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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20回目を迎えました。
　今回のテーマは「新しい時代のニーズに応える太田綜合病院」ですが、副題として
「創立120周年を迎えて」とあります。
　創業者であられる太田三郎先生は、明治20年に福島県立医科大学の前身である須
賀川医学校を卒業されています。一時、病院勤務をされましたが、明治26年に現在
の東大医学部の前身となる医科大学に進み、国家医学部講習科を修了され、明治28
年に現在の中町に太田醫院を開業されました。そして今年は、「創立120周年」を迎
えました。
　私は、この長い伝統を持つ太田綜合病院に参画して10年しか経過していませんの
で、これまでの歴史や伝統を実体験者として語ることは出来ません。しかし、「100
周年記念誌」に記されている｢100年史　志つらぬいた１世紀」を繰り返し読みなが
ら、創業期、躍進期、拡充期を担った先達が目指した方向性が立派に成就されてきて
いることを実感して参りました。しかし、世界に類を見ないような少子高齢化が進展
し、更に顕性化していく近未来に向かって、当法人が如何に対処するのか、が重要な
課題です。
　昭和58年に当時の厚生省保険局長が「医療費増大は国を滅ぼす」という｢医療費亡
国論｣を発表しました。当時から既に将来の我が国の有り様を展望、予測してのこと
ですが、正にその発表が現実の問題となっていると思います。この状況に対して様々
な施策が実施されていますが、「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」と述べられた太田緑子名誉理事長のお言葉が、
非常に強く印象に残り、基本姿勢はそこにあると思い続けています。
　太田綜合病院の節目の年にあたる学会において、職員の皆様にその点の共通理解を
いただくと共に、今後の対応に向けてご協力をお願い申し上げます。



ごあいさつ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２０回太田綜合病院学会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実行委員長　迎　　愼　二

　季節の移り変わりは早いもので、今年も病院学会の季節になりました。今回の病院
学会は、平成５年の第１回から回を重ねて第20回目となり、太田綜合病院創立120周
年という節目の年に当たります。
　私個人は太田綜合病院に医師として勤務して30年以上になり、長い歴史の中で４
分の１程の期間関わったことになります。中町の本院から西ノ内に移転して急速に拡
大発展する歴史を見ながら勤務してきました。職員数も多くなり家族的雰囲気から大
規模病院となり、お互いの顔もよくわからなくなってしまいました。そのような意味
から、一年に一度、職員一同が集い勉強する事はとても意義深いと思います。
　今年のうねめ踊り流しで、太田綜合病院のチームがその素晴らしい踊りで大賞を受
賞したことで、その団結力を院内外に示しました。
学術面でも積極的な質疑応答をしていただきハイレベルな病院学会となることを期待
しています。
　メインテーマは昨年に引き続き「新しい時代のニーズに応える太田綜合病院とは」
です。サブテーマは「創立120周年を迎えて」としました。構成は、一般演題６題、
記念講演２題です。
　また、今年も優秀演題賞を用意しましたので、皆さんも発表を聞きながら採点して
みてください。



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［14：40］
　　　　　　　　　　座長 太田西ノ内病院 副院長 川　上　雅　久
 太田西ノ内病院 看護部長室 遠　藤　めぐみ

　１　ＮＳＴ活動10年間を振り返って
 太田西ノ内病院 ＮＳＴ委員会 渡　辺　悦　子

　２　包括的な呼吸ケアが患者を変える
～ＲＳＴ（呼吸サポートチーム）委員会の活動～

 太田西ノ内病院 ＲＳＴ委員会 笹　本　雄一朗

　３　感染情報発信源としての細菌検査室の取り組み
 太田西ノ内病院 臨床検査部検体検査科 鈴　木　博　子

　４　地域に向けて出来ること　～嚥下センターの取り組み～
 太田熱海病院 嚥下センター 三　瓶　麻　衣

　５　認定看護師の役割と活動報告
―質の高いチーム医療を目指して―

 太田西ノ内病院 看護部 菊　地　ひろみ

　６　慢性膵炎の急性増悪を繰り返していた一例
 太田西ノ内病院 臨床研修医 蛭　田　　　亮

休　憩
第Ⅱ部　記念講演［16：10］
　　　　　　　　　　座長 太田西ノ内病院 副院長 川　上　雅　久
 太田西ノ内病院 看護部長室 遠　藤　めぐみ　
　１　記念講演  理事長 堀　江　孝　至

　２　記念講演 太田西ノ内病院 病院長 新　保　卓　郎

閉　会［17：00］
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第Ⅰ部　一般演題

演題１　『ＮＳＴ活動10年間を振り返って』
太田西ノ内病院　ＮＳＴ委員会
　○渡辺 悦子　菅野 孝　福屋 安彦　矢部 隆治　田村 明　安藤 富美子　橋本 美恵子
　　遠藤 美智子　西浦 裕夫　吉田 幸雄　渡辺 文裕　渡部 いづみ　渡辺 浩行　大原 麻美
　　平井 智文

１．はじめに
　NST【Nutrition Support Team】とは、様々な医療スタッフがチームを組んで患者の栄養
管理を行うチーム医療のひとつである。当院では、栄養療法の普及と発展から医療の質を高め
ることを目的に2004年に立ち上げ10年を経過した。

　NSTでは患者の栄養状態を評価し、病状に応じ
た必要栄養量を提示し、それに基づいた栄養管理
計画の提言や正しい輸液・栄養管理の知識を啓蒙
する活動を行っている。
　NSTのメンバーは医師・看護師・薬剤師・臨床
検査技師・言語聴覚士・ソーシャルワーカー・歯
科衛生士・臨床心理士・管理栄養士で構成されて
いる。
　その活動状況と今後の課題を含めて報告する。

２．活動実績報告
　2004年から2014年までのラウンドの件
数を示す。これまでの件数は2535件で
あった。
　ラウンドは週２回、医師・管理栄養
士・看護師（リンクナース）で巡回し必
要に応じて各専門部門メンバーに連絡で
きる体制をとっている。通常業務の中で
のラウンドのため１回に２、３名の患者
を訪問している。所要時間も30分～１時
間程度である。当初に比べて昨今は件数
が減少傾向にある。
　また当院は日本静脈経腸栄養学会よ
り、NST稼働施設として、また、栄養
サポートチーム専門療法士認定規程に則った実地修練認定教育施設としての認定を受けており
院内外を問わず研修の受け入れを行っている。修練実習時間は40時間であり、研修内容は、研
修期間中に実際に入院患者に対し栄養のアセスメント・栄養管理計画・立案し報告書をまとめ
ることを行う。また、医師による胃瘻造設の実際・認定看護師からの摂食訓練・感染対策・褥
瘡ケア、薬剤師による調剤の実際・検査技師から検査値の読み方・歯科衛生士による口腔ケ
ア・工学技士からは医療機器についてなどをNSTのメンバーだけでなく各所属からの協力を
得て行っている。

NST活動の主な役割

NSTラウンド件数実績
2004年度～2014年度まで
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３．現　状
　最近、肥満や糖尿病などの栄養過多が問題になっている一方で「病院」に入院している患
者の40%以上に栄養不良があるというデータも報告されている。当院においても今年９月28日
の入院患者630名中、低栄養の指標でもある血清Alb値3.0g/dl以下であった患者は255名であり
40％が低栄養と判定できる。また、９月28日にある病棟で入院患者の必要熱量（日本人の食事
摂取基準・身体活動レベルⅠ、Harris・Benedict式で算出）に対して摂取熱量（食事・輸液栄
養）の充足率（必要熱量に対して70％以下）の調査を行なった結果、病棟入院患者数38名中13
名が必要熱量に対して十分な栄養がとられていなかった。これは一部病棟での結果ではなく病
院全体の傾向でもあると考える。これまでの状況をまとめ、今後の課題を考察する。

４．NST介入の症例
　年々NST介入する患者は高齢となっておりこれは社会的な現象であって、当院が特別なこ
とではない。それに伴って介入の理由も発足当初は術後の回復・病状遅延のための栄養改善の
依頼が多かったに対し、最近では低栄養改善・褥瘡改善・摂食障害などの依頼が多くなってき
ている。
　最近の症例と対応について紹介する。
　患者　70歳代　女性　トラック運転手の息子と二人暮らし。１週間前から食欲低下殆ど食べ
ていなかった。３日前から水分もとれてなかった。帰宅した息子が動けないで問いかけにも反
応がなかったため救急車要請し当院救急外来受診入院となる。診断は脳梗塞 それに伴うADL
低下・経口摂取困難による脱水・電解質異常あり。既往歴に糖尿病（内服は中断していた）が
あった。
　入院翌日よりNST介入となった。主治医からの依頼内容は低栄養の改善・食事量アップ。
経口摂取は可能であることST確認し経口摂取でミキサー食（自分の歯・義歯もない）を対
応。当初の食事摂取状況は看護師が介助するもなかなか飲み込めず１日の摂取量は200キロカ
ロリー程度であった。本人が入院前に甘い物が好き、食べやすいこともあり血糖を気にしなが
らもゼリー・プリン様の栄養補助食品・粥にプロティンパウダー（無味無臭）を混入し、必要
栄養量1200キロカロリー程度までアップさせた。２週間経過するとほぼ全量摂取可となる。
NST介入から約４週間程度では入院時血清Alb値2.3g/dlから2.9g/dlに改善し、介助による食事
も自力摂取可となった。また、寝たきりから車椅子乗車までの改善が見られた。ラウンド時に

NST修練研修生受け入れ実績
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は「食事はおいしいですか」の問いに「はい」と元気に答えられるまでになった。血糖のコン
トロールも服薬調整し良好に経過。その後療養型施設に転院となった。　
　この症例のように高齢の患者で食事に対しては「食事が摂れない」「食事量が減ってきた」
などの結果として、病気が治りにくい、術後の回復が遅い、感染症にかかりやすい、全身の筋
力が低下して寝たきりになる、褥瘡が出来てしまうなどのリスクが問題になっている。今後も
NSTでは例え「もう歳なので・・・」という理由を問わず栄養の改善に努めたいと考える。

５．課　題
　NSTへの介入依頼も年々減少傾向であることはNSTの今後の課題である。「なぜ依頼がな
いのか」を問うと「依頼の仕方がわからない」の声が聞かれる。
　NST依頼は2014年１月の電子カルテ導入からパソコンでNST依頼はもちろん、現在NSTで
関わっている患者状況も閲覧が可能となっている。
　また、「どのような患者をNSTに紹介すればいいの？」と聞かれることもある。その答え
は、入院している患者全てに栄養障害のリスクがあると考えることである。今は大丈夫でもこ
れからの治療によって変化することは大いにある。褥瘡でも感染症でもなってしまってからの
対応より予防が大切であることは実感するところであり、栄養障害も予防が大切であることは
変わりない。１番重要なのは「口から食べられなくなってきた」ことである。
　現在はチーム医療推進に伴って多く医療チームが活躍する中で世の中では「NST活動の中
弛み」と言われている。当院NSTにおいて「見直し」の時期なのかもしれない。しかし、栄
養療法は医療行為の根幹であるという考えは10年経過したこれからも継続していきたいと考え
る。

NST介入理由 NST介入者の年齢別区分

介入者男女比 介入者平均年齢
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NST依頼画面
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演題２　『包括的な呼吸ケアが患者を変える
～ＲＳＴ（呼吸サポートチーム）委員会の活動～』

太田西ノ内病院　ＲＳＴ委員会
　○笹本 雄一朗　高田 圭一　片桐 拓也　畠山 江美　横島 啓幸　松浦 圭文　原 靖果
　　伊藤 文人　佐藤 裕子　高橋 麻紀　岩瀬 左代子　高橋 幸子　伊藤 典子　宗形 明子
　　川崎 美穂子　他ＲＳＴメンバー

【はじめに】
　近年、多職種、多チーム（委員会）連携における包括的呼吸ケアの関わりはさらに重要性を
増しており、RST委員会は、その一端を担っているものと考えられる。今回、当院RST委員
会がどのような活動を行なっているのかを紹介するとともに、これまで過去５年間の活動内容
を振り返り、活動介入効果について分析、検討したので報告する。

【RSTとは？】
　RST：Respiratory  Support  Team の略：呼吸サポートチー
ム医師や看護師、臨床工学技士、理学療法士などが専門的知識を
持ち寄り、院内における呼吸療法が安全で効果的に行われるよ
う、サポートするチームのことである。

【当院RST委員会の活動について】
１．RST委員会の概要
　当院RST委員会は前身である呼吸チームから発展した組織である。2010年６月にRST設立
準備委員会の設置を許可され、2012年６月より正式な委員会として活動を開始した。
　コアメンバーは15人、サブメンバー、リンクナース及びオブザーバー医師を含め、約50人で
構成されている。

２．RST委員会の目的 
　RST委員会の目的は、当院の医師、看護師をはじめとする医療従事者の呼吸ケア・呼吸療
法・呼吸リハビリテーション関連の知識・技術の水準を引き上げ、その状態を維持発展させ、
安全で効果的な一定した高いレベルのサービス提供が行なえるように啓発・育成し、もって患
者様に対する最善の医療につなげられるように寄与することである。
（人工呼吸器からの早期離脱や肺炎などの呼吸器疾患からの早期回復をめざし、助言、教育、
標準化、安全管理をチームを通じて行なう。）

３．RST委員会の活動業務
１）病院職員を対象とした呼吸ケア・呼吸療法・呼吸リハビリテーション等についての相談窓

口の設置とアドバイスの実施 
２）呼吸ケア・呼吸療法・呼吸リハビリテーション等に関する啓発活動 
３）病棟スタッフの技術向上・改善を図る目的のラウンドの実施 
４）呼吸ケア・呼吸療法・呼吸リハビリテーションのガイドラインの作成 
５）ガイドラインに基づいた教育・研修会の実施 
６）最新アイテム（人工呼吸器等）の情報提供と有効活用のためのアドバイス 
７）ＲＳＴの知識・技術の水準を高めるための定期的勉強会の実施 

当院RST委員会ロゴマーク
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８）リンクナース又は各病棟における呼吸ケア専門看護師の育成と設置 
９）呼吸に関連するインシデントの把握・分析ならびに安全管理対策の検討

４．主な活動内容
　RST委員会の業務を具体化するために、次の４本の柱をたてて活動を行なっている。
１）診療支援活動
⑴「病棟ラウンド」　
　人工呼吸器を装着した患者様を中心に、週１回のペースで病棟ラウンドを実施してい
る。２チーム体制でラウンドしており、各チームのメンバー構成は医師１名、看護師３名
（委員、サブメンバー、リンクナース）、臨床工学技士１名、理学療法士１名である。
　ラウンドでは、当院独自に作成した呼吸ケア診療計画書（チェックリスト）を利用し、
異常項目（インシデント）の把握、人工呼吸器関連肺炎予防、早期抜管、早期リハビリ
（早期離床）介入などのアドバイス・提案を行なっている。これまで過去５年間でラウン
ド総数は300回（同患者複数回のラウンドを含めて）を超える。

⑵「人工呼吸器稼働状況の把握」
　2014年度は年間772名の患者様が人工呼吸器管理となった。人工呼吸器装着患者の転帰
（軽快離脱、死亡、在宅、転院、継続）の把握や診療科別の使用頻度の把握を行なってい
る。

⑶「リンクナース体制の構築と連動」
　主に呼吸に関連する病棟にリンクナースを配置し、委員会と連動して、病棟における呼
吸ケアの啓発、技術向上が図れるよう努めている。月１回のペースでRSTリンクナース会
を実施している。

２）教育・研修活動
　当院における、呼吸ケア、呼吸療法、呼吸リハビリテーション等に関する啓発、教育を目的
に、月２回のペースで呼吸に関する研修会を開催している（表１）。また、病棟毎の勉強会も
随時行なっている。

表1　RST研修会（2015－2016）
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３）メンバーの研鑽
　これまで、RST先進施設への見学やメンバー間の共通RSTガイドブック（教科書）作成、
人工呼吸器操作研修など、メンバーの研鑽に努めてきている。

４）呼吸に関するインシデントの把握ならびにその安全対策の検討
　人工呼吸器安全確認チェックリストや設定指示簿を作成、運用し、標準化ならびに医療安全
対策に向けた取り組みに努めている（表２）。これまで、安全確認チェックリストへの記入に
より、未然にインシデントを防ぐことができた事例も見受けられる。

５．RST活動介入効果
①過去５年間の病棟ラウンドによる「呼吸ケア診療計画書」を使用した異常項目チェック　　
数の変化（表３　図１）
　　「呼吸ケア診療計画書」には人工呼吸器に関連した環境チェック、口腔ケアや体位変
換チェック、人工呼吸器アラーム設定、リハビリ進行状況チェックなど50項目のチェッ
ク内容がある。ラウンドでは、これらのチェック項目を評価し、異常項目を抽出し、ア
ドバイスを行なっている。
　　今回、過去５年間に新規でラウンドした連続220件に関して、RST設立準備委員会時
期（2011.6～）から現在（～2015.9）に至るまでの期間を４つの期間に区分（各区分、55
件毎）し、異常項目数を比較した。結果は、徐々に異常項目数の減少が認められている
が、カフ圧不足や不適切な体位の項目がやや多い現状であった。

表２　人工呼吸器安全確認チェックリスト（ベネット840）

表３　過去５年間の病棟ラウンドによる「呼吸ケア診療計画書」を使用した
　　　異常項目チェック数の変化
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②RST活動前後３年間における、高齢（65歳以上）肺炎患者の転帰、リハ開始までの期
間、リハ介入期間、在院日数、ADL（日常生活動作）能力変化に与える影響の比較検討
（表４　図２・３）
　　肺炎（誤嚥性肺炎など）で当院に入院し、
リハビリ介入した65歳以上の高齢者連続931人
を対象に、介入前後３年間での各項目を比較
した。結果は、転帰では、自宅退院率55.0％
（介入前３年間）⇒64.6％（介入後３年間）
と増加を認めた。また、介入後３年間におい
て、リハ開始までの期間、リハ介入期間、在
院日数で有意に短縮を認め、ADL能力では超
高齢者群（85歳以上）で有意に改善が認めら
れた。 図２　RST活動前後３年間における高齢肺炎

患者の転帰の比較　　　

表４　RST活動前後３年間における、高齢肺炎患者のリハビリ日数、在院日数の比較

図１　異常項目チェック数の内訳比較
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【まとめ】
　RST委員会のこれまでの活動を紹介し、過去５年間における介入効果の一例を示した。
　RST委員会では、これからも当院における包括的な呼吸ケアの一端を担えるよう、呼吸ケ
ア、呼吸療法、呼吸リハビリに関する啓発、教育活動、ならびに呼吸に関する医療マネジメン
トの観点から医療安全対策に力を注ぎ、患者様に良い影響を与えられるよう、努めていきた
い。
　皆様とともに、安全で効果的な、質の高い呼吸ケアを患者様へ提供していければ幸いであ
る。

図３　自宅退院可能であった高齢肺炎患者のADL能力：BI改善度の比較
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演題３　『感染情報発信源としての細菌検査室の取り組み』
太田西ノ内病院　臨床検査部検体検査科
　○鈴木 博子　宍戸 宏子　阿部 聡美　中島 実佳子　白石 満

【はじめに】
　「耐性菌が出ているので接触感染予防策をお願いします。」「インフルエンザウイルスのア
ウトブレイク（集団感染）が起こったので病棟の入院制限を実施します。」医療施設という特
殊な環境で日々勤務している職員の皆様は、一度はこのような言葉を耳にしたことはありませ
んか？さてここで登場した『耐性菌』や『インフルエンザウイルス』この結果を院内に発信し
ているのはどこかご存知でしょうか？いち早く医療関連感染（病院感染）の疑いを察知し、そ
の情報を感染対策部門に伝え感染制御に取り組むための重要な情報発信源となっているのが
『細菌検査室』です。
　今学会では監視すべき微生物についてその種類と、迅速報告に向けての取り組みや院内にお
ける情報発信の取り組み、ICT（感染制御チーム）との関わり、そして今後の課題について報
告します。

【アウトブレイクの定義】
　2011年６月17日付の厚生労働省医政局からの通知により以下の様に定義されました。
　『同一医療機関内または同一病棟内において、多剤耐性菌による感染症の第１例目発生から
４週間以内に、計３例以上の同一菌種の多剤耐性菌の発生を認めた場合』ただし『VRSA（バ
ンコマイシン耐性黄色ブドウ球菌）VRE（バンコマイシン耐性腸球菌）MDRP（多剤耐性緑
膿菌）MDRA（多剤耐性アシネトバクター）の４菌種については保菌例も発生数に含む』

【監視すべき微生物と迅速な情報発信に向けての細菌検査室の取り組み】
　細菌検査室は、太田西ノ内病院地下１階にある臨
床検査部検体検査科に位置しています。太田綜合病
院関連施設のすべての細菌検査について集約化され
た形態を取り、監視すべき微生物（表１：微生物一
覧）の検出や発生動向の監視、アウトブレイクの発
生を察知し各部門に連絡する業務も行っています。
　通常の細菌検査は最終報告に平均３～４日を有し
ます。しかし、例えばMDRPが１例検出された場合
に通常の検査日数では、報告の遅延から対策に遅れ
を生じ院内のアウトブレイクにつながる場合があり
ます。この時間的ロスを解消するために細菌検査室
では迅速な情報発信のため中間報告として結果を返
す努力をしています。
　まず各施設から提出された検体（血液・喀痰・
尿・糞便など）が検査室に提出された当日（１日
目）に顕微鏡検査（鏡検）による細菌の有無と種類
を染色結果として中間報告しています。特に血液
や髄液などの人間にとって無菌的な部位から細菌が
検出された場合や感染性下痢症の推定細菌が検出さ

表１　監視すべき微生物一覧
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れた場合（表２：感染性下痢症で
鏡検が有効であった例）は、画像
として結果を報告し直接主治医又
は担当部署に連絡し臨床と検査部
の情報共有に努めています。イン
フルエンザウイルス等のウイルス
は院内では培養検査が出来ないの
で10～30分程度で結果の出る迅速
キットを使用し結果の報告をして
います。この時点で同一病棟や施
設内での複数例検出が認められた
場合はICTに連絡をし、直ちに感染
対策に取り組みます。
　現代の医療関連感染において最
も問題となるMRSAを代表とする
耐性菌検出は、抗生剤の効果の判
定が必須です。有効（感受性）無

効（耐性）の判断には細菌を培養（発育）し最低でも検査に２日間以上を有します。この時間
的経過中に耐性菌の可能性が考えられる場合は『耐性菌の可能性があります。感受性検査精
査中』のコメントを返し注意を促します。最終的に耐性菌が確定されればICN（感染管理認定
看護師）に報告か、又はICN不在時は直接細菌検査室より担当部署に連絡する事になっていま
す。

【院内における情報発信の取り組み】
　感染対策を実行する上で情報の共有化や日頃の耐性菌動向を知っておく必要性があります。
その方法として細菌検査室より日報・週報・月報・年報という形で院内に発信しています。
①日報：その日に検出された耐性菌（MRSA・MDRP・ESBL産生菌・AmpC産生菌）検出患

者とCD抗原陽性患者をICNに報告
②週報：『インフルエンザ週報』として発生状況を入院外来別に報告、『感染情報レポート』

としてMRSA・セラチア・緑膿菌の３菌種を病棟別に院内ポータルサイトに掲載報告
③月報：『依頼元別細菌検出状況』として病棟別に発生件数を感染対策委員会へ報告
④年報：『年間部位別分離菌検出状況と耐性菌検出状況』として、材料別・病棟別新規耐性菌

検出状況などを院内ポータルサイトに掲載報告
⑤年報：年度ごとの『アンチバイオグラム（抗菌薬感受性一覧表）』を作成し、菌種別に各抗

生剤に対する院内独自の感受性率を視覚化し院内ポータルサイト掲載とICTとの連携
で携帯型カードを作成配布しています。

【ICTとの関わり】
　監視すべき微生物が検出された場合に、実際の現場で対策を実行するのがICTです。現在の
太田西ノ内病院では、ICNが毎日２回直接検査室を訪問し、その日に検出された耐性菌等を
チェックして病棟へ対策の指導に行きます。特に監視リストに無くても注意すべき微生物や気
になる患者について情報を共有化しアウトブレイクの発生防止に努めています。時に、結核菌
の検出や感染症法の届出対象疾患も検出される場合があり、その時は連絡フロー（表３）に基

表２　感染性下痢症で鏡検が有効であった例
　　　《キャンピロバクター症例中の鏡検で検出された件数》
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づきICT、主治医、事務部門への連絡も実施
しています。
　データ報告のみならず、定期的な落下菌検
査や特定菌種を目的とした環境検査、外部施
設の委託として環境中からMRSA検出の有無
など培地を使用し菌の検出も行っています。
　その他の活動として、週１回木曜日に感染
症専門医・医師・看護師・薬剤師・臨床検査
技師が集まりカンファレンスを実施し、院内
における『血液培養陽性者週報リスト』『抗
生剤長期使用患者リスト』を用い、実際のラ
ウンドや相談等もチームとして行っていま
す。

【これからの課題】
　現在の私達を取りまく医療環境は、急性期、回復期、慢性期病院として機能分化が進み一患
者が多施設を移動するという現状にあります。ここには、耐性菌の持ち込み事例の問題、受け
入れ時の入所拒否など感染症に関わる問題があります。例えば、太田西ノ内病院（急性期型）
に患者が来院し、MRSAを入院時すでに持っている人（耐性菌の持ち込み）や入院中に感染
する人がいます。ある一定期間を過ぎて回復期型や慢性期型施設にMRSAを持ったまま転院
する場合に、時として受け入れ施設の選択が困難になる（受け入れ時の入所拒否等）事があ
り、転院先が見つからないなどの問題が発生します。
　この問題点に対応するには単独施設での感染対策だけでは不十分で、地域として連携を深め
ていく必要性があり、中核病院としての今後の大きな課題となります。このニーズに応えるべ
く、『院内感染対策防止加算・地域連携加算』の連携病院間での合同カンファレンスに積極的
に参加し話題の耐性菌や症例報告等の発表を通じ、地域全体として情報の共有化や感染制御に
対する共通認識の構築に努めていかなければならないと考えています。

表３　感染症発生時の報告連絡フロー
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演題４　『地域に向けて出来ること　～嚥下センターの取り組み～』
太田熱海病院　嚥下センター
　○三瓶 麻衣　本間 秀裕　成松 博　上野 好美　冬室 加代子　坂本 美佳子　
　　野内 しつ子　春山 貴子　孔 秀和　牧野 裕美子　下重 斎　高橋 幸子

【はじめに】
　当院では平成14年に嚥下センターを立ち上げ、院内・外に向けた講習会などの活動に取り組
んできた。また、平成22年には「ふくしま摂食嚥下リハビリ懇話会」（以下懇話会）を立ち上
げ、地域に向けた活動に、より一層力を入れてきた。今回はその活動内容と、アンケート結果
を基に考察した今後の展望を報告する。

【福島県の現状と懇話会の立ち上げ】
　福島県は、総人口190万人に対し65歳以上の高
齢者が53万人、実に４人に１人が高齢者という超
高齢化社会を迎えている。日本人の主な死因は、
悪性新生物、心疾患に次いで肺炎が多く見られて
おり、また、肺炎の中でも誤嚥性肺炎による死亡
率は、年齢と共に高くなるという結果も見られて
いる。そのことからも、地域には摂食嚥下障害を
抱える高齢者やそれに関わる医療介護スタッフが
たくさん存在していることがわかる。
　摂食嚥下障害に対する関わりは、「飲み込むことができるようになる」だけではない。嚥下
機能、摂食動作、身体機能、栄養状態、全身状態など、様々な専門的視点が必要不可欠で、多
職種が連携して関わっていく必要がある。しかし、摂食嚥下障害を抱える高齢者が多く生活す
る地域においては、専門スタッフが充実しているわけではなく、様々な面からのサポートを限
られたスタッフで行わなければいけないといった現状がある。
　そこで当院の嚥下センターでは、それぞれのスタッフが抱える悩み相談や、情報の共有がで
きる場を提供するという目的で、平成22年に「ふくしま摂食嚥下リハビリ懇話会」を立ち上げ
た。

【ふくしま摂食嚥下リハビリ懇話会の活動】
　懇話会は、摂食嚥下についての講習会や懇話を行
う場である。専門知識を深めることに加え、参加ス
タッフと気軽に話しができる場を設けることで、地
域のスタッフ同士のつながりを深めていくことを目
的としている。
　当院の嚥下センターが主催しており、年に３～４
回、第17回までにのべ405名が参加している。嚥下セ
ンターの委員には、医師や歯科医師、看護師、リハ
ビリスタッフ、管理栄養士、放射線技師など多くの
職種が参加し、懇話会の活動や内容についての話し
合いを行っている。
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【過去の懇話会の内容】
（図１）
【懇話会参加者の特徴】
　参加者は郡山市のスタッフが多い
が、福島市やいわき市、会津若松
市、または県外など遠方からの参加
も見られている。職種はリハビリ
スタッフが36％、医師・歯科医師
21％、看護師14％、その他、介護
士、栄養士、歯科衛生士などが参加
している。摂食嚥下に携わっている
年数は０年～30年と幅広かった。所
属は病院関係が74％と多くを占めて
いるが、老健や特養からの参加も見
られている。懇話会に望むことは、
勉強会の開催69％、地域とのつなが
り18％、症例報告会６％であった。
また、勉強会の開催については、多
くのスタッフが基礎的な知識を深め
たいという意見を持っていた。その
他の意見として、みんなが悩みなが
ら関わっていると知れてよかった、
わからないことがあってもいいというこの会の雰囲気に助けられたといった意見が聞かれた。

【考　察】
　懇話会には、広い地域から様々な職種や幅広い経験年数のスタッフが集まっていた。また、
その多くが勉強会の開催や他施設とのつながりを求めていた。摂食嚥下障害者への支援には、
機能面だけではなく、各専門職の専門的な知識や技術が必要不可欠である。しかし、摂食嚥下
障害を抱える高齢者が増えているにも関わらず、医療・介護施設、地域では、各専門スタッフ
が充実しているとはいえず、専門分野以外の幅広い視点でサポートを行わなければいけないと
いった現状も見られている。懇話会に様々な職種が集まることや、その多くが基礎的な知識を
深めたいと考えていること、また、わからないことがあってもいいという雰囲気に助けられた
といった声からも、不安を抱えながら摂食嚥下障害者と向き合うスタッフが多く存在している
ことが考えられた。

【今後の展望】
　超高齢社会を迎えている福島県で、地域の摂食嚥下障害を抱えた高齢者が安心して生活を続
けていくためには、地域スタッフ同士の協力が必要不可欠である。懇話会の目的は、専門知識
を深めながら、参加スタッフと懇話することで地域のつながりを深めていくことにある。今後
は懇話会を通して、嚥下障害に対応できる知識、それを相談できるネットワーク、「あの施設
に紹介しよう」と思える関係性、これらを深めていくことで、地域で生活する高齢者が過ごし
やすい社会となるよう、また、個々ではなく地域全体で高齢者をサポートしていけるよう、貢
献していきたいと考えている。

図１
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演題５　『認定看護師の役割と活動報告
―質の高いチーム医療を目指して―』

太田西ノ内病院　看護部
　○菊地 ひろみ　薄井 真理子　岩瀬 左代子　後藤 郁子　古川 美智子　阿部 陽子
　　國分 秀人　遠藤 美智子

Ⅰ はじめに
　医療の高度化・専門化に伴い、厚生省は1987年より「看護制度検討報告会」の中で現場に速
やかに対応できる専門的知識・技術を有する実務者の育成として認定看護師の検討を開始し、
1995年に日本看護協会による認定看護師制度が創設された。
　太田綜合病院では、2003年に救急看護分野で認定看護師第１号が誕生し、現在６分野８名の
認定看護師が活動している。

Ⅱ 認定看護師とは
　日本看護協会が定める認定看護師の認定審査に合格した者をいい、以下の３つの役割を目的
に活動する。
　１．実践：個人、家族及び集団に対して、熟練した看護技術を用いて水準の高い看護を実践する｡
　２．指導：看護実践を通して看護職に対し指導を行う。
　３．相談：看護職に対しコンサルテーションを行う。

Ⅲ 認定看護師への道と現状
　１．認定看護師資格取得まで　図１

　２．現　状
　　　日本全国の認定看護師分野登録数、登録状況　図２
　　　　更新審査：５年毎に看護実践と自己研鑽の実績についての書類審査が求められる。

　【認定看護師21分野】
＊救急看護  　　　　 ＊皮膚・排泄ケア　　＊集中ケア　　　＊緩和ケア　　　＊がん化学療法看護　 
＊がん性疼痛看護 　  ＊訪問看護　　　　　＊感染管理　　　＊糖尿病看護　　＊不妊症看護
＊新生児集中ケア 　  ＊透析看護　　　　　＊手術看護　　　＊乳がん看護　　＊摂食・嚥下障害看護
＊小児救急看護　　　＊認知症看護　　　　＊脳卒中リハビリテーション看護　　
＊がん放射線療法看護　　　　＊慢性呼吸器疾患看護　　　　＊慢性心不全看護

図１　認定看護師資格取得の流れ

図２　太田綜合病院認定看護師
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Ⅳ 当院における認定看護師の主な活動状況

Ⅴ 皮膚・排泄ケア認定看護師の活動状況
　皮膚・排泄ケア分野は、創傷Wound、オストミー（人工肛門・人工膀胱＝ストーマ）Ostomy、失禁
Continenceのアルファベットの頭文字をとってWOCと称されており、スキンケアを基盤とし
て活動している。
１．創傷ケア
１）予防的ケア
　褥瘡のほか何らかの皮膚のトラブルに対するスキンケアを行うが、治療的ケアだけでなくト
ラブルを発生させないための予防的ケアについての指導も重要な役割である。また、近年の分
子標的薬治療時のスキントラブル予防対策は治療の継続に関わるために非常に重要である。
２）褥瘡ケア
　入院患者全員に対し、病棟看護師が褥瘡リスクの評価を行い、その中のハイリスク患者に認定
看護師としての介入をしている。褥瘡は、在院日数の長期化や医療費の増大に繋がるため予防が
第一である。患者の身体状況と危険リスクをさらに評価し、体圧分散式マットレスの選択や予防
ケア方法など看護師に助言・指導している。・・・褥瘡ハイリスク患者ケア加算(500点)、年間約900件取得
　病棟から褥瘡やスキントラブル発生の連絡があった場合は、発生要因のアセスメントをし、
原因の除去と認定看護師裁量での初期治療（創傷被覆剤の貼付）を行っている。創部の状態に
よって褥瘡対策チーム回診により医療処置対応となる。最近は在院日数の短縮により入院中に
褥瘡が治らなかったり、在宅での介護力不足により褥瘡ケアの継続困難なケースも増えてい
る。そのため、褥瘡のみならず全身状態や家族背景、退院先等を考慮したケアやアドバイスが
必要とされる。
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　太田西ノ内病院と日本病院会QIプロジェクトとの比較を図３示す。褥瘡発生率は、特にH24
年度からの減少が顕著であり、その後も減少
傾向で継続している。
　これまでの診療報酬改定では在宅療養が重
点化されてきているが、平成26年度は訪問看
護師に同行訪問することで、1285点/月の加算
対象となった。現時点では同行訪問件数は少
ないが、訪問看護師が写してきた創部写真で
ケアのアドバイスなどを行っており、訪問看
護師との連携体制がとれている。

２．ストーマケア
　ストーマとは、手術で造られた人工肛門や人工膀胱のことで、尿や便はほとんどが失禁状態
となる。ストーマは患者にとって精神的負担が大きく、人生を変える程の一大事ともなる。ス
トーマにより身体条件は変わってもその人が手術前と変わらない生活が維持できるよう、術
前・術後ばかりでなく退院後の社会復帰に至るまで継続して介入していくことが重要となる。
退院後の日々の生活の中で発生するその時々のトラブルに対し、随時、臨機応変にアドバイス
できる認定看護師の専門外来としてのストーマ外来は、患者にとってより具体的な相談窓口と
して需要度は高い。
　一年間のストーマにおける件数は造設術80件、外来受診約400名である。ストーマ外来には
院外からの紹介患者も来院している。
１）実際の介入
① 手術前：担当医の指示によりストーマの位置を決める（ストーマサイトマーキング）。

今後患者が自己管理していく上での適切な位置を病棟看護師や患者と共に決め
ることは、患者がストーマを受容する一助になり、ストーマのセルフケアに結
びつく第一歩となる。また、適切な位置決めは患者のセルフケアの確立を容易
にし、排泄物の漏れなどからスキントラブルを防ぐ重要なケアである。

 さらに、身体障害者申請手続きについては医療福祉相談室と、また癌リハビリ
テーションではリハビリ部門との連携も欠かせない。

② 手術後：病棟看護師に術後合併症の早期発見のための指導を行いながら、自分自身も観
察を行っている。さらに病棟看護師と共に患者と家族へ装具選択やセルフケア
習得の支援をしている。

③ 退院後：ストーマ外来でストーマの状態を観察し、セルフケアが継続されているかを確
認している。そして皮膚ばかりでなくストーマに付随した入浴など日常生活全
般のトラブルの有無も確認し、ある場合は個別性に応じてアドバイスをしてい
る。特にトラブルがない場合でも、ストーマを話題にすることで日頃の抑圧が
解放されるとの患者の評価を得ている。

３．失禁ケア
　主に尿・便失禁などによる排泄物の刺激によるスキントラブルに対して介入している。スキ
ントラブルリスクがある場合は、撥水性クリームによる保護など具体的ケアをアドバイスし、
実際にトラブルが発生した場合にはケア方法についての患者個別的な指導を行っている。

図３　褥瘡発生率における年度比較
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４．院外活動
　院外での実践活動として、熱海病院へ褥瘡回診やストーマケアの指導に行っている。また、
看護学校や企業のセミナー講義などの教育にも出向いている。平成23年の震災後は、福島県看
護協会の依頼を受けて、感染管理認定看護師および摂食・嚥下障害看護認定看護師と共に相双
地区の看護実践能力向上を目的に、４ヶ月間数回に分けて指導に行った。

Ⅵ 認定看護師とチーム医療
　現在、院内には多職種によるチーム医療としてのいろいろな専門委員会があり、認定看護師
が関与している委員会は、褥瘡対策委員会（皮膚排泄ケア認定看護師）、感染対策委員会（感
染管理認定看護師）、緩和ケア委員会（緩和ケア認定看護師・がん化学療法認定看護師）、
NST委員会（摂食・嚥下障害看護認定看護師）、RST委員会（救急看護認定看護師）などで
ある。これらの委員会は、医師を中心にコメディカルも含めたチームを組み、実際に病棟を訪
問して個々の患者に対する診療計画を指示しているが、その後の病棟コンサルタントの役割は
認定看護師が担っている。

Ⅶ おわりに
　今、超高齢化社会の中でいかに患者のQOLを維持するかが社会全体の課題となっており、
病院でも患者の入院時から退院を見据えた在宅支援の展開には今以上にチーム医療の拡充が求
められていく。QOLの低下を招き入院期間の延長にもつながる合併症を未然に防止するため
には、認定看護師をはじめ多職種との連携が重要である。私達認定看護師はこうした合併症の
予防・早期治癒に向けた啓蒙と実践、看護師への教育指導を実施し、次に続く後輩を育成して
いくことが自己の役割と責務であると考える。
　今後も、患者にとって質の高い医療の提供を行い、太田綜合病院の看護師として貢献できる
よう努力して行きたい。
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演題６　『慢性膵炎の急性増悪を繰り返していた一例』
太田西ノ内病院　臨床研修医　○蛭田 亮
　　　　　　　　消化器内科　　藤田 将史　入江 大樹　橋本 健明　今村 秀道
　　　　　　　　　　　　　　　迎 愼二

　慢性膵炎は、膵に不規則な線維化、細胞浸潤、膵実質の脱落、肉芽組織などの慢性変化を生
じ、膵の外・内分泌機能の低下を来す疾患である。成因により分類されることが多く、アル
コール性（54%）、胆石性（８%）、稀な成因によるもの、原因不明の特発性（35%）などに
分類される。慢性膵炎は代償期と非代償期とがあり、代償期は膵に浮腫、壊死、出血などの急
性炎症を生じ、数日にわたる腹痛発作、血・尿中の膵酵素の上昇、超音波・CTなどで急性炎
症所見がみられる急性膵炎と全く同じ病態を示す急性増悪時と、腹痛をはじめとした諸症状が
持続または繰り返して出現する間欠期が存在する。非代償期には外・内分泌機能が荒廃し、消
化吸収不良や膵性糖尿病が出現する。
　今回、我々は慢性膵炎の急性増悪を繰り返す一例を経験した。症例は56歳男性。当科受診さ
れる前２－３年間にアルコール性急性膵炎の診断で他院に４回の入退院歴があり、膵管ステン
ト挿入も施行されたが、症状持続するため精査目的に当科初診された。造影CTで腫瘤形成性
膵炎が指摘され、当院外科で膵頭十二指腸切除術を施行された。その１年後に再度腹痛が出
現し当科受診した。採血で膵酵素上昇、造影CTで膵石の増加、膵周囲脂肪織濃度上昇が認め
られ、再度慢性膵炎急性増悪の診断で当科入院となった。入退院を繰り返すため、２年ほど
前から禁酒をしているにもかかわらず膵石の増加を認め、さらに採血で血中Ca値の上昇を認
めた。慢性膵炎急性増悪の原因として高Ca血症の関与が強く疑われ、高Ca血症の原因精査を
行った。採血において、intact PTH（副甲状腺ホルモン）を測ったところ高値を認め、甲状腺
エコーで副甲状腺の腫大、および99mTc-MIBIシンチグラフィで甲状腺付近に強い集積を認め
たため、原発性副甲状腺機能亢進症の診断となった。副甲状腺腫瘍摘出術が施行され、その後
は慢性膵炎の再増悪を認めず外来で経過観察中である。
　日本において、膵炎の原因に占める原発性副甲状腺機能亢進症の割合は約0.2%と少ない。
また、副甲状腺機能亢進による高Ca血症の症状としては、食欲低下、嘔気、口渇、多飲、多
尿、尿路結石や稀に膵炎を認めるとされるが、疾患に特異的な症状はない。
　今回の症例では、初診時から高Ca血症を認めており、早期発見が可能であったことが反省
された。アルコール多飲が無いにもかかわらず、慢性膵炎の急性増悪を繰り返す非典型例や、
高Ca血症の合併を認める膵炎の場合には、原発性副甲状腺機能亢進症の可能性を疑う必要が
あると考えられた。
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第Ⅱ部　記念講演
理事長　堀江 孝至
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第Ⅱ部　記念講演
太田西ノ内病院　病院長　新保 卓郎
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第20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）、
川上雅久（西ノ内/医局）、井上正広（西ノ内/薬剤部）、白石　満（西ノ内/検体検査科）、
新里昌一（西ノ内/放射線部）、黒澤廣子（西ノ内/栄養部）、遠藤めぐみ（西ノ内/看護部）、
横島啓幸（西ノ内/理学療法科）、天井孝一（西ノ内/事務部）、三澤敬行（西ノ内/学術庶務課）、
大内　哲（熱海/学術庶務課）、佐竹正規（西ノ内/放射線部）、相原理恵子（西ノ内/生理検査科）、
安藤善仁（西ノ内/放射線部）、柳沼孝寿（西ノ内/放射線部）、半谷直美（熱海/庶務課）、
古川俊太（熱海/理学療法科）、厚海留美（熱海/看護部）、長沢舞子（老健桔梗）、
安中聡一（西ノ内/理学療法科）、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）、
栁沼清一（法人/企画情報部ＩＴ管理課）、菅家大祐（法人/総務部総務課）、遠藤裕一（法人/総務部人事課）、
太田善雄（法人）、村上忠男（法人/企画情報部）、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）



～前方からつめてお座り下さい～
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