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第二期新成長プランについて

病院長挨拶

　今年度より県立病院第二期新成長プラン～新たな

医療モデルの創造をめざして～がスタートしました。

これまで病院局では地方公営企業法を全部適応した

平成19年度から４年毎に中期計画を策定し、これに

基づいて県立病院の運営に携わって参りました。今

回は三期目のプランということになりますが、その取

り組みをご紹介する前に、県立中央病院におけるこ

れまでのプランの成果や残されてきた課題について

考えてみたいと思います。

　改革プラン（平成19年度～22年度）では、大きく

分けて二つのゴールがありました。一つは県立病院

としての医療機能をどう位置づけるかでしたが、全国

一の短命県という現実に鑑み、三大死因の克服をテ

ーマに、政策医療（４疾病５事業：①がん、②心筋

梗塞、③脳卒中、④糖尿病の４疾病と、①救急医療、

②母子医療、③小児医療、④災害医療、⑤へき地医療

の５事業）に特化すべく、院内組織や病棟・外来

の再編（センター化、部門化）に取り組むこととしま

した。もう一つは経営収支の改善であり、少なくと

も現金ベースでの黒字化を果たすべく、「７：１看

護加算」や「DPC加算」の取得をめざすこととしました。

幸い、これらの目標は全て１年前倒しで達成するとと

もに、県から大型予算を頂き、強度変調放射線治

療（IMRT）用の最新型ライナックの導入が図られ、

現救命救急センターの新築工事も開始されました。

　新成長プラン（平成23年度～26年度）では、先の

プランで積み残した「地域貢献の進化」を第一の柱

とし、医療連携部を立ち上げるとともに、患者相談

に加え、紹介（診療予約）、逆紹介業務の円滑な推

進に努めることとなりました。第二、第三の柱であ

る「医療機能の進化」と「施設インフラの進化」に

ついては、様々な機器／建物整備とも相まって、大

幅な質的強化が図られました。救命救急センターで

は、建屋の竣工に伴いドクターヘリの運航やEICUの

運用が開始され、がん診療センターでは血液病棟に

32床の無菌病室が整備されました。また、脳神経セ

ンターでは脳卒中ユニット（SCU）が整備され、循環

器センターでは心カテ用のアンギオCT装置の導入や

心大血管リハビリテーション室の整備が図られまし

た。この他にも放射線部ではMRI棟の増築が、総合

周産期母子医療センターではNICUの増床強化が、手

術部にはロボット手術装置（ダ・ヴィンチ）の導入が、

また９階東病棟には第一種および第二種感染症病室

の整備が図られるなど、これまでの県病のイメージ

は一新されました。また、これらの診療機能の強化

は、「経営システムの進化」にも良い影響を与える結

果となりました。すなわち、計画初年度（平成23年度）

には、開院以来初めてとなる純益決算（累積債務ゼ

ロ）を計上し、それ以降、黒字を積み増す状況とな

りました。その最大の理由は、さまざまな医療機能

の強化等により、総合入院体制加算をはじめ様 な々

診療報酬上の加算が取得できたからなのですが、逆

に言えば、計画最終年度（昨年度）には、既に取れ

る加算を全て取得したため、伸び代が余り期待でき

ないという状況にも直面しました。

　第二期新成長プラン（平成27年度～30年度）では

このような経営上の大きな曲がり角をどう克服するか

が問われることになるのですが、国では地域医療構

想に基づく地域完結型医療（地域の医療施設がそ

れぞれの特長を補完し合いながら、各施設で患者さ

んの病態に合った診療を行う）の実践を求めており、

平成26年度の診療報酬改訂では、これまで急性期

一辺倒であった病院病床を、高度急性期、急性期、

回復期、慢性期に大別し、それぞれの医療機能別

に診療報酬を設定することになりました。この革命

的とも言える方向転換は、爾後、28年度、30年度の
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診療報酬改訂においても強化踏襲される見込みです

ので、今後４年間の収支見通しは、この新たな診療

報酬制度に対してどれだけ適切に対応できるか否かで

決まるということになります。具体的には、当院の医

療資源量（供給量）だけでなく、周辺の医療資源量

や地域の医療需要量予測などの解析が求められる訳

ですが、現時点ではまだ周辺各医療施設の動向が不

明瞭ですので、最終的な方針決定には至っておりま

せん。とは言え、平成28年度には青森県の地域医療

構想が示される予定ですので、この中期計画について

は、その際に見直しを加えることを前提としておりま

す。

　すっかり前置きが長くなってしまいましたが、具体

的な取り組みについてご紹介しますと、先ず「医療機

能の深化と展開」では、高度医療をはじめとする各部

門の機能強化が挙げられておりますが、中でも新たな

医療機能への挑戦として血液グループを中心とした再

生医療（細胞治療）への取り組みが注目されます。ま

た、平成29年度から新専門医制度が発足することに

も鑑み、医師や医療スタッフのキャリアアップのため

の職員教育研修体制の整備も大きな課題と考えており

ます。「地域医療の深化と貢献」については、地域医

療構想もさることながら、従来の紹介―逆紹介体制

の更なる強化（緻密化）、介護施設との連携、在宅医

療の一層の推進を図ることとしており、そのためには

円滑な運用を可能とする地域連携システムの開発導入

が不可欠と考えております。また、「患者サービスの

深化と展開」は、今期のプランで初めて柱として独立

させた課題ですが、医療提供者側からの視点ではな

く、患者側の視点に立ってサービスの内容と評価を考

えようとするものです。患者さんからの意見箱（患者

の声）等に集積されるご意見やご批判は元より、患者

会からの提言やパブリックコメントなど、患者目線に

よる療養環境の改善など具体的な現場のニーズに沿っ

たサービスの提供を図って参ります。「経営システムの

深化と展開」については、先にも述べたように、これ

以上大きな加算の取得が難しい状況であることから、

大幅な増収は余り期待できません。従って、仕入れ

単価の合理的な見直しや事務部門を含めたアウトソー

シングなど、経営効率の強化が課題となります。ま

た「施設インフラの深化と展開」については、今年度

中のPET-CTの導入が既に決定しておりますが、更新が

必要な高額診療機器は目白押しの状況であり、手術

室の改修等 を々含め、予算上の取り扱いが大きな課題

となります。また、平成27年度内には今般青森県が

整備した医療情報ネットワークがいよいよ稼働開始の

見込みです。これにより県病の連携施設（病院、診

療所）では、紹介（逆紹介）患者さんに関する当院の

電子カルテ情報を共有して頂くことになりますし、ITク

ラウド内の通信機能を駆使するなどして、これまで以

上の円滑な情報交換（在宅診療ネットワークや救急医

療ネットワーク等）が可能になるものと期待しておりま

す。

　以上に述べましたように、今後は、これまでに強化

された医療機能を上手に使いこなすことで、新たな医

療文化の醸成を図っていくことが課題と言えます。全

科的なリハビリテーションへの取り組み、外来患者さ

んに対する緩和ケアの初期介入や医療連携パス（大

腿骨頭骨折、がん、脳卒中、認知症等々）の更なる

展開（電子化）、在宅医療と地域包括ケアとの連携推

進、総合診療機能の充実等々課題は山積しておりま

すが、これらは新しい地域医療モデルの創造に繋が

る課題であり、目標を達成すれば、この４年間にお

ける医療機能の更なる成長が期待されます。

　職員一同、新たなゴールに向かって一層邁進する覚

悟ですので、関係諸兄はもとより患者さんやご家族を

はじめ院外の多くの方々からの叱咤激励、ご指導ご

協力をお願い申し上げる次第です。
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【くすりと情報を届けています】

　最近、コンビニやインターネットで、一定の成分内

容のくすりを購入することが出来るようになりました

が、かつては殆どの家庭に救急箱が備えてあったと思

います。物流が発達している現在でも、病院におい

ては、適正な保管がされた品質の確かなくすりを、

必要な時に、必要な量、院内すべての場所に届ける

ことが薬剤部の大切な仕事です。

　当院では、常時約１５００品目（内服薬７００、外

用薬２００、注射薬６００）のくすりが使われています。

がんや難病、糖尿病、肝炎などの様 な々領域で、新

規治療薬が、次々に開発・発売され、取り扱うくすり

の数は年々増加しています。すべてのくすりは、正し

い使用法を守ることで、最大限の効果を発揮します。

　新しい、そして多くは高額なくすりの恩恵が、それ

を待っていたすべての患者さんに行き渡るよう、くす

りの特徴や使用の際の注意点、予測される副作用に

ついて、院内の医療者と患者さんに正しい情報を届け

ることが薬剤師の役割です。

【具体的にはこんなことをしています】

　調剤：入院処方約４００枚／日、外来処方約８０

枚／日、注射処方約１２００枚／日の内服・外用薬の

調剤や注射薬の取り揃えを行っています。安全な調

剤・監査のために、バーコードリーダーによる処方薬

の確認やコンピューターを利用した監査支援システム

などを導入しています。

　抗がん剤の調製：約５０人／日（平日）分の、抗が

ん剤注射の組み合わせを薬剤師が調製しています。

一人一人の処方内容、検査値の確認の後、無菌的な

環境下で調製を行います。

　院内製剤調製：市販されていない特殊なくすりが

必要な時、点眼薬・坐薬・軟膏・注射薬などを薬剤

部の施設内で調製しています。

　薬物治療モニタリング：抗生剤、免疫抑制剤など

１２品目の薬剤について、薬物の血中濃度を測定し、

解析結果から最適な投与量や投与スケジュールを提案

します。

　医薬品情報管理：電子カルテでの、内服薬・注射

薬オーダリングのための薬品マスターの管理を行って

います。採用薬や新薬の情報を収集・整理し薬剤部

内や院内に発信します。

　治験（臨床試験）管理：薬剤部内の治験薬管理の

他に、薬剤師が治験管理室のメンバーとして、治験

審査委員会の開催や治験依頼者との契約・調整事務

を担当しています。

【もっと顔の見える薬剤師をめざします】

　これまでは、薬剤部内での業務が大半を占めていま

した。しかし、これからはくすりが実際に使用されて

いる場所や、くすりを服用している患者さんのもとで

業務を行うことが重要となってきます。すべての入院

患者さんの薬物療法に薬剤師が関わり、治療に貢献

しなければならないと考えています。そのために、こ

れから、薬剤部として力を入れていきたい業務があり

ます。

　薬剤管理指導：現在は、６病棟に担当薬剤師を配

置し、一部の患者さん（１３０人～１５０人／月）で、

持参薬確認、服用薬の説明、処方薬の相互作用のチ

ェックなど、薬剤管理指導業務と言われることを行っ

ています。

　院内専門チームへの参加：緩和ケア、栄養管理、

褥瘡対策、感染症対策では、院内多職種によるチー

ム医療のメンバーとして、専門の知識を持った薬剤師

を配置しています。

　将来、院内のすべての病棟に専任の薬剤師を配置

し、患者さんや、院内のみなさんにより近く、いつで

も顔の見える薬剤師をめざしていきたいと思います。

くすりについてのご相談は薬剤師におたずねください。

薬剤部部長　工藤　久美子薬剤部の紹介

トピックス
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【ご予約・お問い合わせ先】 
☎017-736-5332    

    
    
    
    

ファミリーハウスあおもり 
〒030-0913 青森市東造道1-3-1 

HP：http://www.familyhouse-aomori.jp/ 
【管理・運営】ＮＰＯ法人青森地域再生コモンズ 

 

 

 

 

 
 
 
ファミリーハウスあおもりは、今年の７月で開設

４年目を迎えます。オープンしてからの延べ利用者
数は6,200人を越え、県内外から様々な患者さんや
ご家族が利用しています。 
（１）料金改定（１）料金改定（１）料金改定（１）料金改定についてについてについてについて    
この度、駐車料金と宿泊料金の一部を値下げ致し

ました。4月1日より以下の料金となっています。 

これまで利用された方から、駐車料金が県病に比べ
ると高いという意見が多く寄せられており、その要
望に応え、今回の料金改定となりました。 
（２）利用実績、利用者の傾向（２）利用実績、利用者の傾向（２）利用実績、利用者の傾向（２）利用実績、利用者の傾向等について等について等について等について    
昨年度、全11室ある客室の稼働率は年間で58％、

ベッド稼働率では53％となり、前年度より3％程度
上昇しました。月別では５月と１月に高い稼働率を
記録しています。利用者の傾向として、性別・年代
別では女性・50～60代、居住地別では下北地方の方
が多く、宿泊数別では3泊までの利用が８割以上を
占めています。年間で全客室の満室日は35日、シン
グルのみの満室日は71日を記録しました。 

 
 
 
 
 
 

（３）（３）（３）（３）時間外時間外時間外時間外のののの受付受付受付受付などなどなどなど    
受付時間受付時間受付時間受付時間    月～土月～土月～土月～土    8:00 8:00 8:00 8:00 ～～～～ 18:00 18:00 18:00 18:00    

施設内での受付は、原則として上記の時間になり
ますが、お仕事の都合などで休日（日・祝）からの
宿泊や夜間・早朝にチェックイン・アウトしたい場
合の対応1も可能です。また、救急搬送された患者さ
んのご家族が、急に宿泊したい場合の対応2も可能で
す。 
 
 
 
 
 
 
 
 
施設を利用する方は色々な地域から訪れ、通院・

入院される診療科も多岐に渡っています。客室数が
少ないため、急患による当日予約、検査や手術日の
延期・転院によるキャンセルなど、様々な都合によ
り空室状況は日々変化しています。混雑時には、ご
予約をお断りする場合もございますので、ご利用を
希望される方は、電話にてお早めに問い合わせ下さ
るようお願いします。 
                                                  

1 事前予約が必要です。受付時間内にお問い合わせ下さい。 
2 客室数に限りがある為、当日の空き状況によりご希望に添えない場合がござい ます。 

宿泊料⾦（1 泊） 前⾦制（税込） 

シングル 2,500 円 

ダブル 4,000 円 

ツイン（2⼈利⽤時） 5,000 円 

駐⾞料⾦（1 台） 100 円 

遠くから青森県立中央病院へ通院・入院する患者さんや、付き添われるご家族のための宿泊施設です。 
. 

県県⽴⽴中中央央病病院院近近くく  

平成26年度　利用実績平成26年度　利用実績平成26年度　利用実績平成26年度　利用実績
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◆電話予約の際は、氏名・連絡先、ご希望の宿泊日（日程、
人数）等をお知らせください。 
◆夜間や休日は転送電話での対応になります。 
◆直接来館しての申込も可能です。 


