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私 た ち の 誓 い

一、最善の医療を　やさしさと思いやりをこめて捧げます

一、地域の信頼の上に　新しい保健　医療　福祉の輪を拡げます

一、歴史と伝統を胸に　中核病院としての責任を果たします

一、それぞれが謙虚で誠実な品性を育て　友愛で結ばれた院風をつくります

一、先ず自らの健康に努め　使命に役立つ心と　知識と　技術を磨きます

1990年8月18日制定(病院創立95周年記念）



行　動　規　範

[一社会人として］
　１．私たち職員は、理想を目指す人間の一人として、自らの欲望、無知、怒りに基づく

行動を厳しく慎み、諸悪を憎み、公正で中庸の道を歩みます。
　２．私たち職員は、自らを修め、教養と品性の練磨を持続します。
　３．私たち職員は、法を遵守し、反社会的行為や思想には毅然とした姿勢で臨み、その

ような組織・集団とは関係をもちません。
　４．私たち職員は、地域社会への貢献を率先垂範し、他の社会人の模範となる行動をと

ります。
　５．私たち職員は、国際人として、グローバルな観点に立ち、広い知識をもって、環境

問題や人類愛に目を向けた努力をいたします。

[一医療人として］
　６．私たち職員は、すべての病める人、悩める人、心配している人に、等しく慈しみの

心をもって接します。
　７．私たち職員は、患者さんやご家族の言葉に真剣に耳を傾け、相手の意思を尊重し、

自らの行動に照らしてみる努力を行います。
　８．私たち職員は、患者さんとの専門的支援関係を最も重視し、職員相互の専門性を

尊重し、その連携・協働のもとに職責を果たします。
　９．私たち職員は、自己の偏見や先入観を排し、患者さんをあるがままに受け入れ、患

者さんの自己決定やプライバシーを尊重します。
　10．私たち職員は、単なる病気のキュア（cure）にとどまらず、患者さんやご家族への思

いやりをこめた全人的なケア（care）を行います。
　11．私たち職員は、患者さんやご家族に対し、分からないものは分からないと言える十

分な知識をもち、見えないもの・神秘的なものをも無視しない謙虚さを持ちます。
　12．私たち職員は、医療や福祉のために誠心誠意尽くしても、それを恩に着せたり、見

返りを求めるような行為は絶対にいたしません。

[一組織人として］
　13．私たち職員は、どこにあっても、太田綜合病院の職員であるという矜恃を保ち、教

養と品性をもって行動します。
　14．私たち職員は、太田綜合病院の担い手としての自覚をもち、業務上必要な知識の研

鑽、担当業務や経営の改善に向けた努力を怠りません。
　15．私たち職員は、太田綜合病院の一員として、連帯感、帰属意識、意思疎通に心を

配り、働きがいのある職場環境づくりに努めます。
　16．私たち職員は、後進の指導に熱意をもって当たり、太田綜合病院の美風を継承して

いく努力を持続いたします。
　17．私たち職員は、職務関連の法令を遵守し、不正を行わず、高い倫理観と責任感をもっ

て職務に精励します。
　18．私たち職員は、太田綜合病院の関連先との関係を、公正かつ信頼の上に成り立つ

ものといたします。
　19．私たち職員は、地域社会との良好なコミュニケーションを図り、必要な情報は積極

的に開示し、また、個人情報や職業上知り得た情報の管理には厳正に臨みます。
　20．私たち職員は、思慮深い判断と情報の分折を常に心がけ、大胆に将来計画を考え、

絶えず改革向上に努めます。
2005年10月14日制定（病院創立110周年記念)
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ごあいさつ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　一般財団法人 太田綜合病院
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長　堀　江　孝　至

　毎年、恒例となっている太田綜合病院学会は、本年で第19回目を迎えます。
　この学会は、財団法人設立記念行事として毎年実施されていますが、本年度の病院
学会の「テーマ」は、継続的に掲げられている「新しい時代のニーズに応える太田綜
合病院とは」で、一般演題、特別演題が企画されています。各部門からの発表を期待
して拝聴したいと思います。
　昨年（平成25年）の第18回は、公益法人制度改革に伴い太田綜合病院が「一般財
団法人」に移行した初年度の学会となりましたので、法人側から新法人に関する「特
別レクチャー」3題の講演をいたしました。その中で、平成25年8月に「社会保障制
度改革国民会議報告書」が安倍総理大臣宛に提出されたこと、背景には世界に類を見
ない少子高齢化社会の進展や、1970年代から直線的に増加を続け遂に100兆円を突破
した社会保障（年金・医療・福祉その他）給付費の問題があること、などに触れ、そ
れを踏まえて「地域包括ケアシステムを構築し、地域で必要な医療を確保する」こと
が閣議決定されていること、等の話を致しました。
　私が当法人に参画した時に、非常に印象深く受け止めたのは、創立110周年記念誌
で「保健・医療・福祉は人間の一生にとって不可欠のもの、それらに一貫性を持た
せるべき」と述べておられる、故太田緑子名誉理事長のお言葉でした。そして太田
綜合病院は既に「地域における包括医療供給体制」が確保されている事実でした。し
かし、我が国の少子高齢化の経年的な進展に対して、当法人が「既存の施設で現状維
持」で対応することは出来ません。東日本大震災と原発事故後に直面し続けている各
種医療職の要員不足の影響も深刻ですが、当法人附属施設のあるべき姿、方向性を確
立すべく対応を進めたいと思います。職員の皆様のご理解、ご協力をお願い申し上げ
ます。



ごあいさつ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第１９回太田綜合病院学会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実行委員長　迎　　愼　二

　３年連続実行委員長を仰せつかりました。従来２年間が慣例のようになっていまし
たが、諸事情により今年もお引き受けすることになりました。アンケートでは、本学
会は隔年開催が良いという意見もありますが、大勢の職員が一堂に会する機会はこの
病院学会だけです。時間の都合上、多数の演題を発表していただくのは困難でありま
す。毎年開催すれば多くの職種より多彩な演題を拝聴する機会が多く得られます。医
師だけでなく、多くの職種がそれぞれの研究会や学会で学術活動をしていることが、
学術年報から知ることができますが、中身までは把握できません。この機会を通じ
て、他の部門の人たちはどんな研究をしているのか知ることができます。規模が大き
くなればなるなるほど、一体感が希薄になっていきます。大企業病に陥らないように
するためにも、病院学会の意義は大なるものがあります。
　今回もテーマは「新しい時代のニーズに応える太田綜合病院」としました。国の医
療政策を見据えながらも、地域の中核病院としての役割をしっかり果たしていくため
に創意工夫、迅速実行が求められます。サブテーマ「新たな挑戦」とした所以です。
　病院学会に先立って病院セミナーがありますが、例年より１５分遅らしました。午
前中の業務のため間に合わないという声に応えました。「安全管理、感染管理、保険
診療」について基礎知識をしっかり学んでください。
　学会スケジュールがタイトになりましたが、一般演題５題と特別演題（血液内科　
神林裕行先生）を盛り込むことができました。質疑応答の時間も十分取りましたの
で、活発な討議を期待します。



プログラム

開　会［14：30］

挨　拶  理事長 堀　江　孝　至

  実行委員長 迎　　　愼　二

第Ⅰ部　一般演題［14：45］

　　　　　　　　　　座長 太田熱海病院 副院長 松　枝　久　雄

 太田西ノ内病院 看護部長室 三津石　恵　子

　１　短腸症候群に対する栄養管理の重要性
 太田西ノ内病院 臨床研修医 大久保　義　徳

　２　働き続けられる労働環境をめざして －看護職の育児支援の取り組み－
 太田西ノ内病院 看護部 佐　藤　由佳子

　３　運動指導室の「これまで」と「これから」への挑戦
 太田西ノ内病院 総合リハビリテーションセンター 
  運動指導科 佐久間　貞　典

　４　臨床検査部業務改善検討委員会の取り組みについて
 太田熱海病院 臨床検査部 米　倉　めぐみ

　５　ＭＲＩ　－新しい画像表現への挑戦－
 太田西ノ内病院 放射線部 関　根　理　沙

休　憩

第Ⅱ部　特別演題［16：00］

　　　　　　　　　　座長 太田熱海病院 副院長 松　枝　久　雄

 太田西ノ内病院 看護部長室 三津石　恵　子　

　医療ニーズにどう応えるか血液内科医の立場で考えてみる
－勤務医の私的感慨－

 太田西ノ内病院 血液内科 神　林　裕　行

閉　会［17：00］
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第Ⅰ部　一般演題

演題１　『短腸症候群に対する栄養管理の重要性』
太田西ノ内病院　臨床研修医
　○大久保 義徳　山口 和哉　野口 典男　今村 秀道　吉武 健一郎　井上 裕道　向井 康浩

　短腸症候群とは、広範な腸管切除の結果、栄養素の吸収に必要な小腸長が不足し、標準的な
経腸栄養では水分、電解質、必要栄養素、微量元素、およびビタミンが不足する病態である。
そのため、経腸栄養以外に経静脈栄養などのサポートが必要となる。また栄養管理において
は、臨床病期と病態にあわせて、栄養状態を適切に評価することが重要である。栄養管理の目
標は、いかに経静脈栄養から離脱するかにおかれており、経口摂取のみでの社会復帰が可能か
どうかや、在宅経静脈栄養の併用の必要性なども検討していかなくてはならない。
　今回、我々は消化管穿孔に伴い短腸症候群となった症例を経験し、栄養評価・管理につい
て検討した。症例は30歳代男性。Crohn病の既往を持ち、前医にて治療経過中に腹膜炎を発
症し2mの小腸切除を施行された。その後、当院でインフリキシマブによる治療を開始された
が、小腸潰瘍部より小腸穿孔を来たし、緊急手術が施行された。手術により小腸ストマが造
設され、残存小腸は100cmとなった。入院期間中の栄養評価項目としては、日本静脈経腸栄養
学会が推奨する客観的栄養評価の中から、血清アルブミン、プレアルブミン、トランスフェ
リン、トリグリセリド、コレステロール、電解質（血清Na、K、Ca）、微量元素（血清Mg、
P、Fe）を用いた。さらに、食事摂取量や飲水量、輸液量、尿量、体重も観察項目として加え
た。症例は、術後早期に経口摂取が可能となったが、栄養素の吸収は不十分で小腸ストマから
の排泄も多量なため、水分や必要栄養素、電解質、微量元素などの維持に、経静脈栄養の併用
が必要であった。各評価項目を参考に、補液内容の調節および再評価を繰り返した。状態が安
定した後は、社会復帰を念頭にいれ、夜間のみの間歇的投与へと移行し、在宅経静脈栄養を導
入して、入院67日後に退院となった。
　一般に、栄養状態の評価をすることは難しい。短腸症候群においては、さらに困難を極め
る。本症例では、残存小腸が短く、かつ大腸機能の喪失もあり、経静脈栄養からの離脱は困難
であった。しかし、今回の症例に対して用いた評価項目は、栄養評価をするうえで適切なもの
であったと考えられる。短腸症候群では、臨床病期に対応した厳密な水分管理や、適切な栄養
評価・維持をしていくことが重要であることを経験できた。
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演題２　『働き続けられる労働環境をめざして
－看護職の育児支援の取り組み－』

太田西ノ内病院　看護部
　○佐藤 由佳子　岩崎 敦子　遠藤 めぐみ　安中 みい子

【はじめに】
　わが国では少子高齢化に伴い、働く人口（生産人口）の減少や職種の多様化、欧米諸国の文
化的影響などによる女性の社会進出が、目覚ましく進んでいることは周知の通りである。そう
した中で、「仕事と生活の間で問題を抱える人の増加」「少子化対策や労働力確保」が社会全
体の課題となったことから、「個人の生き方や人生の段階に応じて、多様な働き方の選択を可
能にする必要」が生じた。加えて、仕事と家庭の両立志向は年々高くなってきており、「子ど
もができても職業をずっと続ける方が良い」といった意見が増加し、平成20年度統計では、共
働き世帯が夫のみ働いている世帯を上回った。しかしながら、女性と妊娠・出産といったライ
フイベントは切り離すことができない上、育児の主体は女性であるとの意識はまだ根強く、出
産後も働き続けるために多大な労力を費やしていることも事実である。
　従来、「看護職はフルタイム勤務をして一人前」といった考えが強く、個々の生活よりも専
門職として仕事を優先させることを求められ
る傾向にあった。しかし、18歳人口の減少に
より新たな看護職の増加が望めない状況であ
るうえ、看護職の離職理由が「結婚・出産・
育児」などのライフイベントが上位を占めて
いること、資格を持ちながらも看護職として
働いていない潜在看護師が多数存在している
ことなどから、看護職の働き方に対する考え
方は変化してきている。質の高い看護を提供
するためには、看護職員の確保や経験豊かな
看護職員の定着、出産後も働き続けられる職
場環境を調整することは重大な課題となって
おり、仕事と生活の調和（WLB）の考え方
が重要視されることとなった。
　WLBは「仕事と生活の調和」とされ、女
性だけに対する考え方ではなく、性別に関係
なく働く人全てが対象となるが、看護職は職
務の特徴として24時間体制で夜勤が存在する
ため、生活が不規則になる上、育児の上で仕
事継続の困難感を生みだしやすい。そこで今
回は、看護部の「看護職員が妊娠・出産後
に、育児をしながら働き続けられる環境作
り」の取り組みについて紹介する。

離職理由（2011年日本看護協会調べ）
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【当院の取り組み】
　育児短時間勤務制度は2009年に法律化されたもので、生後3歳未満の子どもを養育する労働
者に対し事業主に義務づけられたものであり、正規職員のまま、原則1日6時間の労働となって
いる。深夜業制限制度は、6歳未満の子どもを養育する労働者の申請によって、午後10時以降
の勤務を免除できるというものである。
　当法人でも、2010年より育児短時間勤務制度と深夜業制限制度をいち早く取り入れ支援して
いる。加えて、小学校就学前まで年間5日間子の看護休暇も認めている。ただし、育児短時間
勤務制度利用の場合は、給料及びボーナスは30％カットとなる。
　これをうけ、看護部も働きやすい職場作りのために、妊娠29週以降の夜勤免除や復職2ヶ月
前に働き続けられるための面談を行い、配属部署などを考慮している。また、配属部署に意向
を伝え、制度を利用する看護職に対して支えあう環境作りの理解を得るように働きかけ支援し
ている。
　実際に、育児休職は利用期間の長短はあるものの、産休後の職員の殆どが利用している。こ
こ数年、毎年の出産数は40名前後である。その中で、育児休職を取得している看護職員はほぼ
100％であり、育児短時間制度利用者も半数を超え、毎年増加の傾向にある。また、看護職の
場合、多くの部署で3交代による夜勤が課せられるため、深夜業制限制度の利用は確実に増加
している。特に、時間外の発生しやすい部署の看護職員は、育児休職に引き続き、育児短時間
勤務制度の利用に移行していることが少なくない。育児短時間勤務制度や深夜業制限制度を利
用することで、夫の転勤などやむを得ない理由を除き、離職した職員は殆どいない。当院で
は、子どもを持つ看護職員が全体の半数以上を占め、これは制度の導入が子育て支援の一端を
担っているともいえる。

　制度を利用した、あるいは利用している職員の思いについては、平成24年に実施した当院看
護部の「制度を利用した看護師の思い」に関する研究結果が報告されている。それによると、
制度を利用した多くの看護師は、「他のスタッフも忙しい中、仕事を残していくのは気が引け
ることであり、中途半端になってしまう」、「夜勤をやらない事で、他のスタッフの負担が増
えており申し訳ない」と感じていた。一方、多くの看護師が、「業務内容への配慮と周囲の協
力を得ることができ、短時間の勤務の中でも充実感を得ており、制度は有難い」と感じている
という結果も得られた。しかし、中には、短時間勤務なのに、フルタイムのスタッフと同様に
患者を担当することで、勤務時間内で終業できず、「負担である」との思いを抱いていた看護
職員もいた。

出産数に対する育児短時間勤務制度取得者率 育児休職後の制度利用状況
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　制度を利用している看護職員が満足を得るた
めには、残った仕事を依頼できるような職場の
雰囲気や、仕事量及び仕事内容の選択など、時
間通りに終業できるような環境作りが必須であ
る。一方で、短時間勤務者から引き継いだ後の
仕事や夜勤回数の増加、特に日勤の残務を終え
た後の深夜勤務など、周囲のフルタイムの看護
職員に負担がかかっていることは否めない。
　制度利用看護師を受け入れる所属全体の理解
は必要であるが、制度利用看護師自身も、制度
の意味をよく理解し、時間通りに終業できるよ
うな工夫や、周囲への働きかけをする努力も重要ではないかと考える。
　矢加部1は、「日頃から制度利用者は周囲に支えてもらっているという感謝の気持ちを表
し、お互いが認め合って働ける環境作りが必要」と述べている。制度を利用するものと受け入
れるスタッフの人間関係が良好で、「お互い様」の気持ちを持たなければ、制度の有効活用は
できないといえる。

【おわりに】
　平成26年度の看護部方針は「共に学び合い、支え合う愛のある看護部」である。「支え合
う」は誰一人孤独にならない様、人手の必要な所には、人手を出せるところが支援する、子育
ての人には子育てが終わった人が支援する、他の職種の力も借りたり、時には貸したりできる
組織をめざし、働きやすい環境をお互い支え合いながら作り上げたいとの気持ちから出たもの
である。今後は、制度利用者の満足を向上させるとともに、制度を利用しない周囲のスタッフ
にも負担がかからないような環境作りを行っていく必要があると考える。今後も努力し、共に
学び合い、支え合う看護部を目指していきたい。

引用文献
1） 矢加部尚子：働きやすい職場作りのために　～看護補助者の導入と多様な勤務時間、2交
代3交代混在型勤務、育児短時間勤務の導入～, 全自病協雑誌, 51(5), P.684-691.

夜勤可能看護師数の年次推移
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演題３　『運動指導室の「これまで」と「これから」への挑戦』
太田西ノ内病院　総合リハビリテーションセンター　運動指導科
　○佐久間 貞典　加藤 敏徳　増子 美樹　星野 武彦

【はじめに】
　今回は、当財団職員各位に運動指導室をより身近なものに感じられるように、先ずは「これ
まで」について運動指導室設立の経緯や研究報告の歴史、そして現在の業務内容も含めて簡潔
に紹介する。
　さらに、未来へ向けた「これから」について、現在当室で取り組み始めている「新たな挑
戦」の部分を報告する。

【これまで】
１． 運動指導室の成り立ち
　1975年10月「糖尿病センター」が発足。糖尿病治療の3本柱の一つと言われる運動療法の指
導の為、まだ珍しかったトレッドミルや各種運動機器を備えた運動指導室が誕生した。当時は
糖尿病の運動療法に関して専門施設を備えた病院は無く、日本初の試みでもあった。

２．運動指導室の業務
　現在、総合リハビリテーションセンターに所属する運動指導室は、太田西ノ内病院を軸に、
太田熱海病院、老健桔梗、太田看護専門学校、桔梗保育園、熱海桔梗保育園と当財団全ての施
設において、治療、健康増進および教育活動等に携わっている。

３．日本糖尿病学会における研究報告活動
　これまで我々は日本糖尿病学
会での研究報告を積極的に行っ
てきた。
　太田西ノ内病院での臨床経験
を中心に、1987年より毎年欠か
す事無く、糖尿病運動療法に関
する報告を行っている。(表1）
　なお、太田綜合病院院内学会
当日は、これまでに報告してき
た演題の中から、糖尿病患者
のみならず、当財団職員の健康
作りにも有用な1.ラジオ体操、
2.Wii Fit PLUSの運動効果につ
いて解説する。

年 タイトル
1987年 50％ないし60％VO2maxを目標とした運動負荷の代謝層に及ぼす影響
1988年 神経伝道速度・心拍変動係数に及ぼすトレーニングの影響
1989年 小児糖尿病患者の発育と発達に関する研究
1990年 1日の運動量と血糖日内変動の成績－万歩計を運動量の指標として－
1991年 糖尿病患者の無酸素性作業閾値（AT）
1992年 運動処方における喚起性作業閾値（VT)の応用
1993年 運動負荷時の糖・脂質代謝に対する加齢の影響
1994年 運動負荷試験における血圧高反応群の臨床的背景
1995年 糖尿病患者の運動指導後における運動実施状況
1996年 運動療法長期継続者の臨床経過

糖尿病運動療法としての筋力増強運動（急性効果についてAEとの比較）
1997年 ゴルフ練習の糖尿病運動療法としての効果
1998年 糖尿病治療薬使用量に対する運動療法の影響－入院患者を対象に
1999年 ゴルフ練習の糖尿病運動療法としての効果（消費エネルギーを中心に）
2000年 簡易乳酸測定器を用いた運動強度決定の試み
2001年 糖尿病患者の血糖コントロールに及ぼす短時間高強度運動の影響
2002年 糖尿病運動療法としてのストレッチングの効果
2003年 糖尿病患者の呼吸循環応答・糖代謝に及ぼす歩行スピードの影響
2004年 糖尿病運動療法としてのラジオ体操の効果
2005年 超速効インスリン治療者における運動実施時間帯の検討
2006年 糖尿病運動療法としての雪かきの効果
2007年 無酸素性作業閾値（AT）強度の運動が食後血糖変動に及ぼす影響について（第１報）

糖尿病運動療法としての家事労働の効果
2008年 無酸素性作業閾値（AT）強度の運動が食後血糖変動に及ぼす影響について（第２報）
2009年 無酸素性作業閾値（AT）強度の運動が食後血糖変動に及ぼす影響について（第３報）

バイオインピーダンス法による体組成測定結果の有効活用について（第１報）
2010年 肥満2型糖尿病患者に対する運動指導の長期治療成績
2011年 長期運動継続者の血糖コントロールと体型・体力の推移（第２報）

家庭用体験型ゲームWii Fit Plusの運動効果
2012年 当院長期運動継続者における治療薬の処方内容の変化
2013年 東日本大震災による影響調査

運動療法による血糖変動の予測能力の評価（第１報）
2014年 DPCを採用した地域中核病院における糖尿病教育入院の教育効果

～運動療法実施前後の血糖値予測能力からの検証（第１報）～
運動療法実施時の水分摂取指導についての一考察

表１　日本糖尿病学会　報告演題録
（一部東北地方会のみの報告も含む）
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【これからへ向けた新たな挑戦】
１．「新しい運動メニュー」の開発
　運動指導室は、利用期間の制限が無いため、利用した患者または運動処方を受けた患者が長
年飽きることなく、楽しく行える運動療法に取り組める環境整備に力を注いでいる。
　そして、近年新しい運動メニューの開発にも積極的に取り組んでおり、現在では約４０種類
を超える運動プログラムの提供が出来るまでになった

２．「科学的根拠に基づく糖尿病診療ガイドライン2016」の策定・評価
　（一般社団法人）日本糖尿病学会からの依頼事業である「科学的根拠に基づく糖尿病診療ガ
イドライン2016年版」の策定・評価に、本年7月より取り組み始めた。今回、運動指導室が担
当する項目は「運動療法」である。 （2016年5月上梓予定)

３．「体型・体力の指標と各種検査結果のデータベース」の作成・運用
　太田西ノ内病院 糖尿病センターの関連部署と共同作成した、当院糖尿病患者における体
型・体力の指標と各種検査結果のデータベースの運用を2013年より開始した。
　体型のみならず、運動能力も加味したマルチなデータ解析が出来るデータベースは希少であ
り、今後の糖尿病治療に役立つ解析結果が期待される。

４．「病状確認シート」の作成・仮運用
　現在、運動指導室認定リスクマネージャーを中心に、運動中の突然死や転倒・骨折などの事
故を未然に防ぐため、各種学会ガイド
ライン等（表2）を参考に「病状確認
シート」（表3）を作成し、仮運用を
始めた。
　先ずは、2014年１月の太田西ノ内病院
の電子カルテ化に伴い、太田西ノ内病
院にて運動処方が出された患者の各種
検査データを集約し、体型・体力以外
の点でハイリスクポイント（要注意・
要観察点）の有無を割り出している。
　その患者情報を運動指導科スタッ
フ全員で共有することにより、より安
全・安心な運動環境の提供にも努めて
いる。

表２　「病状確認シート」作成のために
参考にした各種ガイドライン等

運動中の心臓突然死の防止のために
　・心臓突然死の予知と予防法のガイドライン2010年改訂版
　・2012年版動脈硬化性疾患予防ガイドライン
　・高血圧治療ガイドライン2009
　・NYHA分類
　・東北大学CHART研究
脳卒中予防のために
　・脳卒中治療ガイドライン2009
骨折予防のために
　・骨粗鬆症の予防と治療ガイドライン2011
糖尿病合併症発症・進展予防のために
　・糖尿病治療ガイド2012－2013
　・CKD診療ガイド2012
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【まとめ】
　運動指導室は、これまでの歴史を踏まえた上で、これからの時代のニーズ合わせたより良い
サービスや教育の提供に努めて行きたい。

表3
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演題４　『臨床検査部業務改善検討委員会の取り組みについて』
太田熱海病院臨床検査部
　○米倉 めぐみ　田村 清子　石井 佳代子　鈴木 稔　北島 明子　八巻 翔子　松本 幸男

【はじめに】
　臨床検査部業務改善検討委員会は、平成23年10月に発足し、日常業務の現状や問題点を把握
し業務改善を組織的かつ継続的に行っていく目的で活動している。今回私たちは、平成23年度
から平成26年度の約4年間に、臨床検査部内で行われた当委員会の活動内容をまとめたので報
告する。

【活動内容】
　当委員会では、アンケートによる業務改善事案の募集と5Ｓ活動により、臨床検査部の業務
改善を行っている。今回は、業務改善・5Ｓ活動についてのスタッフの意識調査も行った。
１．事案募集による業務改善
　臨床検査部スタッフ全員を対象に、業務の改善事案について年1回アンケート形式で募集を
行う。アンケート回収後の業務改善の流れは次のとおりである。
　①提案内容を「業務の効率化、整理整頓、環境・設備、その他」に区分　②業務の問題点を
洗い出す　③優先順位を検討　④各部署の担当者に提案内容を割り当て、問題解決に向けて改
善策を検討　⑤業務改善の実行　⑥担当者が問題解決後、プロブレムシートに記載し技師長に
提出　⑦改善事項の検証　

２．5Ｓ活動
　月間目標を掲げ、2ヶ月に1回5Ｓチェック表を用いて各部署をラウンドし採点している。評
価方法は5段階とし、評価基準が個人によって差がでないようにするため項目ごとに評価基準
を設けた。ラウンド後問題点を洗い出し、改善を促した。

３．業務改善・5Ｓ活動におけるスタッフの意識調査
　アンケートによる調査を行った。

【活動報告】
１．業務改善事案の募集について
　改善事案別件数を年度別にグラフに示した。（図1）

　改善案は、業務の効率化、整理整頓に関する事案が多かった。以下に事例を提示する。

図1.　改善事案別件数
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◆業務の効率化　（日当直業務）
提案内容：日当直時の業務内容に個人差が出ないようにするため、定期的にマニュアルを

確認し、更新してもらいたい。
 基本知識の再確認のため、日当直業務の勉強会を行ってもらいたい。
解 決 策：各担当部署で検査マニュアルの見直しを行い、変更があった検査については内

容を更新した。
 臨床検査部内で、日当直時の検査項目についての勉強会を定期的に行い、知

識や技術の平準化を図った。
検証結果：日当直時に業務の不安感は軽減し、検査の質が向上した。
◆整理整頓
提案内容：検体外注検査の試験管や依頼書、伝票がどこにあるのか分かり難いので、整理

したい。
解 決 策：外注検査の会社ごとに色分けを行った。外注の試験管名と検査項目を棚や箱に

ラベル表示し、棚のラベルに合わせて試験管の箱を置いた。
 依頼書や伝票は、レターケースを利用し、種類別に名前を付けて整理した。
検証結果：試験管、依頼書、伝票などを、外注会社ごとに色分けしラベル表示されている

ので分かりやすくなり、業務の効率が上がった。
◆環境・設備
提案内容：人間ドックの肺機能検査の際に、窓際のパソコン画面が光ってしまい、患者情

報や測定画面が見えにくいので、改善してもらいたい。
解 決 策：施設課に申請し、窓にロールカーテンを取り付けてもらい遮光した。
検証結果：肺機能検査の際に、パソコン画面が見えやすくなり患者情報や測定値の確認が

しやすくなった。
◆その他　（患者サービス）
提案内容：人間ドック、健診業務の心電図検査時に、受診者から電極が冷たいという意見

があり改善したい。
解 決 策：心電図検査時に、胸部電極に付けるエコーパドを湯たんぽで保温することで冷

たさを軽減させた。
検証結果：心電図検査時に電極装着時の冷感が軽減したことで、健診受診者からは温かく

なったと好評な意見を頂き、サービス向上に繋がった。

２．5Ｓ活動について
　平成25年10月から平成26年8月までの部署
別5Ｓ達成率をまとめた。（図2、図3、図4）
達成率は、各部署の評価項目全てが満点の場
合を100％とした。5Ｓラウンド開始当初は検
査部内に不要な物が多く棚や備品などの表示
がなかったため評価点数は低い部署が多かっ
たが、定期的に5Ｓラウンドが行われ様々な
業務改善を進めた結果、5Ｓラウンドの評価
点数は徐々に高くなり達成率が上昇した。
　

図2.　ドック生理検査ラウンド結果
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３．業務改善・5Ｓ活動におけるスタッフの意識調査（回収率100%、有効回答率100%）
　１）業務改善について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

〈事案募集の成果〉
・気になっていてもなかなか実現出来なかったことが、スムーズに実施されている
・スタッフの意識が変わり、改善や工夫をするなど行動の変化がみられた
・改善の視点から業務環境を見直すことができ、アンケート形式は意見が出し易かった
・アンケート形式にすることで、日頃疑問に思っていても指摘し難い事を改善案として提案
できた
・少数意見が反映されている
〈問題点〉
・スムーズに解決できない項目は、施設・設備関係など経費の掛かる物が多い
・時間がない

改善事案の募集 改善事案の解決度

図3.　生理検査ラウンド結果 図4.　検体検査ラウンド結果
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　２）5Ｓ活動について

〈5Ｓ活動の成果〉
・業務環境の整備、掲示物、机の上、棚、各表示など以前より大きく改善した
・物を置く位置を決めたことで、片付ける習慣がつき整理整頓がしやすくなった
〈問題点〉
・一度改善したことが、問題がないかの検証が必要
・単に指摘に終わってしまい、行動が伴わない
・5Ｓ活動時に整理整頓しても、すぐに元に戻ってしまい維持することが難しい

【考察】
　当委員会は、臨床検査部内での活動を約4年間行ってきた。スタッフ全員から改善事案を募
集することで、日頃気が付かないような少数意見も業務改善に反映することができた。また、
委員だけが活動を行うのではなく、臨床検査部スタッフ全員が実行することで、スタッフの業
務の効率化に対する意識が高まり、日常業務の中で様々な業務改善を行うことができたと考え
ている。また、5Ｓ活動で委員が中心となり定期的にラウンドすることにより、臨床検査部内で
日常的に整理整頓を心掛けるようになった。このような活動の中で、問題点を共有化し解決し
ていくことでスタッフ間のコミュニケーションが取れ、業務の活性化や患者サービスの向上に
繋がったと思われた。しかし、検査部内で行っているだけではマンネリ化し問題点が見えなく
なってしまう恐れがある。今後は検査部内の活動だけでなく、外部からの視点で評価を受ける
必要があると考えている。また、整理整頓の維持が難しいことや経費が掛かるものに関しては
活動が進まないなどの問題が、意識調査により報告されている。このことから、今まで行って
きた業務改善や5Ｓ活動の維持、継続、経費の確保などがこれからの課題になると思われた。

【まとめ】
　アンケート調査による業務改善や5Ｓ活動により、日ごろ見過ごされがちな事例を含め様々
な問題を把握し解決していくことが出来た。今後もさらに活動を促進し、臨床検査部の活性化
や患者サービスの向上を図っていきたい。

5Ｓ活動の進捗状況 5Ｓ活動への意識
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演題５　『MRI ～新しい画像表現への挑戦～』
太田西ノ内病院　放射線部
　○関根 理沙　坪井 英徳　孔 秀和　柳沼 孝寿　佐竹 正規　新里 昌一

１．はじめに
　今年8月GE社製MRIが更新となり、新しい技術での撮像が可能になったのでその紹介を行
う。

２．MRIとは
　MRIとはMagnetic Resonanse Imaging（核磁気共鳴画像）の略で、Ｘ線撮影やＣＴのよう
にＸ線を使うことなく、その代わりに強い磁石と電波を使い体内の水分の情報を取り出して断
面像として描写する検査である。
　CTでは造影ありなしで画像を比較するのに対し、MRIでは撮像方法を変えて2種類以上の画
像を比較することにより、より正確に診断することができる。
　頭部のCTとMRI画像を表示する。（図1、図2、図3）

　MRIは通常T1強調画像（T1W）・T2強調画像（T2W）と呼ばれる画像を対で撮像する。
T1強調画像は、見た目はCT画像と似ているが骨は水分が少ないのでCTと違い黒く表示され
る。一般的な画像の見方として、T1 強調画像で高信号、すなわち白く映し出されるものは、
脂肪、亜急性期の出血、鉄の沈着物などで、T2強調画像では水、血液、脂肪などである。逆
に低信号（黒）のものは、T1強調画像では、水、血液などで、T2強調画像では、出血、石灰
化、線維組織などである。
　また、造影剤を使用しなくても血管の走行や胆管、膵管を描出することができるのもMRIの
特徴である。

３．新しい技術
①PROPELLER
　MRI検査はとても動きに弱く、安静困難な患者さんには不向きである。CTのように10
～20秒で撮影が終わるものではなく、一種類の画像を得るのに2～3分かかり、その間数
秒でも動いてしまうと画像がぼけてしまう。
　その動きによるボケを補正する技術がPROPELLERである。

図1　CT 図2　T1強調画像 図3　T2強調画像
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　図4は通常のT2Wのプロトコルで撮像したもので、図5がPROPELLERを使用して撮像
したものである。画像のブレの差は一目瞭然で、PROPELLERの技術のすばらしさが分
かる。

②全身DWI　DWIBS
　DWIとは拡散強調画像（diff usion weighted image）のことであり、特に急性期脳梗塞
の診断に役立っている。
　拡散強調の原理は水が拡散しやすいかを見ている。正常な組織では、細胞内は核やミ
トコンドリアなどさまざまな構造物があるために水分子の動きがあまり大きくないのに
対し、細胞外は比較的疎な組織でできているために水分子が活発に動いている。ところ
が悪性腫瘍の場合には細胞の核が大きく、大型の細胞が詰まっており細胞外には余り
隙間が無い。このため癌などの悪性腫瘍では水分子の動きが抑制され、拡散が少なくな
る。それを画像として捉えたのが拡散強調画像である。拡散が少ないところほど高信号
として現れる。（脳梗塞の場合は梗塞部位が虚血により細胞浮腫を起こし、水分子の動
きが抑制され、拡散が少なくなる。）
　DWIBS（diffusion weighted whole body imaging with background body signal 
suppression）は悪性腫瘍、また癌（悪性腫瘍）による転移の全身検索として注目され
ている検査である。全身の悪性腫瘍検索といえばPETが有名であるが、PETは悪性腫瘍
でブドウ糖の代謝が亢進していることを利用して、放射性同位元素を含んだ2-fluoro-2-
deoxy-D-glucose（FDG）を注射し、腫瘍に取り込まれたFDGから放出される放射線を捉
えて画像化する検査法であり、被曝は免れない。またFDGが高価なため検査費用も10万
円以上かかり誰でも受けられる検査ではない。
　それに比べ、DWIBSは被曝もなく検査費用も安価であり、特に肺癌、乳癌、大腸癌の
原発巣、リンパ節転移、泌尿器系の癌ではPETより腫瘍検出率が優れているとも言われ
ている。

図4　PROPELLERなし 図5　PROPELLERあり
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DWIBSとPETの画像を表示する。（図6、図7）

　同じような画像が得られ、悪性腫瘍や転移巣が黒く見えている。作用機序が異なるの
で完全にPETの代わりになるとは言えないが、悪性腫瘍や転移のスクリーニングとして
は有用であると考える。

③脂肪抑制法 IDEAL
　脂肪抑制法とはその名の通り脂肪の信号を抑制する方法である。脂肪抑制の目的には
次のようなものがある。
・脂肪の検出。（脂肪と同じ信号を出すものとの鑑別）
・脂肪に囲まれた高信号の病変に対し、背景の脂肪信号を抑制することで病変を検出する。
　CTは形態学的診断と言われているのに対し、MRIは質的診断と言われている。質的診
断とはその病変の中身が何なのかを診るということであり、その診断をつけるためには
脂肪抑制法は有効な技術であると言える。
　今までの脂肪抑制法では、磁場の不均一により脂肪の信号を均一に落とすことができ
ず診断の妨げになっていたが、IDEALはより均一に脂肪を抑制することができる。
　脂肪抑制法で撮像した画像を表示する（図8、図9）。図8が今までの脂肪抑制法、図9
がIDEALで撮像したものである。図8で首の後ろ側の白くなっている部分が脂肪の信号を
落としきれなかった部分で、もしここに病変があった場合は診断を付けにくくなってし
まう。それに比べIDEALでは脂肪の信号が均一に落ちているのが分かる。

図6　DWIBS 図 7　PET
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④Volume撮像 Cube
　MRIが出始めた頃、磁場を制御する技術が未熟であったため、一つの画像を撮像す
るのに時間もかかる上、画質の悪い画像しか撮れなかった。しかし、技術の進歩によ
りVolumeで細かくデータを収集することができ、1度撮像を行えば，後から任意の断面
像、3D画像を作成することができ、高品位な画像を提供することが可能になった。この
Volume撮像をGEではCubeと呼ぶ。
　図10にCubeで撮像した原画を、図11にその原画から作成した3D画像を表示する。

図8　今までの脂肪抑制法 図9　IDEAL

図 10　Cube原画 図11　3D画像
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４．まとめ
　今回はMRIの新しい技術を紹介した。この他にも非造影のMRAなど検討中の技術もあり、
より良い画像を提供できるよう研究を続けていきたい。また、MRIに限らず放射線技師が提供
するすべての画像技術は日々進歩しており、次々と新しい装置や技術が出てきている。今の自
分に満足することなく、常に最新の画像技術を取り入れることができるよう、日々勉強してい
かなくてはならないと考える。

５．最後に
　MRIの特徴として装置自体が大きな磁石であり、検査室内に車椅子や酸素ボンベ、はさみな
どの磁性体を不用意に持ち込むと装置に向かって飛んでいく現象が起こり、人体に危害を及ぼ
すとともに装置を破壊する恐れがある。また強磁性体の体内金属は、体内で動き他臓器を傷つ
ける場合もある。金属の持ち込みに関しては掲示などで注意喚起を行い、体内金属に関しては
チェックリストや金属探知機を使用して事故防止を徹底している。
　MRI対応のデバイス（ペースメーカーや人工関節等）も多々出ているが、その属性を見極め
安全管理を徹底し検査を行うことが大切であると考える。
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第Ⅱ部　特別演題

医療ニーズにどう応えるか血液内科医の立場で考えてみる
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　―勤務医の私的感慨―
太田西ノ内病院　血液内科
　○神林 裕行

　今回の病院学会のメインテーマである「新しい時代のニーズに応える太田綜合病院とは」を
受けて、我が国がこれから向かおうとしている未曾有の少子高齢化社会におけるその医療ニー
ズを検証し、太田綜合病院がこれからの新しい時代にどのように対応していくべきかを、一人
の血液内科勤務医としての立場から考えてみた。
　まず総論として、新しい社会とはどういう社会なのか、医療福祉環境の側面より考えた。
①少子高齢化・多死社会、②格差社会（経済、教育、世代・・・）、③中央一極集中（金、
人・・・）、④地方の衰退（限界集落の増加）、⑤地方の医師不足、⑥核家族化、老人の孤独
死、老老介護、⑦いじめ、虐待、引きこもりの増加　等が私的には挙げられる。そのうえで、
新しい時代の医療ニーズとはどのようなものか、初めに自分が外来患者の立場にある場合を想
定して考えてみた。具体的には病気による身体的・精神的苦痛を治して欲しいので、まずはレ
ベルの高い医療を期待する。診断力、技術力は当然のこと、明解な説明、信頼性・透明性が感
じられることなどである。そして、スピーディーな診療、優しい対応、アメニティー設備の充
実、プライバシーの確保、できれば安価な医療費であることなどが挙げられる。さらに、全般
的なニーズを想定してみよう。多死社会における患者の尊厳を重視した家族にとって満足感の
ある終末期医療、カウンセリングの充実、在宅支援（患者希望による在宅看取りの実現）、早
期社会復帰のためのリハビリ、美味しい病院食、医療事故への誠実な対応と再発防止、社会貢
献（大規模災害時の医療支援）等が考えられる。
　次に実際の血液疾患の症例を通して、各論としての具体的なニーズと対応の一端を探ってみ
た。それにはまず血液疾患の特徴についての整理が必要であろう。入院患者のほとんどは悪性
腫瘍、いわゆる血液がんの患者さんである。副作用の大きい抗癌剤治療、放射線治療、造血幹
細胞治療を必要とすること、長期間の入院を強いられること、予後が厳しいこと、さらに高額
な医療費が掛かることなどを念頭に入れておく必要がある。代表的な３症例を紹介し、その診
療内容から具体的なニーズと対応を読み取ってみた。中核病院として血液腫瘍疾患に対して最
大限の治療オプション（先端医療）を提示できること、難病に対してはセカンドオピニオン等
を利用して透明性を確保して患者・家族との信頼性を確保すること、医療者と患者・家族との
認識のギャップを考えながら説明力を磨くことなどであった。
　最後に、検証したさまざまなニーズに太田綜合病院としてはどこに力点をおいて考えるの
か、最大の問題点は人材の確保・育成であることは言うまでもない。また太田綜合病院が地域
中核病院として他の医療機関より支持されるためには何が必要なのか、病院の一職員として提
言してみたい。冒頭に述べたように、これから到来する未曾有の少子高齢化社会において、医
療人個々として持っておくべき心構え、病院が生き残るために必要な「新たな挑戦」を皆さん
と一緒に考える機会にできたらと思う。
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第19回太田綜合病院学会実行委員
委員長　迎　愼二（西ノ内/医局）、副委員長　松枝久雄（熱海/医局）、
井上正広（西ノ内/薬剤部）、新里昌一（西ノ内/放射線部）、白石　満（西ノ内/検体検査科）、
三津石恵子（西ノ内/看護部）、添田幸一（西ノ内/庶務課）、渡部　啓（西ノ内/学術庶務課図書室）、
大内　哲（熱海/学術庶務課）、柳沼孝寿（西ノ内/放射線部）、小堤祐紀（熱海/作業療法科）、
永山義弘（西ノ内/看護部）、五十嵐絵美（西ノ内/医療社会福祉部）、高橋麻紀（西ノ内/看護部）、
半谷直美（熱海/庶務課）、蘇武　悠（西ノ内/栄養部）、長沢舞子（老健桔梗/介護部）、鴫原彦人（桔梗保育園）、
村上忠男（法人/企画情報部）、太田善雄（法人/総務部）、浜津夕起子（法人/総務部秘書室）、
佐藤理恵（法人/総務部秘書室）、遠藤彩子（法人/財務部経理課）、角田裕美（法人/総務部人事課）、
渡部修司（法人/企画情報部企画推進室）、寺島胤之（法人/企画情報部ＩＴ管理課）、
島田広和（法人/総務部総務課）、遠藤裕一（法人/総務部人事課）、佐久間与四成（法人/総務部総務課・幹事）、
太田　博（法人/総務部教育研修課・幹事）
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