連 携 医 療 機 関 の 皆 様 と 共 に 歩 む

連携いわい
「新 年 度 のスタートにあたって」

平成 29 年 5 月
第 16 号
岩手県立磐井病院

病院長 加藤 博孝

世界情勢は混沌としております。日本においては、少子高齢化、国の財政難によ
る医療介護制度への財政削減の影響があり、病院経営も厳しさを増しております
4 月の異動で、新採用者＋転入者で新しいメンバー58 名を迎えました。4 月 12
日には、オリエンテーションのプログラムの一つとして、新採用の全職種（看護師・助産
師、薬剤師、一般事務、医師、栄養士）を対象に、多職種連携ワークショップ
（OJT）を行いました。これは、多職種のｸﾞﾙｰﾌﾟで患者さんの療養計画を作るという
ものです。参加者の評価も高く、今後も継続していく予定です。
【今年度のイベント、予定等】
8 月には 2015.9 月から足掛け２年にわたる院内増改築工事が完成予定です。これまで、救急・中央処置室、化学療法室等が
完成し、現在は最終の歯科・口腔外科外来工事が行われています。
９月 2-3 日には、医師、看護ほかすべての職種が参加する４年に１回の県立病院総合学会が盛岡で開催されます。これに向け
て全職種が当院から多数の発表をしていただきたいと考えております。
12 月には、病院機能評価の受審が予定されています。病院機能評価は、適切で質の高い医療を安全に提供するため、医療の質
の継続的な向上を目的として、外部により様々な面からの第三者評価を５年ごとに受けるもので、前回受審は 2012（Ｈ24）年で
した。また、同じ 12 月に磐井病院母乳推進委員会は Baby Friendly Hospital (BFH)を申請します。BFH とは WHO、
UNICEF が提唱している「母乳育児成功のための 10 カ条」を長期にわたって遵守し、実践する産科施設のことです。受審にあたって
は、病院スタッフ及び地域の皆様を含めてママと赤ちゃんを応援していく必要があり、ご協力をお願いいたします。
【地域連携の取り組み】
地域連携室では、昨年７月より、市内の連携医療機関・施設への訪問を始めました。昨年度は全 6 回で延べ 27 施設を訪問させ
ていただきました。各ご施設にお伺いした際には、当院に対するご意見・要望や苦情などご遠慮なくお話くださいますようお願いたします。
当院においては、これまでどおり健全経営を維持するため、
多職種連携やクリニカルパスの活用により仕事の効率を上げ、
やりがいがある仕事と生活が調和した、楽しく働ける職場を目
指しております。また、地域連携室と退院調整部門の協力に
より、地域との医療・介護・福祉との連携を強め、地域の皆さ
まにとって『なくてはならない磐井病院』と言われ続けるため、
職員全員で働く 1 年にしたいと存じます。
連携している各施設のスタッフの皆さまと顔の見える関係を
構築して、スムーズに仕事をしていきたいと考えております。
どうぞよろしくお願いいたします。

【病院外観】

―目 次―
● 「新年度のスタートにあたって」…………………１ページ

●「新任医師、研修医の紹介」……３ページ

● 「MRI を更新しました」「紹介率、逆紹介率」…２ページ

●「内視鏡室の紹介」……………４ページ
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ＭＲＩを更 新 しました

放射線技術科 勝田 元

平成２９年３月１日より、新しいＭＲＩ装置『シーメンス社製 MAGNETOM Aera 1.5T』が稼働しています。この装置は広範
囲をより早く、より高分解能に撮像するため、検査効率が格段に向上し予約検査以外の緊急検査が入っても、以前より比較的スムー
ズに対応できるようになりました。さらに体動補正技術が優れており高齢者・小児・腹部検査の動きの影響に対しても強く、息止めや動
きの抑制が難しい状況下でも高品質な撮像が可能です。また、旧装置よりもマグネットがコンパクトで開口径が広く、さらに静音技術を
採用することで安心感をもたらし、検査環境も格段に向上しています。
今まで不得意であった非造影の血管描出や心臓検査等に対応できるようになり、検査の可能性が大きく拡がりました。当院のＭＲ
Ｉ検査は約６割が頭頸部ですが、非造影の大動脈描出や下肢動脈撮像など、ＣＴ検査でヨード系造影剤を使用出来ない患者さ
んのための検査も増えていくのではないかと期待しています。
【新しいＭＲＩ装置】

【非造影の下肢動脈】

平成２８年度の紹介率・逆紹介率の状況
当院は、平成 25 年 10 月より地域医療支援病院の指定を受けております。患者に身近な地域で医療を提供されることが
望ましいという観点の元、地域の中核病院として各医療機関と適切な連携を図っていくよう努めております。そうしたなかで、紹
介率・逆紹介率は、第一線の地域医療を担う、かかりつけ医を支援する一指標として用いられており、地域医療支援病院の承
認要件ともなっています。
〈承認要件〉※①〜③のいずれかを満たすこと
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皆様のご協力のおかげで、昨年度の紹介率・逆紹介率が承認要件を満たすことができました。
今年度も患者様の紹介、逆紹介についてよろしくお願いいたします。
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◇ 新 任 医 師 の 紹 介 ◇
（とうばい
氏名：東梅

ひろみ）

（おだ

ひろみ

ひでと）

氏名：小田

役職名：小児科医長

英人

役職名：循環器科医師

出身大学：大分大学

出身大学：岩手医科大学（H26 年卒）

所属学会：日本小児科学会

所属学会：日本循環器学会

（小児科専門医）

専門分野：循環器
ひとこと：よろしくお願いします。

専門分野：一般小児
ひとこと：どうぞよろしくお願い致します。

(はたけやま
氏名：畠山

ともき）

（たかはら

知規

氏名：高原

役職名：麻酔科長

まさとし）
政利

役職名：麻酔科医長

出身大学：自治医科大学（H15 年卒）

出身大学：岩手医大(H20 年卒)
所属学会：日本内科学会、日本呼吸器学

所属学会：麻酔科学会
ひとこと：どうぞよろしくおねがい

会、日本呼吸器内視鏡学会、

します。

日本集中治療学会、日本麻酔
科学会

ひとこと：どうぞよろしくお願いします

（まえかわ
氏名：前川

あやこ）

絢子

（なりた

役職名：産婦人科医長

氏名：成田

よしお）
吉央

役職名：産婦人科医師

出身大学：新潟大学（Ｈ16 年卒）

出身大学：東京医科大学（H26 年卒）

所属学会：日本産科婦人科学会（産婦

所属学会：日本産婦人科学会

人科医専門医）日本周産期新生

ひとこと：よろしくお願い致します。

児学会（母胎・胎児専門医）

ひとこと：よろしくお願いいたします。

◇ 研 修 医 の 紹 介 ◇
（いのうえ
氏名：井上

たくや）

拓也

氏名：六本木

出身大学：岩手医科大学

たいと思います。
よろしくお願い致します

氏名：宮地

けい）
啓

出身大学：岩手医科大学

ひとこと：研修医としてたくさんのことを学び

（みやち

（ろっぽんぎ

ひとこと：一生懸命頑張りま
す！

ようすけ）

（うしやま

しんぺい）

洋佑

氏名：牛山

心平

出身大学：弘前大学

出身大学：東北大学
ひとこと：よろしくお願いいたします。
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ひとこと：元気に頑張ります！

内 視 鏡 室 の 紹 介

内視鏡室 佐藤 光恵

内視鏡室では検診後の精査から内視鏡による治療ま
で、内視鏡専門医をはじめとした消化器内科医師 6 名、看
護師 5 名（うち内視鏡技師 2 名）・看護補助者・医療ク
ラークで検査・治療に対応しています。消化器内視鏡治療
においては、消化管出血に対する止血術はもちろんのこと、
早期癌の内視鏡的粘膜剥離術や切除術、膵・胆管系の
治療などを実施しています。内視鏡検査は患者さんの不安
や苦痛を伴うこともあるため、待合室に検査用のパンフレット

【消化器科の先生方】

やポスターなどを掲示し情報提供をしています。
また患者さんに寄り添える看護を目指し、入院治療に対
し術前訪問・術後訪問を実施しています。更に病棟看護師
や医師と情報共有するためサインイン・タイムアウト・サインア
ウトを導入し、安全な治療やケアの提供に努めています。緊
急内視鏡にも２４時間対応出来る体制で、患者さんや御
家族の方が安心して安全に検査・治療が受けられるようスタ
ッフ全員で取り組んでいます。
【内視鏡室スタッフ】
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連 携 医 療 機 関 の 皆 様 と 共 に 歩 む

連携いわい

平成 29 年 9 月
第 17 号
岩手県立磐井病院

去る６月２２日（木）
、平成 29 年度全国自治体病院協議会の優良病院表彰式があり、当院が『総務大臣表彰』を
受賞しました。この表彰は、自治体立の病院で地域医療の確保に重要な役割を果たしており、かつ経営の安全性が
確保されている病院を表彰するため、毎年 1 回実施されているもので、今回は全国から当院を含む５病院が受賞し
ました。受賞にあたっては、救急医療や付属診療所の運営、がん診療及び周産期医療などが評価されました。
今回の受賞も、皆様方の日頃からの支援の賜物であり、当院の運営へのご協力にあらためて感謝いたします。

―目 次―
●『自治体優良病院総務大臣賞』を受賞！…………１●各医療機関・施設への『連携施設訪問』を実施しています…３
●歯科口腔外科の紹介…………………………………２●赤ちゃんにやさしい病院（BFH）認定に向けて………………４
●化学療法室の紹介……………………………………２●褥瘡予防委員会からのお知らせ ………………………………４
●「V ビームレーザー装置」を導入しました………３
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1

第１歯科口腔外科長

石川

義人

岩手県立磐井病院歯科口腔外科は口腔外科的疾患の専門医療機関として 2007 年に開設され、2008 年 6 月から入院患
者の受け入れを開始しました。県立病院では中央病院、久慈病院に続いて三番目の開設です。
当科では口腔領域の腫瘍性疾患、嚢胞疾患、外傷、顎関節疾患、唾液腺疾患、歯性感染症などを中心に取り扱ってお
ります。その他有病者の歯科治療、歯科恐怖症や嘔吐反射の強い症例には静脈内鎮静法を併用しております。
2017 年 6 月 29 日に改装工事が終了し治療台（ユニット）が今までの 3 台から 6 台に倍増しました。スタッフは日本口
腔外科学会指導医１名、専門医１名、歯科衛生士が４名で稼働しております。
昨今、周術期口腔機能管理に係る診療報酬が新設されました。これは医科歯科連携に基づくもので合併症の予防を
目的としており、今後ますますマンパワ−特に歯科衛生士の増員が不可欠になってきます。
【診察室】

【歯科口腔外科スタッフ】

がん化学療法看護認定看護師

道上

【治療スペース】

外来化学療法室は、平成 28 年 10 月に院内に
増築移転致し、これまで 7 床だった治療ベッドが
12 床に増床されました。大きな窓のあるゆった
りとしたスペースで、明るく静かな環境の中、治
療を提供することができるようになりました。
近年の化学療法は新薬の適応も多く、今までは入
院で実施していた治療も、がん腫や治療内容によ
っては外来で治療するものに変化しています。治
療内容が複雑化する中でも患者さんが安心して治
療を受けられ、また、辛い治療期間でもできるだ

【診察・相談室】

け自分らしく過ごせるように、相談室を設けて副
作用相談に応じています。ボディイメージの変化
（脱毛、色素沈着、爪の変形など）などの相談に
は個別にゆっくり対応しております。
治療中の副作用軽減の為には、治療前からの医
科歯科連携、薬局での服薬指導など多職種の連携
が欠かせません。化学療法に関わる地域の医療機
関の皆様、今後もご協力をよろしくお願い致しま
す。

2
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美貴

形成外科

本庄 省五

当院では今回、形成外科に「V ビームレーザー装置」を導入しました。V ビームレーザーとは、「赤い色に作用して
血管病変を治療する」レーザーです。「単純性血管腫」、
「苺状血管腫」、
「毛細血管拡張症（赤ら顔）
」の３疾患に対し
て保険治療が認められています。
【単純性血管腫】
単純性血管腫とは、ポートワイン母斑ともいわれる
「赤あざ」のひとつで、肌の表面近くにある血管が拡張
して増える病気です。生まれつきのもので、時間がたっ
ても自然に消えることはありません。大人になると、濃
くなったり盛り上がったりすることがあります。
【いちご状血管腫】
いちご状血管腫とは、乳児血管腫とも呼ばれる「赤あ
ざ」のひとつで、肌の表面近くにある血管が増殖する病
気です。生後１か月ぐらいから出てきて、その後盛り上
がってきて、表面がイチゴを半分に切って置いたように
なります。しかし、生後６か月から１年をピークにしだ
いに消えてきて、７歳までに４人に３人が消えるとされ
ています。ただ、色は消えても肌のたるみ、質感の違い
が残ることがあります。早い時期にレーザー治療を開始
すると、早く消えると言われています。
【毛細血管拡張症（赤ら顔）】
毛細血管拡張症（赤ら顔）とは、様々な原因によって、
ほっぺたを中心に赤く見えたり、血管がはっきりと透け
て見えたりする病気です。年齢と紫外線の影響でより目
立ってくると言われています。
このほか保険適応外ですが、老人性血管腫(いわゆる赤ボクロ）
、ニキビ跡の赤み、肥厚性瘢痕等にも有効であるとさ
れています。診療を希望される方は、診察の予約をして来院してください。

各医療機関・施設への『連携施設訪問』を実施しています
地域医療福祉連携室

長倉 学

地域連携室では『顔の見える連携』を目指し、昨年７月より毎月１回：４〜６施
設ずつのペースで、患者紹介・逆紹介で連携実績のある医療機関や施設への訪問を
行っております。
対象施設は一関市内を中心に、病院、診療所・個人医院、介護支援事業所・支援
センター、訪問看護ステーションなど多岐にわたり、これまでの約１年間で延べ５
０以上の施設を訪問させていただきました。
訪問時には、病院へのご意見・苦情などを実際に関わっている職員の方から直接お聞きし、それを元に病院業務の改
善に努めるとともに、併せて患者紹介・逆紹介の推進依頼や退院支援等にかかる意見交換もしております。
退院支援看護師・医療ソーシャルワーカー（ＭＳＷ）
・事務職員等が１〜２週間前に事前連絡のうえ伺っておりますの
で、訪問の際には忌憚のないご意見をいただきますよう、よろしくお願いいたします。
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赤ちゃんにやさしい病院（BFH；Baby Friendly Hospital）認定に向けて
母乳育児推進委員会

今野貴子

ユニセフ・WHO は母乳育児の重要性を呼びかけており「母乳育児を成功させるための 10 カ
条」を推奨しています。当院でも上記 10 カ条に基づき、今年度「赤ちゃんにやさしい病院（BFH；
Baby Friendly Hospital）
」認定の申請を目指し、母乳育児推進に取り組んでおります。妊娠
20 週時に乳頭マッサージを指導し、おっぱいに興味を持って頂き、赤ちゃんが生まれたらす
ぐに吸えるようにお母さんに準備をして頂いております。また、母親学級でも母乳栄養の素
晴らしさを伝えており、お母さん方の母乳に対する意識も高まっています。
分娩後は早期母子接触後、分娩台で初回哺乳のお手伝いをし、出産直後から終日母児同室・母児同床を行い、赤ち
ゃんが欲しがるときに欲しがるだけ授乳が出来るよう母乳育児継続の支援をしています。医学的に必要でない限り、
病気以外の全ての赤ちゃんに対して母乳以外のものはあげていません。赤ちゃんにとって母乳が一番ですが、追加栄
養が必要な場合もあります。補足の基準に添い、医師・スタッフ間でカンファレンスを行い、ミルクや糖水も適切に
補足しています。また、祖父母学級も開催し、退院後も不安無く、育児を続けられ
るように、産後 2 週間健診を開始しました。
母乳育児を通して、母と子の心の絆が深まり、楽しく育児が出来るように専門ス
タッフだけでなく、地域を含めた支援が必要です。今後とも、当院の取り組みをご
理解して頂き、御協力をどうぞよろしくお願い申し上げます。

●褥瘡研修会を開催します
テ ー マ

「こんなときどうする？褥瘡ケア」

開催日時

10 月 13 日（金）17:45〜18:45

会

磐井病院２Ｆ 多目的会議室

●「床ずれ予防の日」イベント開催します！！

参加対象

医療・介護・福祉に携わる職種どなたでも

開催日時

10 月 20 日（金）9:00〜16:00

主

岩手県立磐井病院 褥瘡予防対策委員会

会

磐井病院外来待合・交流の街

無料

参加対象

どなたでも

参 加 費

無料

よくある、こんなとき？について、多職種がアドバイ

申し込み

不要

スします。お気軽にご参加ください。

《内

場
催

参 加 費

★日頃、褥瘡ケアに悩んでいることはありませんか？

場

容》

参加ご希望の方は、下記までお問い合わせ下さい。

床ずれって何だろう？予防するにはどうしたら良

申込締め切り日：9 月 14 日（木）

いの？床ずれに関する情報を、ポスター・パンフレ

岩手県立磐井病院

ット・展示などで、わかりやすくお伝えします。

医事経営課 内線 1353 まで

ＴＥＬ：0191-23-3452

ぜひ、お立ち寄りください。

岩手県立磐井病院
4

【連絡先】

【編集・発行】

〒029-0131 岩手県一関市狐禅寺字大平１７

岩手県立磐井病院 地域医療福祉連携室

電話（0191）-23-3452 Fax （0191）-23-9691

病院ホームページ：http://www.iwai-hp.com

連携室直通 Fax (0191)-21-3990

公式 Facebook：http://www.facebook.com/iwaihｐ
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連 携 医 療 機 関 の 皆 様 と 共 に 歩 む

連携いわい
地域医療福祉連携室

長倉

平成 30 年 2 月
第 18 号
岩手県立磐井病院

学

当院は『一関市医療と介護の連携連絡会（医介
連）』に参加しており、一関市との共催で毎年研修
会を行っています。今年度は、10 月 28 日(土)に一
関保健センターを会場として開催し、「高齢者の口
腔ケア」をテーマに『歯がある口には福がある −
いつまでも自分の歯で食べられるように−』と題し
て、一関歯科医師会・岩手県歯科衛生士会からもご
協力をいただき、４題の講演を行いました。
歯科医師会の三浦理事からは、全身状態の悪化に
つながるとして注目されている「オーラルフレイル
（加齢に伴う口の衰え）」の予防について、歯科衛
生士会一関支部の石田支部長からは、口腔内や義歯
の実際のお手入れ方法について動画を交えながら、
分かりやすく説明いただきました。
また当院からは、中山歯科口腔外科長が「高齢者
の歯科疾患と治療方法」を実際の症例写真も提示し
て解説し、併せて山桑主任言語聴覚士から「摂食嚥
下障害」について安全に口から食べられる工夫等に
ついて説明しました。
当日は、医療・介護関係者のほか一般の方も含め
９０名近い参加があり、受付横に展示した口腔ケア
製品の試供品もすべて無くなるなど、皆さんの関心
の高さが伺えました。
今後も、地域のニーズに沿った講演会を開催して
いこうと考えていますので、ご意見・ご要望があり
ましたら連携室までお寄せください。

Contents

＜岩手県立磐井病院 理念＞
地域の皆様に納得のできる医療を提供します

●『一関市医介連研修会』を開催・・・・・・・１

＜岩手県立磐井病院 行動指針＞

●どこでも医療講座の実績・・・・・・・・・・２

① 患者さんの希望や背景を尊重します。

●紹介率・逆紹介率の状況・・・・・・・・・・２

② 患者さんの個人情報を守ります。

●医療福祉相談室の紹介・・・・・・・・・・・３

③ 患者さんの安全に配慮し診療に全力を尽くします。

●褥瘡研修会を終えて・・・・・・・・・・・・３

④ 地域における医療・介護・福祉の連携に貢献します。 ●新任医師の紹介・・・・・・・・・・・・・・４

●イベント・催事のご案内・・・・・・・・・・４

1
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「どこでも医療講座」は、地域の皆様の希望に応じて、当院の担当職員を講師として派遣し、講座を開催す
るものです。当院職員の持つ、専門分野の知識を広く周知することで、地域住民の保健・医療・福祉に対する
意識や治療の向上に寄与することが目的です。
実施日
演題
演者
会場
人数
今年度は１２月末までで、合計
10 回開催の実績があり、講演演題は薬剤科の「おくすりの正しい使い方」
4/10

「寿命を考えてみませんか？そして「緩和ケア」ノススメ」 緩和医療科長

平野

拓司

日向会館

19人

花泉総合福祉センター

25人

佐藤救急認定看護師の「こんな時どうする？応急処置を知ろう」の
①「乳がん検査 マンモグラフィーについて」
①放射線技術科 菊地 里枝子 2 題が特に人気でした。その他に、加藤病
4/13

②「乳がんを早く見つけよう！」

②乳がん看護認定看護師

岩淵

①薬剤師 昆野 久美子
②救急認定看護師 佐藤

加代子

美智子

院長の「禁煙のすすめ」も希望が多く、地域の皆様の禁煙への意識の高まりが感じられました。申込みは随時
7/6 「禁煙について」
病院長 加藤 博孝
一関保健センター
21人
①「おくすりの正しい使い方について」
受け付けておりますので、ぜひご利用ください。
8/24
②「こんな時どうする？応急処置を知ろう」

実施日

9/7

演題
「乳がんを早く見つけよう！」

人数

16人

19人

①放射線技術科
菊地 加代子
里枝子
救急認定看護師 佐藤
たんぽぽ保育園
花泉総合福祉センター 17人
②乳がん看護認定看護師 岩淵 美智子

25人

22人

21人

弥栄市民センター平沢分館
高梨公民館
45人

13人

千葉

美穂

4/10

①「おくすりの正しい使い方について」
①薬剤師 昆野 平野
久美子 拓司
「寿命を考えてみませんか？そして「緩和ケア」ノススメ」
緩和医療科長
9/25

4/13

①「乳がん検査
マンモグラフィーについて」
9/30 「こんな時どうする？応急処置を知ろう」
②「乳がんを早く見つけよう！」

②「こんな時どうする？応急処置を知ろう」

10/16 「赤ちゃんの股関節検診を受けましょう」

7/6

13人
17人

看護師

演者

弥栄市民センター平沢分館

②救急認定看護師 佐藤

整形外科長

加代子

中山 明里

一関保健センター

会場

日向会館
真滝５区公民館

一関市保健センター

「禁煙について」
10/17 「禁煙のすすめ」

病院長
加藤 博孝
病院長 加藤 博孝

①「おくすりの正しい使い方について」
①「やわらかく食べやすい食事〜えん下食について〜」
11/13
②「こんな時どうする？応急処置を知ろう」
②「糖尿病について」

①主任管理栄養士
①薬剤師
昆野 蕨野佳子
久美子
①調理師 佐藤 まゆみ
②救急認定看護師
佐藤 加代子

「乳がんを早く見つけよう！」

看護師 千葉 美穂

一関保健センター

17人

9/25

①「おくすりの正しい使い方について」
②「こんな時どうする？応急処置を知ろう」

①薬剤師 昆野 久美子
②救急認定看護師 佐藤 加代子

真滝５区公民館

16人

9/30

「こんな時どうする？応急処置を知ろう」

救急認定看護師 佐藤 加代子

たんぽぽ保育園

17人

10/16 「赤ちゃんの股関節検診を受けましょう」

整形外科長 中山 明里

一関市保健センター

18人

10/17 「禁煙のすすめ」

病院長 加藤 博孝

富士通ゼネラルエレクトロニクス

22人

①主任管理栄養士 蕨野佳子
①調理師 佐藤 まゆみ
②糖尿病認定看護師 大谷明子

高梨公民館

45人

8/24
9/7

11/13

①「やわらかく食べやすい食事〜えん下食について〜」
②「糖尿病について」

②糖尿病認定看護師

一関保健センター

18人

富士通ゼネラルエレクトロニクス

大谷明子

当院は、平成 25 年 10 月より地域医療支援病院の指定を受けてお
ります。患者に身近な地域で医療を提供されることが望ましいという
観点の元、地域の中核病院として各医療機関と適切な連携を図ってい
くよう努めております。そうしたなかで、紹介率・逆紹介率は、第一
線の地域医療を担う、かかりつけ医を支援する一指標として用いられ
ており、地域医療支援病院の承認要件ともなっています。

2
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〈承認要件〉※①〜③のいずれかを満たすこと
①紹介率 80％を上回っていること
②紹介率が 65％を超え、かつ、逆紹介率が
40％を超えること
③紹介率が 50％を超え、かつ、逆紹介率が
70％を超えること

医療福祉相談室 川村

菜緒美

当院の医療福祉相談室は、病棟行きのエレベーター
へ向かう廊下の途中にございます。平成 28 年より相談
室と退院支援室が隣室となり、窓口が一つとなりまし
た。以前よりもさらに密に、相互に連携を図りながら
業務に当たっているところです。
相談室には現在 4 名の医療ソーシャルワーカー
（MSW）が在籍していま す。がん相談支援センター、お
よび緩和ケア専従 1 名、がん相談支援センター兼任 1 名、
【医療ソーシャルワーカー】

退院支援部門兼任 2 名という役割分担となっており、患者

さんやご家族がよりよい生活を送ることができるよう日々向きあっております。
医療費のことや介護保険、障害福祉サービスなどの制度利用に関すること、転院のことや療養に関する不安
など日々様々なご相談をいただくなかで、みなさまの想い
を伺いながら一緒に考えていくことを大事にしたいと感じ
ています。しかしながら、急性期病院という当院の特徴か
ら全ての方のご希望に必ずしも添えないこともあり、悩む
ことも多々あります。そんな中で地域の医療機関、介護・
障害福祉、行政等各関係機関のみなさまには日頃より大変
お世話になっております。今後もご意見をいただいたり、
ご相談させていただきながら、連携を深められるよう励ん
で参りますので、よろしくお願いいたします。
【相談室】

皮膚・排泄ケア認定看護師

千葉 良子

磐井病院では、地域の褥瘡ケアの向上を目指し、医療・介護・福祉に携わる職種を対象とした褥瘡研修会を
毎年開催しております。
平成29年10月13日は、「こんな時どうする？褥瘡ケア」をテーマに開催し、23施設より98名の方にご参加い
ただきました。今回は、事前にお寄せいただいた褥瘡ケアに悩むことについて、グループで意見交換を行い、
当院の褥瘡対策チームの医師、薬剤師、管理栄養士、作業療法士、看護師よりケアのポイントについて説明さ
せていただきました。研修会後、皆様からケアの根拠や適切な方法を学べて良かった、情報交換ができ有意義
な研修だったというお言葉をいただきました。今後
も、このような機会を通して連携を深めていきたい
と思います。
地域で生活する方の高齢化と共に、褥瘡リスクの
ある方も増えています。褥瘡は、日常生活動作の低
下、骨突出、低栄養、生活環境など様々な要因が関
連して発生するため、早めの予防対策が重要です。
褥瘡に関する新しい情報もお伝えしながら、生活の
場に応じた褥瘡予防について、皆様と共に考えてい
きたいと思います。褥瘡ケアでお困りの事などござ
【研修会の様子】

いましたら、お気軽にお声かけください。
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10 月 1 日から、第２外科長として着任しております新任医師を紹介いたします。
氏名：桂

一憲（かつら かずのり）

出身大学：東北大学（移植再建内視鏡外科）
卒業年：H１０年
役職名：第 2 外科長
専門分野：消化器外科
ひとこと：１０月に赴任致しました。よろしくお願いします。

◆演

題

「抗がん剤について」

◆講

師

磐井病院

◆日

時

平成３０年２月１６日（金）14：30〜16：30

薬剤師

高橋

大

氏

（講演：14：30〜15：30、よろず相談＆お茶会：15：30〜16：30）
◆会

場

◆参加料

磐井病院

２階

多目的会議室

無料

※インフルエンザ等の流行により中止となる場合がございます。中止の場合は、病院ホーム
ページ・Facebook・ポスターにてお知らせいたしますのでお手数ですが随時ご確認ください。
お問い合わせは、磐井病院 地域医療福祉連携室まで。

◆内

容

『 PCA ポンプ

CADD

◆日

時

平成３０年２月２１日（水）17：30〜18：30

◆場

所

磐井病院

◆講

師

スミスメディカル

◆対

象

医療・介護従事者（事前申込不要）

２階

カフティーポンプ

の取り扱い』

多目的会議室

お問い合わせは、磐井病院 緩和ケアチーム 長谷川まで。

岩手県立磐井病院
【連絡先】

【編集・発行】

〒029-0131 岩手県一関市狐禅寺字大平１７

岩手県立磐井病院 地域医療福祉連携室

電話（0191）-23-3452 Fax （0191）-23-9691

病院ホームページ：http://www.iwai-hp.com

連携室直通 Fax (0191)-21-3990

公式 Facebook：http://www.facebook.com/iwaihｐ
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連 携 医 療 機 関 の 皆 様 と 共 に 歩 む

連携いわい

平成 30 年 3 月
第 19 号
岩手県立磐井病院

事務局次長

高橋 和彦

平成 30 年２月６日（火）に「両磐地域県立病
院運営協議会」が開催されましたので、その概要
についてお知らせします。
当協議会は「二次保健医療圏内の県立病院の円
滑な運営を図り、もって地域住民の医療及び保健
衛生の向上に寄与するため」設置され、行政機関
や学識経験者、各種団体の代表者などの方々に委
員を委嘱させていただき、年一回開催しておりま
す。
当日は、初めに、磐井、千厩、大東及び南光病
院の各病院長から、各病院の運営状況について、
スライドを用いてそれぞれ説明を行い、委員の皆
様から病院に対する質問やご意見を伺いました。
委員からは、南光病院の退院促進と身体拘束・隔離に関する質問があったほか、精神障がいの患者さんとの地域の
中での関わり方についての質問がありました。
また、禁煙などの保健活動についての市町と連携した取り組みに関する意見が出されました。
続いて、大東病院から地域との連携活動の取り組みについて説明を行い、関係機関との様々な意見交換会の実施
や、健康懇談会、ボランティア活動の状況などが紹介されました。
最後に、委員から、地域病院のあり方と今後の医師配置の動向について質問があり、これに対し医療局長から、
現在、県が行っている医師確保の取り組みの状況について説明がされたほか、地域病院については、医療と介護福
祉が連携して、地元で安心して暮らしていけるような体制をとるための機関として位置づけ、トータルで地域の医
療を守っていくというようなことで取り組んでいるとの説明があり、その後閉会となりました。
当協議会は、様々な立場の委員の方々を通じて、両磐地域の県立病院の現状をお知らせするとともに県立病院に
対するご意見をお伺いできる場であり、頂いたご意見等は今後の病院運営に反映させていきたいと考えております。
なお、当協議会の資料及び会議録は、当院のホームページに掲載しているほか、岩手県または県南広域振興局の
行政情報サブセンターで閲覧できますのでご覧ください。
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を開催しました
当院は「地域がん診療連携拠点病院」に指定されており、がん診療に携わる医師・歯科医師・看護師等の医
療従事者を対象とした研修会を毎年開催しています。
この研修会は一関市医師会との共催で、開始当初は医師のみを対象としたものでしたが、平成 25 年度（第６
回）から、厚労省の方針により医師以外の医療従事者も受講できるようになっています。今年度は奥州市や宮
城県の施設からも応募をいただき、医師・歯科医師・研修医 13 名、看護師 2 名、薬剤師 4 名、ＭＳＷ（医療ソ
ーシャルワーカー）1 名の合計 20 名の参加となりました。
当日は、疼痛や症状などに対する評価・治療
などの基本レクチャーから、コミュニケーショ
ンや事例検討では加者間でのロールプレイ・グ
ループでのワークショップ等の形式も取り入れ、
盛り沢山ですが積極的に学べる内容となってい
ます。
次年度以降も引き続き開催予定ですので、参
加希望の方は地域連携室までご連絡ください。
県内外を問わず、多数のご参加をお待ちして
おります。

【研修会の様子】

両磐広域の医療機関を中心に医療画像データの送受信を行っている『連携ボックス（一関医療連携ネットワ
ークシステム）
』について、直近１年間の利用実績をご報告します。
現在の参加医療機関は 29 施設（10 病院 29 診療所）
、全体では月平均で約 250〜300 件程度の利用があり、う
ち約 2/3 が磐井病院との連携で使用されている状況でした（グラフ１）
。
また、年間の利用実績では着実に利用件数が増えており、導入当初の平成 24 年度から比較すると年間で約 1
千件の増加となっています。
（グラフ２）
。
今後も、迅速な患者紹介・診療のため、当該システムをご活用いただければ幸いです。
〈グラフ１〉
〈グラフ２〉

※H29 年度は H29.4〜H30.2 月までの実績

2
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平成 29 年度「よろず講演会」の開催状況
当院では、がん患者・家族サロン「こころば」の主催において、地域の方々にがんに関する知識を提供し生活
に役立てていただくため、定期的に「よろず講演会」を開催しています。
今年度は下記のとおり 3 回開催し、いずれの講演も大変ご好評をいただきました。特に人気のあった演題は、
東北大学病院

宮下 穣先生の『乳がんの治療について』の講演で、がんの治療方法だけでなく、がんとの向き

合い方や情報収集の仕方までをわかりやすくご説明いただき、参加者からまた聞きたいとの声も多く寄せられま
した。
また、講演会後にはお悩みや疑問点について雑談形式で
講師と直接話せる『茶話会』も開催しており、皆様、普段
は聞けないこと、話せないことを講師と納得するまでお話
することができることから、こちらも大変好評を得ており
ます。
来年度も皆様のお役に立つ様な講演会を企画しており、
患者だけでなく医療従事者の方向けの演題も用意してお
りますので、ご興味のある方はぜひご参加ください。来年
度の開催日程は次号（5 月頃発行）でお知らせする予定で
【宮下先生による講演会の様子】

開催日

す。

演題

講師

7 月 4 日（火） 知っておきたいストーマのケア方法
12 月 19 日（火）

磐井病院 皮膚・排泄ケア認定看護師

乳がんの治療について

東北大学病院 乳腺・内分泌外科

〜標準治療から最新治療まで〜

医師 宮下

2 月 16 日（金） 抗がん薬について

手術室

看護師長

千葉 良子 氏

穣 氏

磐井病院 薬剤師 高橋 大 氏

中村 利江

手術室では、常勤の麻酔科医師２名と２０名の看護職
員で、年間約 2200 件の手術を行っています。医師・看
護師・臨床工学技士・放射線技師・薬剤師・検査技師な
ど多職種が連携し、患者さんが安全・安楽に手術に臨む
ことができるよう、万全な準備と最善の医療の提供に努
めています。
看護師は患者さんに一番近い立場から、少しでも手

【手術室スタッフ】

術・麻酔への不安が軽減できるよう術前・術中・術後の
看護に取組んでいます。術前訪問は全身麻酔での手術で
はほぼ 100％実施できており、術中の看護に役立てるこ
とができています。今年度からは特に術後訪問に力をい
れており、患者さん１人１人の声を大切にして今後の手
術看護に活かしていきたいと考えています。
さらに、手術室には岩手県第１号の手術看護認定看護
師がおります。日々進化する手術医療に対応できるよ
う、知識・技術の習得に努めています。
【手術の様子】
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クリニカルパス委員会

副委員長

佐藤 光恵

当院では H30 年 2 月 9 日に公開パス大会
（4 回目）
が開催されました。院内発表『帝王切開パスの見直
し〜多職種で見直す〜』とトヨタ記念病院形成外科
部長の岡本泰岳先生の『クリニカルパスを本当に知
っていますか？使えていますか？〜今あらためて学
ぶ基礎と本質〜』のご講演を頂きました。参加者は
75 名（院内 56 名・院外 19 名）となり県外からの
参加者が前回より多くみられました。
院内発表では、産婦人科病棟より BFH の導入に伴
い適用率の高いパスを多職種で見直し検討することで、より患者に対する指導やケアが充実できるパスに修正でき
たという発表でした。栄養科がお祝い膳を提供する日を検討し、薬剤科が薬剤指導を 2 回導入、医事課が適切な入
院日数を検討、医師や看護師がケア内容の見直しを行なうことにより質の高いパスへと修正できたと思います。ク
リニカルパスの作成や見直しは、多職種で連携し実施していくことが重要だと感じました。
岡本先生のご講演ではパスの基礎から質の改善まで幅広いお話でした。医療における質保証は、患者に必要とさ
れる医療を的確に安全に行なわなければならず、クリニカルパスは見直しや最適化を図ることにより標準化した医
療の提供のツールとなる。また患者用パスを使用することで提供する医療の見える化を担っており、質の高い医療
に繋げることが出来る。またバリアンス分析は SDCA（Standardize・Do・Check・Act）サイクルを活用すること
でパスの異常に素早く気づくことができ、現場における質の保証にも繋がり、より標準的なパスの作成が出来ると
のことでした。
『成果は、志の高さと情熱の掛け算』という熱い講演を頂き、日頃よりパスの作成や運用、取り組み
に悩むことも多々ある委員会のメンバーも、少しずつ高い目標や目的を持って今後の活動に活かしていければと感
じることができました。

岩手県内病院全体の緩和医療のレベルアップを図ることを目的に、岩手医科大学附属病院主催のもと、「緩和ケ
ア・テレカンファランス」を毎月第 3 月曜日 18：30 より、当院の多目的会議室で開催しております。このカンフ
ァランスは、岩手情報ハイウェイ（テレビ会議システム）を利用して、県立病院が持ち回りにて症例を提示し症例
検討を行っているものです。

【平成 30 年度開催日程表】

当院もこのシステムを利用して参加してお
り、地域の医療従事者の参加も受け付けており

開催日

ますので、ご興味をお持ちの方はぜひご参加く 5/21（月）
ださい（事前申込不要）
。
6/18（月）
緩和ケア・テレカンファランスについて、お 7/9（月）
問い合わせ等がございましたら、磐井病院 地
域連携室までご連絡ください。

担当病院

H30/4/16（月） 岩手県立久慈病院

9/10（月）

開催日

担当病院

10/15（月）

岩手県立中央病院

岩手県立二戸病院

11/19（月）

岩手県立中部病院

岩手県立大船渡病院

12/17（月）

岩手県立釜石病院

岩手医科大学附属病院 H31/1/21（月） 岩手県立千厩病院
岩手県立磐井病院

2/18（月）

岩手県立胆沢病院

3/18（月）

岩手県立宮古病院

岩手県立磐井病院
【連絡先】

【編集・発行】

〒029-0192 岩手県一関市狐禅寺字大平１７

岩手県立磐井病院 地域医療福祉連携室
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公式 Facebook：http://www.facebook.com/iwaihｐ
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