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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

　第１回太田綜合病院学会は、平成５年に財団法人設立記念行事として開催され、

本年で24回目を迎えます。

　今回の学会のテーマは、昨年と同じ「超高齢社会」です。職員の皆様は十分に認

識していると思いますが、日本の出生数は経年的に減少し、正に少子高齢化が進展

した人口構成は世界に類のないものとなっています。このような状況で「求められ

る医療とは？」が問われています。実行委員長の庄司 功 先生が、ごあいさつで述

べられていますが、最新の情報を発信できるように「新しい時代を見据えて」とい

う副題を付けたそうです。この点は非常に興味があり、５演題の発表を楽しみにし

ています。

　この学会は、当法人職員が一堂に会する貴重な機会ですので、活発な質疑応答や

有益な意見交換の場となることを期待しています。



ごあいさつ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第２４回太田綜合病院学会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　実行委員長　庄　司　　　功

　第24回太田綜合病院学会開催にあたり実行委員を代表してご挨拶申し上げます。
　今回の主題は【超高齢社会に求められる安全で良質な医療を目指して】です。昨年
と同じテーマで最新の情報を発信できるように【新しい時代を見据えて】と副題を付
けました。2019年は平成から令和の時代へ幕開けの年です。今回は、病院機能を支え
る各部門から、新しい時代にふさわしい研究成果や、高齢化社会を見据えた患者サー
ビスやサポートについて発表していただきます。ミニレクチャーでは、メンタルヘル
スケアの核となる、ストレスの影響とその対策について、専門家の立場からの解説を
お願いしました。
　医学は常に科学の進歩と共にあります。解剖学や細菌学で培われ、生理生化学検査
と放射線診断の力を得て、多数の医薬品の開発を背景に進歩を遂げました。現代医学
においては、高精密医療機器や遺伝子工学をも駆使して、治療できない疾患はないと
思える程です。
  しかし、医学が医療の全てではありません。医療の現場は、社会の変遷に翻弄され
ています。通信ネットワークが発達した現代社会においては、直接的な人間関係が希
薄化し、情報格差や社会的孤立が発生しています。世界にも類を見ない超高齢化が進
む我が国においては、疾病の治療だけでなく、リハビリテーションや社会的支援の重
要性が指摘され、看護や介護においても、認知機能や生活環境をも考慮した対応が求
められています。
　情報化と超高齢化が押し寄せる令和という時代において、安全で良質な医療を提供
するためには、最新の医学知識を熟知したうえで、社会構造の変化に適したマネジメ
ントをおこない、身体だけでなく心の健康にも配慮した全人的医療を目指さなければ
なりません。　　　
　この新しい時代を見据えて、それぞれの部門が取り組むべき課題を明確にすること
で、その道筋を見出したいとの思いを込めて今回の病院学会を構成しました。
　演題発表にご協力いただいた方々に感謝の意を表します。そして、この学会が、職
員の皆様の資質の向上と、太田綜合病院における業務の糧となることを願っていま
す。



プログラム

開　会［14：30］

挨　拶	 	 理事長	 堀　江　孝　至

	 	 実行委員長	 庄　司　　　功

第Ⅰ部　一般演題［14：45］

　　　　　　　　　　座長	 太田西ノ内病院	 副院長	 武　田　寛　人

	 太田西ノ内病院	 看護部	 橋　本　由　美

　１　多発性脳腫瘍に対する同時治療を可能にした
国内初の技法「HyperArc」の導入から臨床

～ a new High Definition & Rapid radiotherapy approach ～
	 太田西ノ内病院	 放射線部	 庭　山　　　洋

　２　チーム医療における臨床工学技士の役割
	 太田西ノ内病院	 ＭＥ室	 加　藤　拓　真

　３　2025 年問題を食で支える～病院給食の改革（変革）～
高齢化する患者をどう受け入れるか

	 太田西ノ内病院	 栄養部	 佐久間　大　彰

　４　地域包括ケアシステムの構築を進めるために
～在宅医療現場出向ツアー体験の効果～

	 太田熱海病院	 地域医療連携室	 宍　戸　孝　子

　５　太田熱海病院における地域包括ケアシステム構築への取り組み
	 太田熱海病院	 在宅療養支援委員会	 田　中　美津代

休　憩

第Ⅱ部　ミニレクチャー［16：00］

　　　　　　　　　　座長	 太田熱海病院	 副院長	 庄　司　　　功

　ストレスの影響とその対策
	 介護老人保健施設桔梗　所長	 渡　邉　　　実

閉　会［17：00］
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【はじめに】
　当院の新規放射線治療システムが稼働し、１年半が経過した。更新したシステムは10年後の
放射線治療を想定し、今後必須となる技術が行えるように考慮した。導入当初は、賛否両論の
あったシステム（患者さんの皮膚マーカーレス、薄手の衣服の着用、照射毎のQA、高精度照
射の検証の合理化など）も今では称賛されるまでになった。その中の一つが多発性脳腫瘍に対
する定位放射線治療の新しい技法「HyperArc」である。「HyperArc」は、単発から多発ま
での脳腫瘍に対して、短時間かつ非侵襲的な固定で定位照射専用機（ガンマナイフやサイバー
ナイフ）以上の治療を提供できる技法であり、患者さんに大変優しい治療である。導入当初
から「HyperArc」の実施を念頭に、半年以上の時間をかけ、臨床開始に至った。国内初症例
は、この技法の今後の発展・普及においても失敗のできないものであるため、万全を期してお
こなった。そこで、当院の放射線治療の現状から「HyperArc」とは何か、導入過程、臨床ま
でを報告する。

【当院の放射線治療実績と現状】
　ほとんどの症例を高精度放射線治療（強度変調放射線治療：IMRT、体積変調放射線治
療：VMAT/RapidArc、定位放射線治療：SRS/SRT/SBRT、高分解能４π放射線治療：
HyperArc）で行っており、その割合は90％以上である。高精度放射線治療を特別な治療とせ
ず、標準的な治療として行っている。表１に放射線治療の強い病院と当院の比較を示す。

　また、通常１～２週間かかる計画CT撮影から照射開始までの待ち時間を、当院では平均１
～２日と大変短縮させることを可能にした。さらに、患者さんに優しい治療を提供するため、
皮膚マーカーレスと薄い着衣を可能とする治療システムを導入している。

【破壊的イノベーションの導入】
　当院の新しいシステムは、従来の手法と全く異なる新たな技術（上記に記載）を取り入れる
ことで、放射線治療システムの概念を変えることになった。このため、病院職員の方々には、
変わったことを知っていただきたい。

第Ⅰ部　一般演題

演題１　『多発性脳腫瘍に対する同時治療を可能にした
　　　　　　　　　　　国内初の技法「HyperArc」の導入から臨床

～a new High Definition & Rapid radiotherapy approach～』
太田西ノ内病院　放射線部
　○庭山 洋　小板橋 健一　新里 昌一　新野 恵司

表１　2017～2018年の高精度放射線治療IMRTの件数
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【強度変調放射線治療：IMRT】
　コンピュータを用いて正常組織の被ばくを抑えつつ、腫瘍に放射線を集中させる画期的な技
術。従来では、多発性脳転移に対しては全脳照射（30Gy/10Fr）で治療することが標準であっ
た。（図１）IMRTにより脳転移には定位的に大線量を投与しつつ、正常脳には予防的線量
（25Gy/10Fr）を投与し、脳転移の頻度が少なく副作用の原因になる海馬や照射したくない眼
球などは回避できるようになった。

【HyperArc】
　多発性脳転移に対して同時に定位放射線治療が可能な技術で、同時治療のため副作用が少な
く、短時間で、各病変に最適な線量を投与可能。定位照射専用装置であるサイバーナイフやガ
ンマナイフと同等以上の線量分布を実現。（図２）
　従来では、多発性脳転移には予後や副作用、治療時間の問題から全脳照射が選択されてきた
が、HyperArcを用いることで多発性脳転移に対する新たな治療戦略となる。

図１　Hippocampus Sparing WBRT with SRT Boost

図２　HyperArcの線量分布とDVH
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【HyperArc導入までの経緯】
2018.7 TrueBEAMSTx Ver.2.7MR2にVer.UP（HyperArc対応）　
 HyperArcのQAを開始し、マシンのQAデータの収集及びQA方法の確立
2019.2 本体を先行してVer.2.7MR3にVer.UP
2019.3 ARIAとEclipseをVer.15.6にVer.UP
 実機を使用したHyperArcの受け入れ試験

治療計画装置のコミッショニング！！！
2019.4.23 事前コンサルティング（朝８時～）
  アメリカのスタッフと医師・技師でミーティング
2019.4.30～5.2 通常照射でPre_HyperArc
2019.5.13～5.17 日本初のHyperArcの実施

　新規リニアックが稼働して半年後にHyperArc対応のVer.2.7がリリースされた。さらに、
HyperArcの立ち上げに関するサポートはすべて欧米のスタッフで行う方針となり、日本国
内での情報が極めて少ない状態での立ち上げとなった。このため、半年間かけてゼロから
HyperArcのQA方法の確立・データ収集、指針の策定、受け入れ、コミッショニングを行う
ことにした。定位放射線治療は以前から行っていたため、小照射野に対するコミッショニング
は完了しており、HyperArc特有のOff-IsocenterのQAを新たに追加し、リニアックの幾何学的
精度を限界まで追い込んで、治療計画装置のパラメータをモデリングし、プランと整合性を確
認した。この過程がコミッショニングと呼ばれ、放射線治療を稼働させるまでの一番大切な部
分になる。コミッショニングで治療計画装置のプランがリニアックでしっかり照射できるよう
に調整しないと、過去に日本中で起こった過剰過小照射の原因に繋がる。
　臨床開始にあたり、アメリカのスタッフと事前にミーティングを行い、疑問事項がないよう
にし、最善を尽くして臨床開始となった。

【First HyperArc in Japan】
・髄膜種の術後再発：25 Gy/5Fr、PTV=GTV+1.5～2.0 mm（シェル0.5 mm+リニアック0.75 mm）
　PTV＝95％、GTV＝100％、GTV-2 mm＝110％以上
　初めてのプランニングとなるため、より良好な分布になるように複数立案し、検討を行っ
た。（表２）Convergence modeのExtendedを使用することで集中性がよく、正常脳の副作
用が少ないプランとなった。（図３）照射時間は、４～８分であった。今後、マージンは１ 
mmで問題なさそうであった。

日本初のVer.2.7の
臨床稼働

日本初の実機照射
2019.3.31

日本初の臨床開始

表２　Dose Statistics
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【今後の展望】
　脳転移だけではなく、頭頚部や体幹部へ適応の拡大を考えている。現在、頸部の２症例に対
してHyperArcを行い良好な治療を行うことができた。頸部への症例は、他院で照射を行った
後の再照射であり、腫瘍が眼窩に近く、複数に分かれているため最適であった。（図４）

【まとめ】
　HyperArcは、複数の脳腫瘍を同時に、高精度で、短時間に、副作用を少なく照射できる治
療であり、専用装置であるサイバーナイフ以上の治療を行える、全く新しい技法であった。
　受け入れ試験、コミッショニング、QAがまだ確立していないため、考えうるBestを尽くし
導入に至った。アメリカ本社より国内メーカースタッフでの立ち上げが認められていないた
め、大病院以外での導入には、高いハードルを感じた。このため、今後導入する施設（東北で
は岩手医大様）のために虎の巻を作成し提供している。
　現在、脳腫瘍以外にも頚部の疾患へも拡大させたので、今後は体幹部への拡大も模索してい
きたい。
　HyperArcは、全脳照射を行っていた多発性脳転移の新たな治療戦略の一つとして、今後主
役となりうる技法である。

図３　国内初の臨床例

図４　頸部への臨床例
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【はじめに】
　ME室は臨床工学技士の国家資格を持つ総勢21名のスタッフで構成されています。
　臨床工学技士とは臨床工学技士法に定められた「医師の指示の下に、生命維持管理装置の操
作及び保守点検を行う事を業とする者」です。
　当院では室長指揮監督の下、医療機器管理部門、心臓カテーテル検査部門、人工透析部門、
手術室部門、心臓血管外科部門の５つの部門に分かれ、それぞれが専門性をもって日々の業務
に取り組んでいます。

【ＭＥ室の部門別業務内容】
１．医療機器管理部門
　医療機器（モニター・輸液ポンプ・シリンジポンプ・低圧持続吸引器等）の保守点検・修理
業務、人工呼吸器管理、高気圧酸素療法、NICU業務（人工呼吸器・保育器・一酸化窒素吸入
療法等）、小児科の在宅人工呼吸療法の導入、患者家族への指導から管理等を行っています。

２．心臓カテーテル検査部門
　術前の診断カテーテル検査、冠動脈狭窄に対する治療、不整脈に対する治療、補助循環装置
の導入など様々な症例の使用物品の管理、術野での医師の補助を行います。また、CCUなど
での補助循環装置の対応、管理も行っています。

３．人工透析部門
　透析業務全般、様々な急性血液浄化療法、機器の保守点検・修理、シャント管理から治療ま
で行っており、その他の特殊な治療にも携わっています。

４．手術室部門
　手術室内の医療機器の管理、鏡視下手術時の内視鏡の準備・操作、使用物品の洗浄・滅菌を
行っています。また、手術に立ち会うことで円滑に手術が進むようにサポートしています。

５．心臓血管外科部門
　他部門と兼務の３名（機器管理１名、心臓カテーテル検査２名）のスタッフにより人工心肺
操作、心筋保護装置・自己血回収装置操作、手術の外回りと記録、補助循環装置の操作や動作
確認を行っています。

【太田熱海病院とのME兼務について】
　2017年からスタッフを太田西ノ内病院に集約し太田熱海病院のＭＥ室業務は出向にて業務を
兼務することとなりました。
現在は室長を含め４名のスタッフが兼務しており、太田熱海病院の人工透析業務、医療機器管
理業務を行っています。

演題２　『チーム医療における臨床工学技士の役割』
太田西ノ内病院　ＭＥ室
　○加藤 拓真　下村 卓也　山中 隆範　野﨑 紗由　三浦 政広
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【二交代制度の現状】
　2017年４月からSICU・CCUの特定集中治療室管理料Ⅰの加算の条件の１つである「専任の
臨床工学技士が、常時、院内に勤務している」に伴い、ME室の二交代制が開始となりまし
た。
　夜勤は１名体制で行っており、夜勤者以外の部門の緊急時には待機者が対応しています。

【安全で良質な医療を提供するために】
　ME室として多くの学会、勉強会へ参加しています。
　ME室の基本理念である「安全を極めた機器提供」「信頼ある技術提供」を目標として、
様々な専門認定士（３学会合同呼吸療法認定士・透析技術認定士・体外循環技術認定士・心血
管インターベーション技師・高気圧酸素治療専門技師・臨床ME専門認定士）の資格取得に努
めています。
　その中で学んできたことを活かし、技術・知識を現場へ還元することで医療機器の取り扱い
に関する安全性の底上げをしています。
　具体的には、関係部門との共催で医療安全研修において、「医療ガスの安全な取り扱い」、
「輸液ポンプ・シリンジポンプの安全な取り扱い」を始め、新人看護師に対する「医療機器の
取り扱い」などの研修会を定期的に開催しています。
　また、各部署から依頼を受け、それぞれのニーズに合わせた内容での勉強会も実施していま
す。それらが個々の知識の向上となり、さらには病院全体での質の向上に繋がるよう努めてい
ます。

【機器管理技術の向上】
　現在、医療機器を安全に使用するために、医療法において定期点検が義務づけられ、医薬品
医療機器等法に基づいて計画を立案し点検を実施しています。
　メーカーに依頼した定期点検は、専門的な対応が可能であるメリットがある一方、高額な作
業技術料が発生することや、長期間臨床使用できないことがデメリットになります。
　当院では、一部の機器を臨床工学技士がメーカー主催のメンテナンス講習を受講し、人工呼
吸器・輸液ポンプ・シリンジポンプ・保育器・人工透析装置等、多くの医療機器を院内で保守
点検・修理まで完結させています。それによりコストダウンや効率的な機器の運用に繋がるだ
けでなく、機器の原理・構造まで学ぶことで、日々の業務の中でトラブルにいち早く気づき、
原因の追究、適切な対処方法の選択をすることが可能になります。

【まとめ】
　現在、医療機器は医療に欠かせないものとなっています。
　そのため、私たちが「安全を極めた機器提供」「信頼ある技術提供」をすることで、チーム
医療に貢献できれば、太田綜合病院として医療の質の向上に繋がると思います。
　また、超高齢化社会に対して医療の現場は「多職種連携によるチーム医療が重要」とされて
います。臨床工学技士の果たすべき役割も急性期だけでなく、慢性期から在宅まで多様化して
きています。
　多職種との連携を図る上で知識の共有は必要不可欠となることは間違いありません。日頃か
ら他部門へ向けての勉強会を開催するなどのコミュニケーションを図り、お互いの考えを伝え
合える場を作ることで、より良い医療への架け橋になれればと思います。
　超高齢化社会に対応するためには、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供さ
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れる地域包括システムが必要とされています。そのため臨床工学技士に求められるニーズが医
療環境に適応していく必要があると思われます。
　その中でも太田綜合病院のスタッフとしてそれぞれで求められる役割を果たせるようME
室、一丸となり業務を行っていきたいと思います。
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１．はじめに
　団塊の世代が75歳以上となる2025年には、国民の５人
に１人が後期高齢者となり、医療・介護福祉の需要が高
まることは必須である。
　高齢化は病院給食においても大きな問題である。実際
に、太田西ノ内病院での入院患者の平均年齢は年々上昇し
ている。（図１）入院患者の高齢化の影響を受け、栄養部
で提供する食事の形態や内容も多様化してきている。

２．病院給食の過去から現在までを振り返る
　病院給食は1902年に初めて開始され、1948年の医療法
公布により制度化された。当初の病院給食は「まずい」
「冷たい」「早い（夕食の提供時間）」の３悪と評され
ていたが、そこから約70年が経ち、内容は大きく変化し
た。（表１）
　特に1994年に導入された入院時食事療養制度の影響は
病院側だけでなく、患者側にとっても大きな変革だっ
た。入院時食事療養（Ｉ）に適温適時給食の基準が明記
されたためである。

３．太田西ノ内病院での対応
　適温適時給食の実現のために、各病棟にパントリー（調理室）を設置し、調理後すぐに提供で
きる体制を整備した。加えて、保温食器の使用や一部病棟での温冷配膳車導入を行ってきた。
　食事形態の多様化、摂食嚥下機能に障がいを持つ患者の増加に対応するために、嚥下食を設
定した。当初は太田西ノ内病院独自の基準に基づいた嚥下食だったが、その後発表された嚥下
調整食分類2013に準じて内容の見直しを行った。また、嚥下食を提供する患者の低栄養予防の
ために、栄養強化も行った。
　病院給食の患者サービスとしての需要の高まりには、朝食、昼食の特別メニューの実施、バ
イキングの実施などを行ってきた。（図２，３，４）

演題３　『2025年問題を食で支える～病院給食の改革（変革）～
高齢化する患者をどう受け入れるか』

太田西ノ内病院　栄養部
　○佐久間 大彰　山崎 俊朗　渡邉 悦子　後藤 桂子　箭内 磨菜美　安斎 広乃
　　平井 智文　伊東 陽子　渡辺 守正　市川 昌嗣

図１　入院患者平均年齢の推移

図４　バイキング（果物盛り合わせ）図３　バイキング実施風景図２　特別メニュー（海老天丼）

表１　病院給食の変化

1948年 医療法の制定
病院給食が法的に位置づけられる

1950年 「完全給食制度」
一律に一日2400kcalの食事

1961年 特別治療食に対する加算の開始

1973年
「病院給食における一般給食給与患者の
熱量所要量（15歳以上）」
患者個々の適正量に合わせた食事

1992年 「特別管理給食加算」
適温、適時給食を目的とする

1994年
「入院時食事療養制度」
食事の定額自己負担が導入
治療食かつ、より快適な食事を目的とする
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４．これからの病院給食について考える
　患者の高齢化はさらに進むことは確実で、それに伴い病院食のニーズも変化していく。より
安全に必要な栄養を摂取できることや、より楽しみを感じられることに加え、細かな個別対応
が必要になると考える。
　病院給食の基礎となる「日本人の食事摂取基準」が2020年に改訂される。主な改定箇所とし
て、
・70歳以上とされていた高齢者の区分を、65～74歳、75歳以上の２区分に変更。
・ナトリウム（塩分）目標量の引き下げ。
・高齢者のフレイル予防の観点が追加。タンパク質摂取目標量の引き上げ。
が予定されている。
　栄養部では、食事の現状や患者のニーズを把握するために、入院患者に嗜好調査を実施して
いる。今年も224名の意見を頂いた。主な結果は図の通りである。（図５，６）

　また、今年は嗜好調査とは別に60歳以上で成人食（一般食）を提供している患者55名にアン
ケートを実施した。質問内容と主な結果は以下の通りである。
質問１　病院給食と自宅での食事の違い
結果　自宅の方が濃い味付けだった（23名）、病院食の方が主食、おかずの量が多かった（19
名）
質問２　病院給食への要望
結果　みそ汁または漬物の回数を増やしてほしい（25名）、味付けを濃くしてほしい（12名）
嗜好調査とは質問内容が異なるので一概には比較できないが、アンケートでは食事量や味付け
の意見が多かったように感じた。

以上のことを踏まえ、これからの病院給食について、いくつかの課題を提案したい。
・成人食（一般食）の内容、区分の見直し。

現在は、成人食１（18～69歳）と成人食２（70歳以上）で対応しているが、年齢区分を細分
化する必要がある。

・減塩のための食事の工夫。
加齢により味の感受性は低下し、特に塩味で顕著である。そのため、病院食に対しても味が
薄い、味付けを濃くしてほしいと訴える患者が多い。そのような状況の中で減塩を達成する
ためにも、味付けにメリハリをつけるなど今以上の工夫が必要である。

図５　食事の満足度 図６　食事の味付け
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・嚥下調整食、ミキサー食などの見直し
安全な食事であるためにも、嚥下調整食やミキサー食の需要が高まることは確実である。し
かし、摂食・嚥下機能に障がいを持つ患者は栄養不足のリスクが高くなる。現在も対応はし
ているが、栄養強化食品を使用するなどして、更なる見直しをはかる必要がある。

・特別メニューやバイキング、行事食の充実をはかり、より「楽しみ」な食事に
現状でも行っているが、まだまだ改善の余地はある。嚥下調整食やミキサー食でも参加でき
るような内容を検討していきたい。

５．最後に
　病院食は治療食である。患者の高齢化が進む中でも十分な量の食事、栄養を摂取することを
可能にし、良好な栄養状態を維持することで健康寿命の延伸を実現することが必要である。食
事の自己負担額が増えるなどの影響もあり、病院給食に興味関心が高まっている状況だからこ
そ、これからもより良い病院給食を通し、2025年問題を食で支えるための検討、努力を続けて
いきたい。
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はじめに
　日本が抱える超高齢化問題は、当院の周辺地域も例外ではない。高齢化率は、湖南町
48.7％，熱海町40.7％、当院での入院患者の高齢化も著しい状況である。2025年問題として、
高齢化社会により医療や介護の需要が更に増加していき、医療の破綻が避けられない状況であ
る。この問題への対応策として、地域包括ケアシステム構築に向けた取り組みが進められてき
ている。「治す医療」から「治し支える医療」への転換に向けて、住み慣れた地域で暮らして
いけるようにする為に、退院支援にしっかりと取組む必要がある。当院においても退院困難な
要因を抱えた患者が多い中で、退院支援の充実を図る為に模索していたところ、今回、地域の
中で、最後はやっぱり家がいいかない実行委員会が実施主体の在宅医療関連の研修会が行わ
れ、当院から職員５名が参加をした。その後、院内で報告会とグループワークを実施したこと
で参加した病棟看護師の退院支援に対する意識が変わったので報告する。

当院での退院支援の現状
　当院に於も、福島県中医療圏退院調整ルールを基本として、入退院支援加算１の要件に合わ
せ退院支援を行っている。対象となる患者は、独居･老々介護･難病疾患･医療処置の継続･認知
症など退院困難な要因を抱えているケースも多い。病棟看護師は、日々の日常業務に追われて
いる中で、退院支援に充分関わることが出来ていない現状があった。そこで、2018年度に病棟
看護師の退院支援に意識調査を行った。結果は、病棟看護師が退院後の在宅生活のイメージが
出来ていないことが分かった。（図１）また、退院前カンファレンスでは、病棟看護師が在宅
生活を見据えた情報提供を行わなければいけないが、十分に伝えられていない現状もあった。
　そこで、退院支援を充実させる為には、病棟看護師が患者や家族の退院後の在宅生活をイ
メージ出来る必要があると考え、退院支援のスタッフ教育の一環に在宅療養の体験を取り入れ
る必要があると考えていた。

　2019年５月、６月に郡山市内において、最後はやっぱり家がいいかない実行委員会が実施主
体の在宅医療関連の研修会が実施されることになり、当院から職員５名（看護師３名、SW２
名）が参加。その後、院内で報告会とグループワークを実施した。

演題４　『地域包括ケアシステムの構築を進めるために
～在宅医療現場出向ツアー体験の効果～』

太田熱海病院　地域医療連携室
　○宍戸 孝子　栁沼 愛

図１　退院支援に関する病棟看護師の意識調査のアンケート結果（27項目中４項目）
■十分出来ている　■出来ている　■出来ていない　■全く出来ていない　■非該当
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多職種連携研修会の要項について
目的
　地域包括ケアの実現に向け、在宅医療の充実が求められている中、郡山市における在宅医療
の普及、充実を狙いとし、より多くの関係者に【在宅医療】について理解が深まるよう啓発を
目的として開催する。
研修内容
　①在宅医療現場出向ツアー「在宅療養者の生活を支える医療について現場を探る」
　②在宅医療現場出向ツアー体験者のワークショップ
　③体験報告
　④グループワーク「この人を帰すためにどう連携し合うか」事例をもとに

研修参加者の報告

　在宅出向ツアー参加者の感想は、（表１）参照。病院しか知らない職員にとって在宅医療の
実際を目の当りにして、在宅での患者や家族の表情がいきいきとしていることに驚いたよう
だ。また、在宅で行われる処置などが病院と違い、患者に合わせ工夫をしていること。本人と
家族、そして在宅療養を支える人たちとの信頼関係がものすごく強いと感じたスタッフが多
かった。

病院での報告会（グループワーク）
　８月に看護師を対象に実施をした。参加者：10名
研修内容：①ツアー参加者からの報告
　　　　　②在宅療養に対するイメージについてと研修報告を聞いた後での在宅療養
　　　　　　イメージと何をすべきかについてのグループワークの実施
　報告会参加者からの在宅療養生活や訪問看護のイメージが報告を聞く前と聞いた後の意見は
（表２）参照。多くの看護師が在宅療養に対するイメージが変化した。病棟看護師が在宅療養
に繋ぐためには何をすべきか意識しながら患者支援を行うことが大事だと意識できた。

感想 感想

Aスタッフ

･訪問スタッフが、患者･家族の話を傾聴し、不安を
しっかり受け止めているのが解った。
･訪問看護師が、食事などをはじめとして、具体的に
本人に合わせて指導していた。
･終末期となると、病院に入院して暗いイメージが強
かったが、地域にいる支援者に支えられながら、幸
せそうに生活をしていた。

Bスタッフ

･ALSの人工呼吸器を装着した患者を訪問し、住み慣
れた自宅で自分のペースで生活できることが本人と
家族が一緒に生活できることがうれしい。
･病院と自宅での表情の違いに驚いた。
･在宅では、医師と患者･家族が同じ目線であった。

Cスタッフ

･病院では、意志の疎通困難で家族も暗いイメージで
したが、自宅では非常に明るい表情だった。
･今まで支援してきて悩んだり後悔したりすることも
あったが、在宅移行を支援し、やってよかったいえ
たらいい。
･病院だから在宅の事は解らないが当たり前ではな
い。在宅を知るためには地域に出ることも必要。

Dスタッフ

･在宅医療を見学し、入院中は本人も家族も在宅をイ
メージ出来ていないことが多い。また、病院職員も
同じである。
･入院生活は、人生の中の通過点にしか過ぎない。

Eスタッフ ･病院で見ている本人･家族への理解はほんの一部にし
か過ぎないと感じた。

表１　出向ツアー参加者の感想
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研修参加の効果
　出向ツアーと報告会参加者は、在宅療養を受ける本人がその人らしさを失わず、家族と生き
生きと生活をしていることに驚いていた。今までは、入院患者の退院を考えるときに、「認知
症の高齢世帯だから自宅退院は無理ではないか」「高齢の一人暮らしだから無理だ」「呼吸器
使用しているから難しい」などを理由に在宅療養は無理だと思い込み、大切な本人の意思を受
け止めることをしっかりとしないままに、在宅への退院を諦めていたケースもあった。また、
病棟看護師が退院後の在宅生活をイメージ出来ずに関わることで、退院後に患者が不安になっ
たり、早期に再入院をしてしまったりする事例もあった。過去の事例を振り返りながら、今回
の研修を通して、患者･家族の意向を十分に把握して、退院支援に関わることが大切だという
ことを認識出来たと考える。
　宇都宮は、「地域につなぐ看護について、患者の意向を引き出す力と退院後の生活を見据え
て必要なケアを見出す力を持った看護師の育成が必要」と言っている。「病棟経験しかない看
護師には、いくら研修に参加して多くを学んだとしても在宅をイメージすることは困難です。
病棟看護師にとって訪問看護は、患者の生活を知るための一番の近道」といっている。在宅療
養現場を体験することは、在宅療養をイメージしながら退院支援に関わる職員の意識向上には
必要なものだと考える。

今後の取り組み
　退院支援は、患者本人や家族の意思を受け止めながら(ACP)、退院後の在宅での患者や家族
の生活に視点を置き、退院調整できる病棟看護師の育成が必要と考える。その為の取り組みと
して、以下の事に今後取組みたいと考えている。
１．病棟看護師の訪問看護体験実習の実施。
２．地域施設との交流･見学実習の実施。
３．退院前訪問･退院後訪問の取り組み

報告を聞く前 報告を聞いた後

･看護･介護度の高い患者のケア、家族に実際出来ているのか ･食事や薬を訪問看護が介入することで、管理が出来ている

･様々な知識が必要であるため、幅広く興味がないといけない ･危険も隣り合わせ。具合が悪くなったときの判断も細かく指導し
ていかまくてはいけない

･患者･家族と信頼関係を気づくのが大変 ･内服管理が難しいと思う。退院を見据えて早めに介入していかな
ければならない

･訪問看護が短時間でどこまで出来るのか ･本人と家族が一緒に過ごそうという気持ちが伝わった。

･寝たきりの患者さんは家族の負担が大きい ･病院と自宅での表情が違う。病院は生活の場ではない。住み慣れ
た環境が、本人･家族にとって一番

･一人暮らしや高齢者夫婦は薬の管理や食事、清潔を保つことが大
変になってくる ･病院看護師は、自宅で出来るか評価しつなげていく

･多職種連携し家族も自分の生活を送れる。

･働いていながらも在宅介護は出来る

･病院看護師が自宅でも看護が出来るように進めていく必要があ
る。

･病棟での生活と住み慣れた自宅での患者の表情が違うことを聞き
家に帰ることの大切さを感じた。

･病院出で出来ること、在宅に繋げていくため、どのように病棟看
護師として関わるかを考える必要がある。

表２　在宅ツアー体験報告（グループワーク）
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はじめに
　太田熱海病院は熱海地区を中心とし、周辺の本宮、猪苗代、湖南地区医療機能の中心的役割
を担っている。2025年の超高齢化社会へ向け地域包括ケアシステム構築へ向けての取り組みは
大きな課題である。今回、太田熱海病院での在宅医療を中心とした地域包括ケアシステムへの
取り組み状況について報告する。

１．地域包括ケアシステムの中の太田熱海病院の位置づけ
　太田熱海病院の機能はケアミックス型で、急性期病棟、回復期リハビリ病棟、療養病棟、特
殊疾患病棟、地域包括支援センター、予防医学センター、通所リハビリテーション、訪問リハ
ビリテーション、訪問看護ステーションがあり、熱海地区に唯一ある医療機関である。同じ熱
海地区内に介護老人保健施設桔梗もあり、地域には特別養護老人ホーム２施設、小規模多機能
型介護施設１施設、居宅介護保険事業所が２事業所あり、在宅医療・福祉を含む総合的なサー
ビスを提供している（図１）。
　熱海地区の人口は令和元年で5702人、高齢化率は40.7％と県の平均31.4％郡山市平均27.4％
をはるかに上回っている（図２）。

演題５　『太田熱海病院における地域包括ケアシステム構築への取り組み』
太田熱海病院　在宅療養支援委員会
　○田中 美津代　三崎 麻子　山口 克彦　冬室 加代子　井上 好恵　土屋 香純　
　　柳田 慎一　亀谷 恵理子　千葉 亜希子　吉田 幸子　寺島 由美子　竹内 眞里子
　　橋本 真利子

熱海地域で提供できるサービス

医療

介護

福祉

・太田熱海訪問看護ステーション
・太田熱海訪問リハビリ
・太田熱海通所リハビリ
・各通所・デイサービス

・特別養護老人ホームあたみ・玉川ホーム
・介護老人保健施設 桔梗
・小規模多機能介護施設
・居宅介護支援事業所２か所

・熱海地域包括支援センター

・太田熱海病院など

図１

図１
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　当病院では以前より往診・訪問看護は行っていたが、独立して平成13年より訪問看護ステー
ションを立ち上げ、太田熱海病院内と湖南地区グリーンライフ小磯ケアハウス内にサテライト
を設置し、在宅療養患者の支援を行ってきた。熱海・湖南地区においては高齢化が進み、独居
や認知症、要介護状態の利用者も増加してきている。同じ郡山市内であっても遠方のため介護
タクシーが手配できないなど様々な問題を抱えている。地域包括ケアシステムでの当病院の役
割を果たすため、本年３月に在宅療養支援病院を届け出た。郡山市内において在宅療養支援病
院は当病院を含めて３か所しかない（図３）。届け出基準として、半径４km以内に他の医療
機関がないこと、24時間の医療体制を確保することなどがある（表１）。24時間対応が一番困
難な条件で、当病院では６名の医師による往診、病院の夜間救急外来による入院受入れ、訪問
看護ステーションによる随時訪問の24時間体制を確保した。利用者・家族からは、「24時間安
心だ」との声が聞かれるようになってきた。又、訪問診療では栄養指導が必要な例も多く、訪
問栄養指導への取り組みも始めたところである。訪問薬剤指導が必要な場合は院外薬局との連
携も図っている。
　訪問診療・看護の導入にあたっては、入院中に主治医が説明を行い、診療担当・訪問看護師
などが患者・家族と面談し、多職種による「退院前カンファレンス」を行い、退院後できるだ
け速やかに初回訪問をし、スムーズな在宅療養への移行を図っている。

2019/5/22 保健福祉部健康長寿課

図2図２
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図３

在宅療養支援病院 機能強化型在宅療養支援病院

施設基準 200床未満または半径 以内に診療所が
存在しない

200床未満または半径 以内に診療所が存在
しない

担当医 在宅医療を担当する常勤の医師が 名以上

その他の基準 ● 時間連絡を受ける体制を整備している
●患家の求めに応じて、 時間往診が可能な体制を確保していること
●往診担当医は当該病院の当直体制を担う医師とは別の者であること
●訪問看護ステーションと連携し、患家の求めに応じて 時間訪問看護の提供が可能な
体制を確保している

●在宅療養を行っている患者が緊急時に入院できる病床を常に確保すること
●当該地域において、他の保健医療サービス及び福祉サービスとの連携調整を担当する者と

連携していること
●定期的に、在宅看取り数等を地方厚生局長等に報告していること

緊急往診実績 10件以上

在宅看取り実績 4件以上

届出前 在宅療養支援病院 機能強化型在宅療養支援病院
在宅患者訪問診療料 8,330
在宅時医学総合管理料 23,000 27,600

基本報酬 8,330 31,330 35,930
往診料 7,200

往診加算
緊急 +3,250 +6,500 +8,500
休日夜間 +6,500 +13,000 +17,000
深夜 +13,000 +23,000 +27,000

在宅患者訪問薬剤管理指導料 6,500
在宅患者訪問栄養食事指導料 5,300
在宅がん医療総合診療料 14,950 18,000

24 時間訪問看護の提供が可能な体制を確保することで、緊急時に在宅で療養を行なっている患者

が直ちに入院できるなど、必要に応じた医療・看護を提供できる病院

在宅療養支援病院
表１

図３

表１

― 17 ―



２．医療介護連携ツール「メディカルケアステーション」を用いた多職種連携の実際
　メディカルケアステーション（以下MCS）とは、医療介護専用の完全非公開型SNSであ
る。郡山医師会では地域包括ケアシステムの推進に向けて、医療と介護にかかわる多職種連携
ツールとしてMCSを推奨している。
　MCSのメリットとして①問い合わせ電話、FAXが減る②既読マークが付き、情報が伝わっ
たことがわかる③時間を気にせず連絡がとれ、患者・利用者の状態が把握できる④患者・利用
者単位の多職種チームで連携できる⑤患者・利用者家族側も参加することができる⑥写真、動
画も送れ、画像確認も可能である（図４）。
　昨年より、業者や医師会主催の研修会を経て、本年８月よりMCSの運用を開始している。
現在患者・利用者登録30名、他医療機関医師１名、他訪問看護ステーション１か所、郡山多職
種連携ネットなどとつながりを持ち、情報の共有を図っている。導入間もないが、特に今まで
困難だった他医療機関の医師との情報共有が容易になり、往診の状況も把握しやすくなった。
訪問診療・看護においては、患者の予定により継続して同じ医師が診療に行けないことや、訪
問看護においても一人の利用者に数名の看護師がチームで動く事がある。MCSを利用するこ
とによって、状態変化が画像やタイムラインによりスムーズに共有できるようになり、チーム
としての一体感も出てきている（図５）。

３．太田熱海病院における在宅医療・介護の今後の展望
　在宅療養支援病院として、今後加速していく高齢化に対応できるよう訪問診療の利用者の拡
大を図り、在宅での看取りの積極的な受け入れなどが必要となってくる。まだまだ中間施設や
特別養護老人ホームへ入所を希望しても、入所待ちが長く長期入院をせざるを得ないケースも
ある。このため、将来的にはサービス付き高齢者住宅や訪問看護の定期巡回・随時対応型訪問
介護看護の取り組みなどを通し、療養生活の場を確保し、在宅での看取りなどにつなげて行け
るよう活動を進めていきたいと考える。
　MCSの取り組みについては、在宅では今後医療・介護の垣根がなくなり、地域包括支援セ
ンターやケアマネージャー、ヘルパー、院外薬局などとの情報共有が更に進むことで、患者・

MCS使用のメリット

多職種連携が出来る

看護師

病院

福祉用具

ケアマネ

薬剤師

ヘルパー

・情報共有
・電話FAXが減る
・いつでもどこでも確認
・他の事業所の支援がわかる
・患者家族が参加できる
・写真・動画が送れる

患者・家族

図４

医師

PT・OT・ST

図４
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利用者に関わる全ての人々が、認知症や独居であっても生活状況が把握しやすくなると思われ
る。又病院内からは、地域連携室、認定看護師、リハビリ部門などとの連携が図られれば、得
られる情報が増え在宅療養の質の向上にもつながると考える。
　病院側のメリットとしては、入院前退院後の状況が把握できるため、その情報を診療に活用
したり退院調整がスムーズに行えることなどが考えられる。
　多職種連携の実例として、他診療所の訪問診療と２ヶ所の訪問看護ステーション、３ヶ所の
ヘルパー事業所などのサービスを受けている遷延性意識障害の患者がいる。当病院では15年以
上関わりのある患者で、人工呼吸器をつけているため昼夜問わず頻回な痰吸引が必要で、家族
の身体的・精神的負担も大きく、定期的なレスパイトも兼ねた入院の受入れを行っている。こ
の患者１人に対し20名以上の多職種が関わり、今までは全員が同時に情報共有する事は不可能
であった。MCSを利用することでそれが可能となり、こういった重症患者の在宅療養やそれ
に関わる家族の介護負担を減らす為のレスパイト入院が同時に行えるということが、「病院」
だからこそ行える地域包括ケアシステムであると考え、今後もそういった取り組みを続けてい
くことが、太田熱海病院の果たす役割と考えている。
　MCSの運用を今後軌道に乗せ、多職種との連携や、患者・利用者、家族との連携を図り、
患者・利用者それぞれの地域包括ケアを実践していけるよう取り組んでいきたい。

おわりに
　今回貸与となったスマートフォンでMCSの利用が可能となり、困難だった多職種連携がス
ムーズとなり、新たな事業に取り組むことが可能となった。今後も地域包括ケアシステムを構
築し地域住民の健康保持、福祉増進に貢献して行きたい。

図5図５
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　今回はストレスの影響とその対策についてストレスチェック制度の考え方に沿ってお話いた
します。ストレスチェック制度は2015年に始まりました。職員の皆様も健康診断のときに調査
票に記入しその後結果の通知を受け取られたと思います。血液検査など他の検査が異常を早期
に発見して治療に結びつけることが目的であるのに対して、ストレスチェックは心理的負担の
程度を把握する検査でありメンタルヘルス不調の未然防止（一次予防）が目的とされていま
す。検査の実際ですが調査票により仕事の質や量の問題、心身の不調、周囲からの支援の３つ
の項目でストレスの程度を点数化します。その結果を本人に通知して自らのストレス状況につ
いての気づき促し自身で必要な対策を行ってもらいます（セルフケア）。また、点数が基準を
超えてストレスが高いとされた高ストレス者（希望者）に対しては医師との面談が勧められ、
さらに集団分析から職場環境の改善が検討されます。これらによってメンタルヘルス不調の発
症を予防することを目指しています。
　ストレスを予防できずその影響が長く続くと心身の不調や、さらにはストレス関連疾患に発
展することがあります。このような状態にならないための対策について具体的に考えてみたい
と思います。はじめに、ストレスにはストレスチェックで評価される仕事に関連したもの以外
に家族の病気、介護、教育問題、さらには人間関係や経済的問題など幅広くありますので、自
分が現在どのようなストレスにさらされているか把握しておきます。そして問題となるような
ストレスがあれば可能な範囲で解決に向けて対処します。次に心身の不調は不安や落ち込みな
どの心の面、食欲低下や不眠などの体の面、さらに欠勤、引きこもりなどの行動面の不健康状
態として現れてきますが、これらの不調についての自覚や気づきを対策に結びつけるようにし
ます。適切に対処できないとうつ病、適応障害、心身症、アルコール依存症その他のストレス
関連疾患に発展することがあり治療が必要となってきます。心、体、行動面の不調を見逃した
り放置しないことが肝心です。次に、職場の上司や同僚からの支援の有無はストレスの影響を
和らげるという点で重要ですが、職場以外の家族や友人、知人などとの人間関係も同様にスト
レスの影響に関係してきますので日ごろから円滑な関係作りを心がけておきたいものです。そ
の他の対策として、心身の健康のため栄養、運動、睡眠などの生活習慣に気をつけること、ま
た、趣味や娯楽などを通してストレスの発散、解消に努めることなどが挙げられます。最後に
ストレスに対する考え方の修正があります。ストレスは自分の周囲で起こるつらい出来事です
が、同じ出来事であっても人によって受け止め方はさまざまです。つまり出来事そのものがス
トレスではなくそれをどのように考え受け止めたのかが重要となります。人には色々な癖があ
りますが考え方にも癖があり、たとえば物事を悪く悪く考えたり疑い深かったりあるいは完璧
にできないと失敗と考えてしまうなど、常に適切な判断ができているとは限りません。その癖
に気づいて考え方を臨機応変に修正できると必要以上に悩むことなく少し楽に生活できるかも
しれません。
　最後に今回の学会のテーマは「超高齢社会に求められる安全で良質な医療を目指して」です
ので高齢者について触れたいと思います。高齢者の場合は、ストレス要因として退職や家族の
死などの重大なイベントや加齢による心身の衰えなどの喪失体験が重なるため情緒不安定にな
りやすいと言えます。さらに、うつ病などの疾患に発展することも少なくありません。一方、

第Ⅱ部　ミニレクチャー

ストレスの影響とその対策
介護老人保健施設桔梗
　○所長　渡邉 実
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マイナス面ばかりではなく高齢者には多くの困難を乗り越えたという経験や実績、また役割や
責任から解放されたという心の余裕、さらに残された時間が短いという自覚などから若い人と
は違った幅広いものの見方ができる場合があります。高齢者の考え方、態度などからどのよう
なことが学べるか考えてみたいと思います。
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第24回太田綜合病院学会実行委員
委員長　庄司　功（熱海 / 医局）、副委員長　武田寛人（西ノ内 / 医局）、
橋本由美（西ノ内 / 看護部）、関根康孝（熱海 / 放射線部）、田中結花（西ノ内 / 薬剤部）、
瀧田幸子（西ノ内 / 放射線部）、鴫原彦人（桔梗保育園）、数沢祐香（熱海 / 予防医学センター）、
佐藤瑠美（西ノ内 / 栄養部）、小針　真（西ノ内 / 医事課）、星野温子（看護学校 / 事務）、
横田靖広（法人 / 企画情報部企画推進室）、中島悠斗（法人 / 財務部調達課）、富澤未来（熱海 / 看護部）、
遠藤寿恵（老健桔梗 / 介護部）、千葉正典（法人 / 企画情報部ＩＴ管理課）、菅家大祐（法人 / 総務部総務課）、
土田正孝（西ノ内 / 生理検査科）、阿部聡美（西ノ内 / 検体検査科）、鈴木　梓（西ノ内 / 作業療法科）、
熊耳哲也（法人 / 企画情報部ＩＴ管理課）、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）、佐久間美里（法人 / 総務部人事課）、村上忠男（法人 / 総務部）、
佐久間与四成（法人 / 総務部総務課）、小松由貴（法人 / 総務部人事課）、太田　博（法人 / 総務部教育研修課・幹事）



財団法人  設立記念行事

～ ■■■■■■■■ ～

テーマ
超高齢社会に求められる　　　　　　
　　　　安全で良質な医療を目指して

～新しい時代を見据えて～

第24回　太田綜合病院学会

（日時）　2019年10月24日（木）  14：30～17：00

（会場）　けんしん郡山文化センター　大ホール

　　　　
（郡山市民文化センター）

一般財団法人 太田綜合病院
～前方からつめてお座り下さい～
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