレビルの発売によりペグイ
ンターフェロン＋リバビリン＋テラプレビルによる３
剤治療が開始され、治療成績は 70 ～ 80％となりまし
た。しかし、テラプレビルの３剤治療は２剤治療と比
較し皮膚症状、腎障害、血小板減少、貧血など副作用
が多くみられました。特に皮膚症状は重い場合があり、
Stevens-Johnson 症候群などの重症例があることによ
り、皮膚科および肝臓専門医の連携が行うことができ
る施設のみでの使用とされ、治療可能な施設が制限さ
れました。2013 年第２世代のプロテアーゼ阻害薬であ
るシメプレビルが発売され、ペグインターフェロン＋
リバビリン＋シメプレビルの治療ではテラプレビルに
みられたような強い副作用は少なく、ペグインターフェ
ロン＋リバビリンの２剤治療とほぼ同等の副作用でし

C 型肝炎治療の変還

SAGA National Hospital

た。投与期間も２剤治療では 48 週投与でしたが３剤投
与では 24 週となっています、治療効果に関しては初回
治療および前治療再燃例においては 80 ～ 90％と高い
治癒率を示しました。さらに２剤と比べ年齢や IL28 ｂ
遺伝子多型による効果の差はあまりないといわれてい
ます。平成 26 年のＣ型慢性肝炎ガイドラインでもⅠ型
高ウイルス症例の初回治療の第一選択としてあげられ
ています。しかし、前治療無効例においては 50％程度
の効果しか得られていないのが現状です。

経口剤による治療（IFN Free）
インターフェロン＋リバビリン＋ DAA ｓによりＣ型
慢性肝炎の治療効果は飛躍的に向上したものの前治療
無効例での治療効果が悪いこと、インターフェロンの
副作用のため治療できない場合があることなどが問題
となります。これに対し DAA ｓの組み合わせおよび
DAA ｓとリバビリンの併用によるインターフェロンを
用いない経口剤のみによる治療が開発されてきました。
現在本邦での経口剤としては NS5A 阻害薬であるダグ
ラタスビルとプロテアーゼ阻害薬であるアスナプレビ
ルの２剤による治療の治験が行われ、平成 26 年９月に
は発売予定となっています。経口２剤治療ではダグラ
タスビルを１日１回、アスナプレビルを１日２回内服
し 24 週間投与します。Ⅰ型の患者でインターフェロン
治療が無効、インターフェロン治療に不適格の未治療
あるいは不耐用の患者が治療の適応となります。すな
わち、インターフェロン治療を受けたが無効であった
患者や副作用のため治療を中止した患者、またインター
フェロンの副作用や合併症などのためインターフェロ
ン治療ができない患者などです。治験の成績ではイン
ターフェロン不適格、不耐用および前治療無効でも 80
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～ 90％の治療成績でした。また、年齢、性別、ウイル
ス量、IL28 ｂ遺伝子多型による差は認められず、肝硬
変症例においても慢性肝炎と同等の効果が得られまし
た。主な副作用は ALT 増加、AST 増加、頭痛、発熱な
どでした。内服治療で効果の期待できる薬ですが、反
面ウイルスに直接作用するため、途中で中止した場合
や効果が得られなかった場合には耐性ウイルスが出現

するため使用には注意が必要と思われます。
経口剤治療についてはまだこれからですが、現在多
くの経口剤の治験が進行中であり、なかには 100％近
い有効率が得られたものも報告されています。
近い将来には C 型慢性肝炎は経口剤のみで完治する
時代がやってくるものと期待されます。

佐賀県総合周産期母子医療センターの研修事業の一
環である「ハイリスク児養育支援者育成研修会」は、
今年で２年目を迎えました。
この研修会は、周産期医療施設を退院し、継続的な
養育支援を必要とするハイリスク児と家族を支える医
療・保健・福祉関係者との連携を図り、ハイリスク児
の養育支援に関わる人材の育成を目的としています。
今年度は研修会をⅠ・Ⅱ期に分け、研修会Ⅰでは主
に佐賀県における母子保健体制、ハイリスク児に関す
る知識や訪問看護の実際、地域における医療・保健・
福祉の連携の必要性についての講義に加え、NICU 見学
実習やグループワークを行いました。医療機関・訪問
看護ステーション看護師 10 名、市町村保健師８名、学
校関係１名、計 19 名の参加があり、NICU 見学実習を
終えての学びとして「家族にとって NICU を退院する
時が新たなスタートであると同時に、安心して地域で
の生活を過ごすことができるよう子どもの入院中から
の病院・地域間の連携は重要だと思った」
、
「NICU での
子どもの生活を見学することで、地域で生活を支援し
ていくにあたって、生まれた時の様子などがイメージ
しやすくなった」などの声を聴くことができました。
また、他職種が集まったグループワークは、それぞ
れの立場から「子どもの成長過程の中で、どのように
病院・地域が連携し支援すべきか」について考える機

会となりました。お互いの役割や支援の実際について
確認することができ、より専門性を活かしてハイリス
ク児と家族を支援していくことの重要性を再認識する
と同時に、参加者各々の立場で今後の課題を見出すこ
とができました。
９月より、研修会Ⅱを開催致します。更に研修会を
発展させ、ハイリスク児の養育支援に関わる方々の活
動に役立ち、ハイリスク児とご家族が地域で安心して
過ごすことができるような養育支援を目指して努力し
ていきたいと思います。

講義の様子
SAGA National Hospital
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平成 26 年７月 30 日、病院見学や看護体験を通し

んにとって大切なことだと思った」、「赤ちゃんにふ

て看護や人間の生命についての理解と関心を深める

れ、抱っこすることで生命の尊さを感じた」などが

機会を提供することを目的に、ふれあい看護体験が

聞かれました。目を輝かせて語る生徒たちの姿に、

行われました。今年は７高校 11 名の高校生を受け

各病棟を案内してくれたスタッフたちも初心に返り

入れました。

新たな気持ちで患者と向き合おうという思いになっ

内科・外科・整形外科・産科病棟に分かれ、患者

たようでした。

とのコミュニケーション・血圧測定・リハビリテー

今回のふれあい看護体験を通して、看護師や助産

ション見学・新生児の抱っこなど各科の特徴を踏ま

師になりたいと思った生徒が多数おり、中には「佐

えた内容を体験してもらいました。また、手術室を

賀病院に就職したい」といってくれた生徒もいまし

見たいという要望があったため、手術室見学も内容

た。将来を見据え、いきいきと語る生徒たちの姿を

に組み込みました。はじめは、緊張しているのか表

見て、数年後、私たちとともに働く仲間になるのだ

情が硬い生徒もいましたが、患者さんとのお話やふ

と思うと、大変うれしく思いました。同時に、看護

れあうことで徐々に緊張もほぐれ、スタッフに質問

を広く伝える大切さを痛感し、今後もこのような機

するなど積極的に体験していました。

会があれば積極的に活動していきたいと思いました。

各病棟での看護体
験終了後、懇談会を
行いました。１日の
体験を通して感じた
意 見 の 中 に、「 看 護
師さんが患者さんと
笑顔で話しているの
が 印 象 的 だ っ た 」、
「看護師と理学療法
士との連携が患者さ

近年、質が高く、安心で安全な医療を求められる中、
多種多様な医療スタッフが、各々の高い専門性を前提
とし、目的と情報を共有し、業務を分担するとともに
互いに連携・補完し合い、患者の状況に的確に対応し
た医療を提供する「チーム医療」が実践されております。
そのような流れの中、平成 24 年度の診療報酬改定
にて「病棟薬剤業務実施加算」が新設され、薬剤師が
勤務医等の負担・軽減につながる業務を一定以上行っ
た場合に算定できるようになりました。当院でも平成
24 年５月より開始し、病棟に薬剤師を常駐させ、他
の医療スタッフと薬剤に関連する様々な相談、疑義に
関して対応を行っており、医師、看護師等と患者さん
SAGA National Hospital

への最適な医療を提供するべく日々奮闘しているとこ
ろです。
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また、本年７月より入院支援センターが開始され、
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臓病教室等のチーム医療へ参画し、“くすり” の専門

薬剤科では、入院される患者さんが持参された薬剤の

家として、何ができるのかを考えながら業務を行って

鑑別、当院採用薬への変更時の提案及び相互作用等

おります。

チェックを行い、その後の入院生活を円滑に行うこと
が可能となるよう業務を行っております。

今後、病院から在宅への連携の重要性が今以上に高
まっていくことが予想されます。知っとく講座での薬

現在、薬剤師 11 名（及び薬剤助手１名）で業務を行っ

の勉強会や退院時カンファレンスへの参加等、患者さ

ており、前述した病棟薬剤業務を軸として、緩和ケア、

んのため地域医療連携に携わっていければと考えてお

感染制御、栄養サポート、ブレスト、糖尿病教室、肝

ります。

臨床工学室は、2009 年４月に開設され、第四診療

技術の進歩に影響を与え

部 麻酔科の上田診療部長のもと、現在は臨床工学技

る一方、適切な使用・管

士２名体制で運営しています。

理を行わないと装置の性
能を発揮できないばかり
か、大きな医療事故につながる危険性もあります。そ
ういったことから臨床工学技士は医療機器をいつでも
安心して患者さんに使用できるような業務を行ってい
ます。
当院での業務内容は医療機器の準備や操作、トラブ
ル対応といった臨床支援業務から医療機器を安全に使
用するための保守点検管理業務などがあります。具体
的には手術室や新生児集中治療管理室などで使用され

みなさんは臨床工学技士という職種をご存知です
か？

る医療機器の日常点検や定期点検のほか、一般病棟で

臨床工学技士は医師の指示のもと生命維持管理

使用される人工呼吸器や輸液・シリンジポンプ、低圧

装置などの医療機器を操作・保守点検管理を行う職種

持続吸引器など汎用性のある医療機器については臨床

です。臨床工学技士という国家資格が誕生してからす

工学室での中央管理とし、安全かつ効率的な運用を心

でに 30 年近くになりますが、まだ一般の方からの認

掛けています。

知度はとても低い職種です。しかしながら、医療機器

これらの業務の他にも、幅広い知識の提供や医療機

の安全管理の必要性が重要視されはじめたことや医療

器の安全使用についての啓蒙を目的に研修・勉強会の

法の改正、業者の立会い規制、医療機関等で働く臨床

開催や院内情報誌の発行なども行っています。

工学技士の活躍などにより、近年では臨床工学技士の

今後もさらに業務拡大や中央管理対象の医療機器を

必要性が徐々に認められるようになり、佐賀県内で働

増やし、院内で使用される医療機器の安全性や医療の

く臨床工学技士も増加しています。

質の向上に貢献すべく、日々研鑽を積んでいきたいと

医療機器は年々、高度化・複雑化しており、医療

思っています。

SAGA National Hospital
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所在地：〒 849-0301
佐賀県小城市牛津町乙柳 1096-1
ＴＥＬ：0952-66-0314
診療時間

月

火

水

木

金

9：00 〜 12：00

●

●

●

●

●

14：30 〜 18：00

●

●

●

●

●

土

休診日：土曜日・日曜日・祝日

院長

大島
おおしま

勝也
かつや

■ 栄誉ある学校医を拝命いたしました

て、です。「・・・。」さて 11 月、マラソン大会です。

いつも大変お世話になっております。おおしまク

か聞かれます。毎日これだけ走ってりゃ良いでしょ。

子供はとにかく走ります。マラソンして良いかどう

リニックの大島勝也です。長崎大学を卒業し、縁あっ

さて３月、就学前健診ですと。幼稚園児の健診もす

て小城市で開業いたしました。一応、内科を標榜し

るのかよ～、とこんな調子です。

ております。

なかには、かなりのチビッ子がいます。調べてみ

開業してすぐ、市医師会長から電話をいただきま

ると身長が－ 2.5SD 外れてたりします。経過をみて

した。「もしもし大島ちゃん、今日はお願いがあるん

みると成長曲線にのってこなかったりします。GH

だけどさ、小学校の校医をしてもらえんやろか？」

分泌不全低身長症かも？これは大学病院へ紹介しな

「えっ！僕が、ですか？ヤクザな僕がお子様相手に人

きゃいけないな。問い合わせると大学でも専門医が

の道なんぞはちょっと・・・。」「人の道はいいから

いなかったりして、随分遠い施設へ紹介しなければ

さ、健康管理をしてくれればいいのよ。」「ぶっちゃ

ならないのです。その旨ご両親に説明すると、先生

け、内科のこともよくわからないのに、子供の事な

のところでお願いできないでしょうか？という場合

んてとても・・・。」「何とかなるって！じゃ、頼ん

がほとんどです。で、うちで検査することになるの

だよ！」という訳であっという間に小学校医になっ

ですが、「小児慢性特定疾患」の認定基準をクリアー

てしまいました。

するのが大変なんですよ。何度も負荷試験をやった

さて４月、健診です。子供はうるさいです。こい

りして、子供は泣くし、小生も泣きます。子供たち

つらデコピンしたら気持ち良いだろうなぁ、と思っ

が診察にやって来ます。「よぉ、身長が伸びてるじゃ

ていると、養護の先生が「そこの男子！うるさいか

ないか！」「当たり前だろ、成長ホルモン打ってるん

ら出ていきなさい！」「あんた達、静かにしないと叩

だもん。」（そりゃそうだ！）「注射にはもう慣れた

くよ！」これです！！これが教育です！これが躾で

か？」「もう慣れたよ、どうってことないよ。」「偉そ

す！担任教師がいようと、保護者がいようとおかま

うに言うけど、おめぇ負荷試験の時はビービー泣い

いなし、先生カッコイイ！小生は実は先生のファン

てたじゃねぇか。」「だってあの時は背が低かったん

なんですよ！さて５月、運動会です。行けません。

だもーん。」「それは関係ねーだろ。」と、まぁこの様

その日はゴルフです。（学会出席と嘘をついてごめん

に会話は流れていきます。両親に「背が伸びてから、

なさい。） さて６月、学校給食運営委員会です。「先

元気で明るくなりました。先生のおかげです。有難

生、子供たちの摂取カロリー及び栄養のバランスは

うございます。」なんて言われると少し嬉しくなった

どうでしょう？」「・・・。」さて７月、プール開き

りもします。とこんな調子です。今後ともよろしく

です。水難事故防止対策及び日焼け防止対策につい

お願い申し上げます。

SAGA National Hospital
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所在地：〒 840-0804
佐賀県佐賀市神野東３丁目 7-1
ＴＥＬ：0952-30-5412
診療時間

月

火

水

木

金

土

9：00 ～ 12：30

●

●

●

●

●

●

14：00 ～ 18：30

●

●

●

●

◎

◎土曜日は 14：00 〜 16：00
休診日：日曜日・祝日

院長

前山
まえやま

地域医療連携機関紹介への寄稿依頼を頂き、口下

直

ただし

言えばそれまでですが。それと先に挙げたシワ、シ

手・筆無精・デブ症な小生にとって身に余る贅肉以

ミに効く薬ですが、これも残念ながら一本で二度、

上に重い大役で大変恐縮しております。拙い文章ご

三度美味しいって薬は中々ありません。私自身腕は

容赦下さい。

褐色だし顔にはシミもあるしでこれまた説得力に欠

院長の前山直（まえやまただし）は福岡大学を平

けるのは否めないのでしょうけど。結局シミ・シワ

成９年に卒業して同大泌尿器科に入局しておりまし

を作らないようにする最もコストがかからないもの

たが久留米大学皮膚科へ移って皮膚科診療の実践を

は日焼けしない事、つまり日焼け止めを使用する事

学び、関連病院のある大牟田、田川で診療に携わっ

でしょうか。しかしせっかく日焼け止めを購入され

た後に佐賀へ戻り継承開業しました。特に一人医長

るにもテレビ CM で流れる SPF など数字が高く且つ

で赴任した田川では鉛玉こそ飛んで来ませんでした

透明なジェル状で見た目も使用感もスッキリ爽やか

が症例・患者さんとの接し方など他色々な経験が積

♪ってのを選んだ挙げ句に接触皮膚炎を起こして痒

めました。さて、寄稿に当たっては何か芸のある内

い目に遭われる方が少なくない。確かに数字が大き

容にしたいのですが特に自慢出来る才能を持ってい

いと高性能な印象を持たれるのは分からないではな

るわけではないので日頃の皮膚診療に関連して思い

いですけどね。

付いた２点について書いてみます。

最近では皮膚科でも一般皮膚科での治療技術の進

意外と思われるかも知れませんが、普段の診察で

歩はもちろんですが美容的な治療など専門分野が発

患者さんから相談されて困るのが『虫刺されに効く

展していますし使用する薬剤も日々進歩しておりま

薬』『ヤケドした時に使ゆっ薬』『日頃のチョコッと

す。何か皮膚科的にお困りの事がございましたらお

痒か時に使ゆっ薬』『若返らせろとか贅沢言わんけ

気軽に最寄りの皮膚科へご相談されて下さい。また

んシミ・シワが消ゆっ薬』など所謂万能薬的薬の処

当院では車で片道 30 分の距離まででしたら皮膚科

方依頼です。特に上記の事はその時点で皮疹（いわ

往診が可能です。以上乱文で失礼しました。

ゆるブツブツやズル剥けなどデキモノの状態）がな
い事がほとんどです。ドラえもんのポケットから出
るような物を患者さんが期待される気持ちは分から
ないわけではないのですが、中々現実の世界ではそ
のような薬は存在しません。症状に合わせてステロ
イドや抗炎症剤など必要な薬を選択するから、と処
方する際の考えを説明しても分かってもらえない事
多々。理解してもらえないのは私に説得力が無いと
SAGA National Hospital
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永年の念願であった電子カルテが 10 月 14 日から稼

ております。電子カルテの善し悪しは、この部門シ

働します。ここに至るまでには、いろいろと解決しな

ステムとの連携がうまくいくかどうかに係っている

いといけない問題が有りましたが岡田医療情報室長を

と言っても過言ではありません。部門システムとの

中心にその都度解決し、対応して来ました。

スムーズな連携があってこそ、使いやすい電化カル

当院が導入する電子カルテについて、概略を紹介

テとなるものと考えております。幸い当院のオーダ

致します。今回導入をしようとする電子カルテは、

リングシステムは、ソフトマックス社製であり、電

ソフトマックス社の製品です。導入決定するまでに

子カルテと同一の会社であり、データーの移行や操

は、導入希望会社５社によるプレゼンや他病院の施

作はかなりの部分で共通でき、操作・使用について

設見学、各部門のヒヤリング等諸々の対応を行って

の問題は、スムーズに移行できるのではないかと想

来ました。入札は、総合評価方式を採用しました。

像されます。

総合評価方式とは、金額と機能の両面から審査を行

９月 13 日デモ患者でのリハーサルを行います。そ

い決定する方式です。結果的には、入札参加希望の

の検証結果により、不具合があるのか、特に問題は

会社は、３社となりました。３社の中でも、ソフト

無いのか等を検証し、10 月 14 日の本格始動に向け

マックス社は入札に関し、並々ならぬ意気込みが感

て、準備を進めていきます。

じられました。

電子カルテの導入に従い、先生方にもしかすると

さて、今回導入のシステムは、電子カルテシステ

ご迷惑をお掛けいたすかも知れませんが、どうぞよ

ム概念図のとおり、かなりの部門システムと結ばれ

ろしく御願いします。

電子カルテシステム概念図
2013.04.23 修正
各検査分析装置

細菌検査オーダ

細菌検査システム web参照

処方/注射オーダ

結果参照
帳票機能
ﾌｧｲﾙ取込

生理オーダ

生理検査システム

画像オーダ
実施情報

化学療法
手術計画・予定

画像WEB配信

栄養管理・指導ｼｽﾃﾑ 更新

レポートWEB配信

看護支援機能
病棟ﾏｯﾌﾟ
体温表
病棟実施
病棟日誌

食事オーダ/食変情報

ＮＳＴシステム Webｼｽﾃﾑ

内視鏡画像WEB配信
エコー画像WEB配信

リハオーダ/実施記録参照

日誌情報

クリティカルパス

診察待ち 表示機

患者情報

リストバンド発行機
診察カード発行機 更新

実施情報

今回ご検討範囲

SAGA National Hospital

モダリティ群

医用画像処理システム PACS

DICOM対応前提

医用画像レポートシステム
内視鏡＋制御システム
ｵｰﾀﾞｰ受信ｼｽﾃﾑ
超音波＋制御システム
看護勤務管理・看護支援ｼｽﾃﾑ

患者情報

医事会計システム

DPCコーティング
システム 現行

インシデントシステム 現行
がん登録機能 Hos-CanR Plus出力

患者情報

自動精算機

（オフラインで運用）

歳入ｼｽﾃﾑ

地域連携ｼｽﾃﾑ（FileMaker）返書管理

レセプト情報

既存システム

放射線 RIS （24年度）

診断書作成（Medi-Papyrus）
WEB配信

再来受付機 更新

算定情報

錠剤分包器
散薬分包器

手術オーダ

手術管理ｼｽﾃﾑ 更新

リハビリ業務支援 更新

処方・注射解析
薬袋発行・ラベル発行
薬品情報発行（化学療法無し）

各種オーダ
病理オーダ

病理検査システム web参照
心電計・ホ
ルター心電
図運動負荷
分析装置・
肺機能＋制
御システム

調剤業務支援システム

電子カルテ
システム

検体検査オーダ
到着確認/検査結果

検体検査システム 更新

レセプトチェック
システム（ﾚｾﾌﾟﾄ博士）

SPD(物流）ｼｽﾃﾑ（請求・発注・入庫HT・入札）
院内グループウェアDeskNet’s
機器管理ｼｽﾃﾑ（ME)

看護勤必要度
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平成 19 年からはじまった院内合同緊急シュミレー
ションも今年で８回目になりました。

います。
今年も１つ１つの問題点を討議し、共通認識を行う

産婦人科医師・２病棟スタッフ・小児科医師・麻酔
科医師・手術室スタッフ・事務スタッフと共に本番さ

ことができ有意義なものとなりました。
2013 年超緊急帝王切開Ａは２例

Ｂは８例ありま

ながらのスタイルでシミュレーションを行いました。

した。超緊急帝王切開Ａの２事例の手術決定から児娩

見学者も含め総勢 56 名の参加でした。

出時間まで 17 ～ 18 分でした。この時間が、母子共

シミュレーションの内容は、夜間の院内発生・院外
発生という２事例のシナリオを準備しました。

に予後を左右すると言っても過言ではありません。発
生頻度としては非常にまれですが、発生時にすべての

超緊急帝王切開の定義は表１に示す通りで、院内で

スタッフが動けるかが大切です。そのためにも、母子

「超緊急Ａ」と伝えただけで事務部門をはじめ、フロー

双方の命を守るため日頃からの訓練は欠かせないと考

チャートに沿って院内関連部署全てに連絡が入り、関

えます。また、院内の連携だけでなく、地域の産婦人

係者全てのスタッフが共通認識で動けるように周知さ

科や救急隊との連携も重要と考えます。総合周産期母

れています。超緊急帝王切開Ａは、手術決定から児娩

子医療センターとしての役割をはたしていけるよう今

出まで 15 分以内としています。この 15 分という短

後も努力していきたいと思います。

い時間で各関連部署への連絡・家族連絡・手術準備を
行うということは、すべての部門のスタッフが協力し
ていかないと実現できないものです。最小限の人数で
最大限の力を発揮しようと、シミュレーションは緊迫
感漂うものとなりました。
また、机上のシミュレーションとは違い実際に各部
署に連絡したり、術前準備をしたり、手術室では器械
展開やモニタリング等を実際と同じように行うことで
一連の流れを実施者は体で、見学者は映像化し覚える
ことができます。
シミュレーション後は、合同で意見交換会を行って

緊急シミュレーション

表１ 超緊急帝王切開術の用語の定義
超緊急帝王切開術

決定から娩出までの時間

状況

搬入までの時間
（院内発生）

主な麻酔

超緊急Ａ

15 分

母児の救命

10 分

全麻

超緊急Ｂ

30 分

危機が迫っている

10 分

腰（硬）麻

表２ 超緊急帝王切開Ａの実際（2013 年）
診断名

分娩週数

時間（分）

児体重

AP

臍帯血

１

前期破水
臍帯脱出
ニ絨毛膜性双胎

35w3d

18 分

① 2074 ｇ
② 2128 ｇ

8/9
5/8

7.345
7.347

院外発生

２

前期破水
臍帯脱出
胎盤機能不全

40w6d

17 分

2946 ｇ

3/9

7.266

院外発生

SAGA National Hospital
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入院前に専任者が手術前説明、検査説明、入院時

2014.10

メンバーの選出

２．各職種からの入院時業務に係

オリエンテーションなどを行なうことで、患者・家

る現状報告と問題点の抽出

族が安全に安心して入院できるよう、質の高い医療

学

サービスを提供することを目的として入院支援セン

院支援センターの業務手順を含む管理基準の検討と

ターを設置する病院が増えています。当院でも、平

確認

成 26 年４月から看護師の事務的な業務をサポート

入院支援センター内の物品等の整備

する看護補助者（以下、看護クラークという）を新

に沿ったシミュレーションの実施と管理基準の修正

たに配置し、その業務の中で入院時に必要な書類準

を行い、７月１日より稼働を始めました。

３．先行施設の施設見

４．入院支援センター設置環境の確認

５．入

６．管理基準に沿った業務内容の検証

７．

８．業務手順

備や看護支援システムの入力、オリエンテーション

入院支援センターのスタッフは、入院支援センター

などを行なっていました。これらの業務は各病棟で

長１名、看護師２名、事務１名の計４名です。７月

個々に行っているため非効率であるとともに患者か

と８月の総入院患者 776 名のうち、係わった患者さ

ら相談や説明を求められても適切に対応できない事

んは、561 名でした。561 名のうち、薬剤科への鑑

などがあり、検討課題に挙がりました。そのため、

別依頼件数は 96 件、栄養への SGA シート提出 211 件、

入院時業務の効率化と患者サービスの向上を目指し

栄養指導依頼件数 11 件でした。その中でも、医師、

た「入院支援プロジェクト」を発足し、検討した結果、

看護師、薬剤科との間での取り決めが必要なところ

入院支援センターを設置したので紹介いたします。

は、その都度対応することが出来ました。まだ、開

入院支援センターを設置した目的は、１．入院さ

設したばかりであり、解決すべき問題は、いろいろ

れる患者にわかりやすく、効率的に説明が出来る。

出てくると思われますが、今後の状況を見ながら適

２．入院支援センターで入院受付をすることにより、

宜、検討・修正を行うこととしています。

患者が落ち着いて手続きができる。３．入院時に、

今後は、更なる質の充実を図りながら、取扱件数

薬の鑑別や服薬指導、栄養指導等が必要な患者にタ

の増加に向け、入院支援センターが一丸となって取

イムリーな対応ができる。４．入院時の説明等を一

り組んで行きたいと思います。なお、当院は現在外

元化する事で、病棟スタッフの業務軽減に繋がると

来管理棟改修中であり、２年後の新外来棟完成まで

いうことを目的としました。

にハード、ソフト両面からの整備を行ない、患者サー

目的を実現するために、以下のような手順で行い
ました。１．多職種による「入院支援プロジェクト」

SAGA National Hospital

ビスの向上と業務の効率化を図って行きたいと考え
ております。
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佐賀広域消防局との情報交換会

開催報告
経営企画室長

相島

成人

去る７月 22 日、当院会議室に於いて佐賀広域消防

的には診療科毎の受入体制の確認及び緊急時の処置

局副局長以下３名と管内の各消防署より７名の救急係

の指示に熱の入った意見が聞かれ、ある救命救急士

の皆様、当院からは院長、副院長、各診療部長、各診

の方より「分娩介助の救急隊対応の研修を隊員全員

療科医長、事務部長、看護部長、地域連携係長、看護

にお願いしたい。」との要望もあり早速、調整してい

師長等数多く参加した情報交換会を開催しました。

る状況です。

佐賀広域消防局との情報交換会は、平成 18 年度よ
り毎年７月に定期的に開催しておりましたが、平成

約 90 分と短時間ではありましたが、双方の意見調
整が図られた有意義な時間であったと感じています。

21 年度を最後に一時中断していたため、今回は５年

最後に、当院院長より「佐賀病院は平成 22 年度

振りの開催となりました。今回、開催となった経緯

９月より佐賀県周産期母子医療センターの指定を受

は昨年８月に地域連携室と経営企画室により、管内

け、また翌年３月に地域医療支援病院と認定されま

各消防署へ「当院への救急搬送時のご意見・ご要望

した。地域医療支援病院と言う立場から、開業医の

等の連絡」に訪問した際、救急隊員の方々から情報

皆様方にご迷惑をかけないよう努力している状況で

交換会の開催の要望を多く頂きました。また、救急

す。また消防局の皆様方には、今後も皆様のご協力

患者受入れについての問題点を広域消防局との間で

でより質の高い救急医療に貢献できればと思ってお

情報交換し、地域医療に貢献するためのより良い連

り、皆様の力をより発揮できる環境を整えたいと思っ

携を確保したい。との思いから今回開催となった次

ております。」とお礼の言葉を申し上げ、意見交換会

第です。

を閉会しました。

当日は、先ず当院から①年度別救急患者統計②医

今後も、地域医療支援病院として最大限の努力を

師専門分野③外来管理棟建替整備工事の概要につい

してまいりますので先生方におかれましては、入院

ての報告を行い、次に消防局より①消防課長挨拶、

が必要な患者様のご紹介を引き続きよろしくお願い

②救急の現況③消防局からの要望事項等について、

いたします。

多くの事例を交えた意見交換が行われました。具体

地域医療連携室へのお問い合わせ
電 話 0952-30-7141 内線（1808）

FAX 0120-872-882（連携室直通） Email renkei@saga-nh.hosp.go.jp
SAGA National Hospital
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10 月～ 3 月までの地域連携セミナーの予定をご案内します。

地域連携セミナーのお問い合わせは 地域医療連携室 まで TEL：0952-30-7141

回

開催日

担当診療科

回

89

開催日

10 月 27 日

外科

92

2 月 23 日

小児科

90

11 月 25 日

整形外科

93

3 月 23 日

内科

91

1 月 26 日

産婦人科

FAX：0120 872 882

担当診療科

７月 28 日の開催状況

テーマ：「ハイリスク児は誰がどのようにフォローアップした方が望ましいのか？」
講師：髙栁 俊光 第一診療部長（小児科）

回

開催日

42

10 月 24 日

医療安全について

43

11 月 28 日

乳房の治療と看護

44

１月 23 日

感染管理について

45

２月 27 日

大腿骨頸部骨折について

回

開催日

1

2

3

4

5

テーマ

担当

―正しく・安全に使えていますか？身近な医療機器―

医療安全・臨床工学室
５病棟

―今年も流行インフルエンザ、ノロウィルス対策―

１）家族看護
講師：田中千絵
９月 20 日（土）
２）在宅への移行
３）退院支援

―治療とリハビリテーション―

NST チーム・検査科
４病棟

テーマ・講師
聖マリア看護大学看護学部助教
佐賀病院 MSW
佐賀病院 副看護師長

下田薫
中島由美子

１）呼吸管理Ⅰ
講師：磯村直子 佐賀県医療センター好生館小児科
10 月 18 日（土） ２）ポジショニングと呼吸理学療法
講師：宮本久志 みさかえの園こども発達医療センター理学療法士
３）在宅で取り扱う医療機器
佐賀病院 臨床工学技士
石丸啓太

１）小児てんかんの基礎
講師：松尾宗明 佐賀大学医学部附属病院小児科
11 月 29 日（土）
２）気管切開、胃瘻などの適応とその管理
講師：大野康治 大分こども病院副院長（小児科）

１）小児の口腔ケア
講師：落合聡 聖マリア病院小児歯科診療部長
１月 17 日（土） ２）小児在宅の栄養管理
講師：上野佳代子 大牟田病院 主任栄養士
３）小児の皮膚・排泄ケア
佐賀病院 副看護師長
２月 14 日（土）

１）小児の感染症、予防接種
講師：松尾幸司 医療法人社団敬愛会佐賀記念病院小児科
２）在宅療養児の感染予防対策 佐賀病院感染管理認定看護師 執行えりこ

Forum

第４回
佐賀総合周産期フォーラム
SAGA National Hospital

池田真弓

平成 27 年３月１日（日）10：00 ～ 16：30
国立病院機構佐賀病院
場
周産期母子医療研修センター（27 年２月完成予定）

開催日時
会

2014.10
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平 成 26 年 ７ 月 25 日 金 曜 日 午 後 ２ 時 か ら ５ 時 ま

演奏家で、学校や病院な

で、当院外来受付ロビー周辺において「健康フェスタ

どに美しい音色を届け、

2014」を開催しました。

人々の心を和ませる旅を

この催しは、地域住民の方々に健康に対する意識を

されています。当院では

さらに向上していただくことと当院をより身近に感じ

１時間ほどの演奏でした

て利用していただくことを目的として２年前から院内

が、背振の自然の情景が

で開催するようになり、今年で３度目となりました。

脳裏に蘇るような澄んだ音色で、来場された方々も心

５月の連休明けから実行委員会を立ち上げ、何度と

地よく耳を傾けておられました。又、お見舞い等で病

なく打ち合わせを重ね、健康に関する体験コーナーや

院を訪れた人も会場で暫し足を止められ、多くの聴衆

測定コーナーなどを院内の各部署ごとに担当を決め、

が聴き入っていました。

それぞれが独自に工夫を凝らし、住民の皆様のお役に
立てるイベントを企画しました。

その後、外来診察室を利用し、血管年齢や骨密度な
どの測定コーナー、お薬や栄養などの健康相談コー

また、多くの方にこの催しを知ってもらうために広

ナー、感染防止手洗いや妊婦などの体験コーナー等を

報にも力を入れ、近隣の自治会や公民館、公的機関に

実施し、多くの方が立ち寄られ当院の職員に熱心に質

対しポスターの掲示やチラシの配布をお願いし、地元

問され、住民の方々の関心の高さを感じることができ

のラジオ局には番組のイベント情報コーナーで告知し

ました。

てもらうことも依頼しました。

また、16 時からは大会議室において、佐賀大学医

当日は、午前中の外来診療が終了した午後１時から

学部泌尿器科の魚住二郎 教授による特別講演『尿路

外来受付前及びその周辺の外来診療室において、関係

結石：最新の治療と予防法』を実施していただきまし

職員が総出で会場の設営に臨み準備を進めました。

た。こちらの方も会場は入りきれないほどの聴衆で、

定刻の午後２時には外来ロビーに多くの来場者がお
出でいただき、関係する職員も多数詰めかけました。

魚住先生の気さくで分かりやすい病気の解説にメモを
取る住民の方もおられ、大変有意義な講演でした。

院長の挨拶に引き続き、オープニングコンサートとし

当院は、これからも地域において住民の方々に対し

て今年初めて出演をお願いした “Shana（シャナ）” の

安心して暮らしていただける医療機関を目指していき

お二人によるギターとオカリナの演奏で幕を開けまし

ます。来年も更にお役に立てる催し物を企画いたしま

た。お二人は背振村在住のご夫婦で活動されている

すので、更なるご支援の程よろしくお願いいたします。

“Shana（シャナ）” によるオープニングコンサート

外来診察室前での各種健康相談コーナーの様子

眼 科 医 師 堀

聡子

退任

就任

医療職（三）

退任

就任

医療職（一）

佐賀大医学部泌尿器科の魚住教授による特別講演

看 護 師 長 西田

友子

小 児 科 医 師 川崎

看 護 師 長 下川

祥平

達也

SAGA National Hospital
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■■ 外来診療担当医表

国立病院機構

受付時間 午前８時 30 分～ 11 時 30 分
但し、整形外科は 11 時迄

曜日

月

火

水

木

金

島・江島
門司・大谷
荒木

島・加藤
門司・貞松
大谷

江島・大谷
荒木

江島・加藤
門司・貞松

江島・加藤
貞松・荒木

島

加藤

大谷

加藤

加藤

糖尿病・内分泌内科

江島

貞松

江島

江島

江島

呼吸器内科

門司

診療科
一

般

内

科

肝 臓 内 科
一般内科（特殊専門外来）
小

消化器内科

大谷

循環器内科

消化器内視鏡検査

ＥＳＤ外来
（消化器内視鏡治療）
児

門司
禁煙外来

大谷

尾関

加藤

尾関

荒木・角田

科 髙栁・当番医 髙栁・当番医

小 児 外 科

門司

検査日
加藤

長崎大学
消化器内科
当番医

第２・４好生館医師

小児科（検診・特殊外来）

心 臓 血 管

腎

乳

腺

休診

山口・岡田

Ｗ Ｏ Ｃ 外 来
（ストーマケア・スキンケア）

泌

尿

膚

産婦人科

婦

鈴木

鈴木

器

科

髙木

佐藤

麻

古場

白井

田中・野見山 川崎・内野
科
内野
德永

超音波外来

胎児心エコー
外
来
射

人

線

眼
耳

日髙

科

産

放

原・（滝田）

外

科

鼻

咽
酔

喉

第 4・大野

中島

山口・大久保

休診

予約制
予約制 診療 14：00 ～ 16：00
第１・３・５水曜日
診察 10：00 ～ 12：00（第２・４水曜）11：00 ～（第 4 金曜）
予約制
〃

診療 14：00 ～ 15：00
診療 15：00 ～ 16：30

予約制

診療 14：00 ～ 15：00

予約制

診療 9：00 ～ 17：00

予約制

診療 14：00 ～ 17：00

予約制

診療 14：00 ～ 17：00

第 2 木曜日

予約制 診療 9：00 ～ 12：00
佐賀大学医学部より

第 2 木曜日

予約制 診療 14：00 ～ 17：00
佐賀整肢学園より

第 1 第 3 火曜日

受付 13：30 ～ 14：00
14：00 ～

※ 乳腺新患の受付は 10 時迄。10 時以降の患者
さんは翌日以降の結果説明となります。

皮膚排泄ケア 予約制 受付 8：30 ～ 11：30
認定看護師 第１・第３・第４金曜日

日髙
滝田

原・（滝田）

古場

白井

原
滝田

毎週金曜日原医師の診察は予約・紹介のみ

古場

毎週木曜日のみ

休診

鈴木

鈴木

髙木

佐藤

髙木

中橋・德田 野見山・田中 德田・中橋
川崎
徳永
内野
野見山
西川

川崎

德田

内野

中橋

田中

科

休診

大学医師

休診

休診

大学医師

大学医師

小児科の乳児検診予約受付は毎日（午後１時から 3 時まで）医事にて受付けています。
皮膚排泄ケア認定看護師は池田です。
SAGA National Hospital

受付 8：30 ～ 11：30
禁煙外来は毎週火曜日 14：00 ～ 16：00（予約制）

円城寺・中島 大久保・岡田 円城寺・中島 毎週（火曜日）は午前中より手術のため休診

科

科

受付 8：30 ～ 11：30

予約制
実 施

科 岡田・阿比留 岡田・阿比留 岡田・阿比留 岡田・阿比留 岡田・阿比留

科

受付 8：30 ～ 11：30

予約制 診療 14：00 ～ 17：00
佐賀大学医学部より 第 5 がある場合は休診

江頭・西川
舩越・中村
岩永・宮村
休診

特殊専門外来は下記のとおり。

髙栁・当番医 西川・当番医 検診・特殊外来は下記のとおり。

第 1・第 3
石井

科 大久保・岡田

皮

大谷

第 2・岡

外

成

検査日

第 2・大学医師

予 防 接 種

形

大谷・荒木

髙栁

アレルギー

小 児 神 経

考

宮﨑（大学医師） 受付 8：30 ～ 11：00

大学医師

小 児 慢 性

整
形
外
科
リハビリテーション科

尾関

髙栁
臨床心理士

発 達 外 来

備

予約制 受付 8：30 ～ 11：00
第 4 又は第 5 火曜日

井上・江頭
髙栁・西川
宮村・舩越

未熟児検診

児

加藤

江頭・井上
中村・岩永
舩越

乳 児 検 診

小

加藤

第４又は第５
大学医師

神 経 内 科
腎 臓 内 科

大谷

佐賀病院

〒 849-8577 佐賀市日の出一丁目 20-1
TEL：0952-30-7141  FAX：0952-30-1866
平成 26 年 10 月 1 日現在

大学医師

毎週（水曜日）は午前中より手術のため休診
受付 8：30 ～ 11：00

助 産 師 に よ る 保 健 相 談 8：30 ～ 11：30
助産師による母乳育児相談 13：00 ～ 16：00
予約制

診療 14：00 ～

予約制

診療 14：00 ～

受付 8：30 ～ 11：30 診療 9：00 ～（検査 8：30 ～）
※ 初診は 11：00 まで
受付 8：30 ～ 11：30

診療 10：00 ～

