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ご自由にお持ちください。

第 １ ４ ２ 号
平成２６年９月

青森県立中央病院

（題字は吉田院長）
ふ れ あ い

院内部門紹介

次長　村上　成明

第　１４９　号

青森県立中央病院 医療情報部の紹介

　医療情報部は、前身である診療情報管理室を基

盤とし、院内の情報関連業務を可能な限り統合し、

問題をたらい回しにしないワンストップサービスの実

現を目指して2012年度に発足しました。部内には、

医師事務作業補助者（ドクターズ・クラーク：DC）

で構成されるアシスタンスグループ 9グループをはじ

めとし、ITエンジニア集団であるIT基盤グループ、

診療録の点検や疾患ごとの標準的な治療計画である

クリティカルパスの管理を行うデータグループ、院外

との診療データのやり取りや紙の記録物の管理を行

うメディアグループ、部全体の舵取りや人事・教育を

行うマネジメントグループに分かれています。

　患者さんにとって馴染みが深いのは、ミントグリー

ンの白衣を着ている医師事務作業補助者（院内では

「DC」と呼ばれています）ではないでしょうか。彼女

らは、医師の多岐に渡る業務のうち、事務的な業務

をサポートする職種です。具体的には、診断書や診

療情報提供書などの「医療文書の作成代行」、電子

カルテなどの「診療記録への代行入力」、さらには、

カンファレンスの準備、がん登録や外科手術の症例

登録などの「医療の質の向上に資する事務作業」、

加えて、厚生労働省などに報告する診療データの整

理などの「行政への対応」まで、これまた多岐に渡

る業務をこなします。

　特に、当院の医師事務作業補助者には、“プロフ

ェッショナル”であることを求めています。これは、

導入当時、医師にどんな人材を求めるか問うたとこ

ろ、「中途半端な手伝いなら要らない。きちんと理解

して自ら行動できる人が欲しい」という意見が多かっ

たことに基づいています。病院というところはプロフ

ェッショナル集団ですから当然といえば当然ですが、

新しい職種でしかもプロなんて巷にほとんど存在しま

せん。もはや、病院が自ら育成するしかなく50時間

以上の講義を含む院内教育カリキュラムを作り、や

る気と素質のある人を集め、コツコツと勉強を重ねて

きました。今では、大部分が医師事務作業補助者

認定資格を有しており、何よりも他職種から「役に

立つ」「助かる」という言葉をもらえるところまできま

した。さらに、この“プロ意識”や“教育の重視”など

は部の特色として根付いており、次のステップとして

「診療情報管理士」や「医療情報技師」等の勉強に

30人を超える規模で取り組んでいます。

　さて、花形である医師事務作業補助者の話が長く

なってしまいましたが、当部のもう一つの特徴といえ

るのは、レベルの高いITエンジニアがいて、ちょっと

したものから結構大がかりなものまでシステム開発を

やってのけていることではないでしょうか。一例とし

て「がん総合データベース」を挙げることができます。

これは、毎年数百例ずつ積み重なってゆく当院の貴

重ながんの症例の中から必要なデータを抽出・集計・

分析し、今後の治療に役立てようというシステムです。

意外かも知れませんが、電子カルテは本来診療を便

利にする道具として開発されていて、診療で得られた

経験をデータとしてまとめることは不得意です。その

解決策となる「がん総合データベース」は院内のみな

らず院外からも高い評価を受けています。

　このように喜ばしい面もありますが、課題も山積し

ています。今後は、高額な医療情報機器の中長期

的な導入・更新計画を立案する、タブレット等を活

用した新たな診療スタイルを提案・確立する、さら

には地域医療連携インターネットシステムに参加して

病院・診療所はもとより、将来的には薬局や訪問看

護ステーションともネットワークを構築し協働する、

などやるべきことも、やりたいことも数えきれません。

　最後になりますが、医療情報部のスタッフ全員が、

皆さまに安全で高度な医療を提供できるよう、その

縁の下の力持ちとなることをめざし、日々働いている

ことをご理解頂けたなら幸いです。
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　整形外科疾患の中で最も成功を収めた手術とし

て人工関節置換術があげられます。なかでも膝関

節・股関節への人工関節置換術の長期成績向上は

めざましいものがあります。この場を借りてご紹

介させていただきます。

　人工関節置換術とは、悪くなった関節表面を人

工物に置き換える手術です。痛みの原因を取り除

くため、痛みに対する効果は絶大です。近年の長

期成績の向上の一因として、手術手技・医療機械

の向上があげられます。M.I.S（Minimum invasive 

surgery：最小侵襲手術方法）が種々考案されてお

り、患者様に対する手術侵襲を限りなく少ないも

のとするよう我々整形外科医は日々医療技術を磨

いております。手術の最小侵襲化に伴って手術後

の回復もめざましく早くなりました。過去にはベ

ッド上での安静期間を余儀なくされていたもの

が、現在では、術後に制限は設けられなくなり早

期退院が可能になりました。そのため過去に問題

となった重大な合併症である深部静脈血栓症・肺

塞栓症なども著しく少なくなりました。また、術

後の疼痛についても考え方、使う薬物も大きく変

わりました。患者様の苦痛を無くするべく、更に

副作用の少ないオピオイド（麻薬性鎮痛薬）をよ

り積極的に使用することにより術後の疼痛も軽減

されています。また、インプラント（金属、セラ

ミック、ポリエチレンなど人工関節の部品）の品

質向上(耐摩耗性、耐久性、インプラントデザイ

ンなど）があげられます。このようにあらゆる部

分で進化を遂げているのが人工関節です。

　人工関節の手術件数は年々増加傾向にあり、過

去10年間で大凡 2倍にも増加しています。これら

の傾向は今後も続くと見られています。

　人工関節置換術にいたる原因疾患として主に変

形性関節症や関節リウマチがあげられます。これ

ら変性疾患の関節の痛みの多くは慢性型のため、

症状の発現が比較的ゆっくりです。そのため症状

を我慢してしまい、疾患の重症度が進行してしま

う場合があります。ひどい場合は、強い疼痛、歩行・

座る・立つといった基本動作でさえ困難になり、

この時初めて整形外科を受診される患者様も少な

くありません。人生の最も輝く時期に、関節の痛

みが原因で十分に働けない、動けないことは、人

生の大きな損失となります。

整形外科　副部長　岸谷　正樹人工関節とは

トピックス
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脳卒中リハビリテーション　　　　　　
看護認定看護師　

柳谷　智美『脳卒中についてのお話です』

　脳卒中とは、脳が卒然（突然）に中（あた）る病

気で、大きく分けて脳梗塞、脳内出血、くも膜下

出血の 3つの種類があります。2005年、全国で青

森県は脳卒中死亡率が、男性 1位、女性 2位でし

た。2010年も全国第 3位の死亡率で、男性が2位、

女性は 3位となっています。脳卒中は脳のダメー

ジにより生じる障害は様々ですが、意識障害や麻

痺、言語障害などが残ることがあります。そのた

め介護が必要となる原因の第 1位となっていま

す。

　当院では昨年、脳卒中専門病棟（SCU：Stroke 

Care Unit）が開設されました。ここでは脳卒中で

入院された方が、速やかに治療を受け社会復帰で

きるよう、チーム医療を行なっています。その中

で私は脳卒中リハビリテーション看護認定看護師

として勤務しています。脳卒中リハビリテーショ

ン看護認定看護師とは、脳卒中患者さんの回復を

支援しながら、機能障害を評価し日常生活に及ぼ

す影響を予測、自立支援を行う看護師です。また、

脳卒中の再発予防について、患者や家族の相談を

受けています。脳卒中は病気の後遺症により、ふ

だん当たり前にできていたことが急にできなくな

ることで、日常生活に支障をきたしてしまいます。

病気で何かの障害を負った人が元通りの生活もし

くは、元通りの状態に近い生活を送るために、リ

ハビリテーションが必要です。リハビリテーショ

ンの意味は機能訓練をイメージしやすいですが、

語源は「re(再び)」と「habilis(ふさわしい)」を

合わせたもので、「人としての尊厳や権利、資格

を回復すること」を指し、再びその人にふさわし

い生き方を目指す活動も意味しています。そのよ

うな活動をサポートすることが私の役割です。

　脳卒中には、発症を高める危険因子があり、高

血圧、糖尿病、不整脈（心房細動）、喫煙、過度

の飲酒、高コレステロールなどがあげられます。

その中でも高血圧は管理が大切で、血圧を下げる

ことにより脳卒中の死亡率を減らすことができる

と言われています。高血圧を健康診断などで指摘

されたらすぐに病院を受診し、毎日血圧測定し、

自分の血圧管理を行うようにしましょう。その他、

塩分・脂肪分控えめの食事や、適度な運動など、

生活習慣を改善することで危険因子を減らすこと

ができます。長寿の長野県には「ピンピンコロリ

（PPK）」という言葉があります。長生きするだけで

はなく、亡くなる直前まで元気に活動し、病まず

にコロリと死のうという意味の言葉です。青森県

の短命県返上に加え、県民のみなさんが元気に自

分らしい人生を送れるために、脳卒中を予防する

お手伝いをしたいと思います。

トピックス

脳卒中予防十か条

1 手始めに 高血圧から 治しましょう

2 糖尿病 放っておいたら 悔い残る

3 不整脈 見つかり次第 すぐ受診

4 予防には タバコを止める 意志を持て

5 アルコール 控えめは薬 過ぎれば毒

6 高すぎる コレステロールも 見逃すな

7 お食事の 塩分・脂肪 控えめに

8 体力に 合った活動 続けよう

9 万病の 引き金になる 太りすぎ

10 脳卒中 起きたらすぐに 病院へ

（日本脳卒中協会）
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発行所 青森市東造道 2丁目 1番 1号 青森県立中央病院 http://aomori-kenbyo.jp 

 

「メディカル（医療）」＋「トリム（整える）」 

＝「医療の力を借りて身体（体調）を整える」という意味の造語です。 

メタボリックシンドロームやロコモティックシンドローム、その予備軍の方を対象に、専門家による 

食事指導や運動指導を行った後、病院外来で定期的チェックをすることで、持続的に支援します。 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

【１回目 体力測定】          【２回目 集団指導】 

 

 

 
 

 

その後は自主トレーニング、自己食事管理！ 

定期的（1～3 か月毎）にメタボ外来を受診して、改善具合を確認！ 
 

 

 

 

・最近太ってきた… 

・健診で高血圧や糖尿病を指摘された… 

 

・歳を取ってきて足腰が弱くなってきた… 

そんな皆さん、 

県病メディコトリム 
                         に参加しませんか？ 

 

【開催日時】毎奇数月の第１・３木曜日 

        １８：００～２０：００ 

まずは、メタボ外来を受診してください。 

問合せ先：県病総合診療部 （７２６－８４０６） 

 

○病気の予防改善：肥満、糖尿病、高血圧、高脂血症、睡眠時無呼吸症候群などを予防改善します。  

○腰痛・膝痛の予防改善：減量で腰や膝への負担が少なくなります。  

               健康運動で筋肉を増やし、腰や膝を守ります。  

○薬の減量：人によっては糖尿病、高血圧、高脂血症のお薬が減ります。  

 

 

こんな効果があります 

メディコトリムとは？ 


