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ご自由にお持ちください。

第 １ ４ ２ 号
平成２８年３月

青森県立中央病院

（題字は吉田院長）
ふ れ あ い

第　１５５　号

栄養管理部の紹介

院内部門紹介

【栄養管理部とは】

　栄養とは、「生物が外界から物質を摂取し、

これを同化して成長、生活力を維持すること。

また、その摂取する物質(栄養素)」と定義され

ています。つまり体内でおこる同化異化反応自

体を総称して「栄養」とされているのです。以

前は、“栄養を管理する部門”という大層な名前

をもらいながらも、食事を作ることしかできな

かったのですが、最近では多職種チームである

「栄養サポートチーム(NST)」を発足、ようやく

「部の名称にあった業務ができてきたのでは？」

と感じています。

【業務の紹介】

　栄養管理部では入院患者さんへの食事提供に

よる栄養管理(給食管理) と、栄養指導や栄養

計画の立案・実施による栄養管理(臨床栄養管

理)を行っています。

　栄養管理部といって皆さんがイメージされる

のは、給食管理業務が多いでしょう。食事を作

る行為は一般家庭でもされていることですが、

大量調理となると話は別です。１食あたりの重

量を約700gとすると、450食分で材料重量は

300kgを超えるのです。精白米では30kg(１／２

俵)、炊くと約70kgに。おでんの大根だけでも

20本を調理します。この量を扱う施設は県内で

も有名ホテルを含めほぼありません。さらに食

中毒予防のため最終調理から盛り付け配食まで

を２時間以内で行うという時間制限付であり、

これを1日３回、365日休まず提供しています。

　大変でも忘れてはいけないのが、「安心・安

全な食事の提供」です。昨今、SNSの普及等に

より異物混入が表面化し世間に認知されるよう

になってきました。異物混入は今に始まったこ

とではないのですが、社会の変革に食品業界全

体の対策が追いついていないことが要因です。

大量調理施設でいえばノロウイルス対策も課題

の一つです。こうした様々な課題を背負いなが

ら少しでも普段の食事と遜色ないものを提供で

きるよう、業務委託をしている株式会社城ヶ倉

観光のスタッフと日々、検討・試行錯誤してい

ます。

　最近の取り組みとしては、平成27年１月に行

った食欲不振用の食事「ハートフル食」の方針

変更があげられます。それまでは食べやすいイ

メージの果実を中心に少量のみを提供する方針

でしたが、栄養供給量も摂食率も低いままでし

た。患者訪問による聞き取り調査を進めていく

と「食べたいのに食べられない」ではなく「食

べたくない」という訴えが多かったのです。

　前者は熱、倦怠感等の症状による摂食不良で

すが、後者は精神的な面が大きいと結論づけ、

それまでの「食べやすいイメージの食品を少量

のみ提供」という方針を捨て、「食事にポジティ

ブイメージを持てるように、徹底して見た目に
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【心臓病教室の様子】

【ハートフル食の一例】

こだわる」という方針へと変更しました。その

結果、昨年６月のハートフル食喫食調査では、

前年の適応率4割を上回り、適応率６割で補給

エネルギーも維持量を満たすことができまし

た。

　食品・外食業界では、時代ごとに変化する消

費者のニーズに対応することが成功するポイン

トとされておりますが、病院での給食管理も同

様です。栄養管理が加わる分、食品・外食業界

よりも成功するのは困難かもしれません。

　「病院給食だから」、「治療の一環だから」等と

言い訳してあぐらをかかず、既成概念を取り除

いて、より良い食事提供による栄養管理を行っ

ていきたいと思います。

　一方、臨床栄養管理業務は、臨時・非常勤3

名を含む7名の管理栄養士で行っており、基本

的には栄養・食事指導が主な業務で、個別指導

の他に「糖尿病教室」や「心臓病教室」、「母親教

室」、年に数回「肝臓病教室」と「夜間糖尿病教室」

を行っています。また、総合診療部小野医療管

理監を筆頭とした「メディコトリム事業」でも

栄養・食事に関する部分を担当しています。

　臨床栄養では疾患により方針と介入方法が異

なるため、本年から専任制を導入し、生活と食

事制限の指導が重要な糖尿病センター、治療中

の摂食不良対策が重要な血液内科、低栄養と過

栄養が混在する循環器センター、器質的問題で

摂食困難となる耳鼻咽喉科・頭頸部外科等、

各々の疾患にあった栄養管理となるよう進めて

いるところで、次年度は更に消化器がん専任を

予定しています。

　平成27年度には大きく人事異動があり、ただ

でさえ少人数のうえ半数が新人となってしまい

ました。栄養の必要性を説かれている現在の医

療の中ですが、当部ではまだまだ見合った業務

は行えていません。さらには短命県の原因の一

つとして食事が挙げられており、さらなる活動

も求められています。これらを追い風とできる

か、はたまた逆風となるか、栄養管理部の先行

きは険しそうです。

　これからも青森県立中央病院の医療職の一員

として、専門的な業務を行えるようスタッフ一

同努力いたしますので、ご指導・ご鞭撻のほど

よろしくお願いいたします。
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青森県立中央病院救命救急センターは、重症・重篤で一刻を争う 

患者への医療を提供する施設です。 

ところが近年、風邪の発熱などで休日や夜間に、徒歩や自家用車 

で直接来院する「ウォークイン（Walk in）」といわれる患者や、 

軽症にも関わらず救急車を呼んで受診する患者が増加しています。 

 

ウォークイン患者が増えると… 

ウォークイン患者が増えると、救急外来が混雑

し、重症患者への対応の遅れが心配されます。 

ウォークイン患者は救急車で搬送される患者よ

りも入院率が大幅に低く、高度医療や緊急手術を必

要としないことが多い傾向にあります。 

 

救急医療を必要としている人が適切な治療を受けられるよう、適正な利用のご理解とご協力をお願いします。 

 

休日・夜間の比較的軽い病気やケガでは、まずは以下の救急医療を利用しましょう（一次救急）

●青森市にお住まいで、比較的軽い病気やケガの時は以下にご連絡ください 

青森市急病センター 青森市休日・夜間 

在宅当番医 

小児救急 

電話相談 

 
急な病気やけがの応急処置をします。 

往診・手術及び精密検査等は行いません。重症

の場合は、二次救急病院等への連絡・紹介をし

ます。 

当番医には、事前に電話連絡のう

え、受診願います。 

重症の場合は、二次救急病院等へ

の連絡・紹介をします。 

子どもの急病の対処

法等、小児科医師・

看 護 師 が 電 話 で 相

談、アドバイスしま

す。 

対

応 

時

間 

内科系・ 

外科系 

医師 

月～土曜 19:00～23:00 

毎日の夜間 

18:00～23:00 

日曜・祝日 

  9:00～13:00 

19:00～翌 8:00 

日曜・祝日・ 

12/31～1/3 

12:00～18:00 

19:00～23:00 

小児科系 

医師 

月～日曜 19:00～23:00 

大型連休・ 

12/31～1/3 
12:00～18:00 

場

所 

青森市役所裏 

（青森市中央 1-22-25） 

そ の 日 の 当 番 医 は 消 防 本 部

(722-2211)で紹介しているほ

か、青森市医師会ホームページで

も予定表を掲載しています。 

電話での対応のみ 

電

話 
017-773-6477 ♯8000 

救急受診の心得 

軽症で救急車を利用する患者が増えると… 

 緊急を要する重傷者への救急車の対応が遅れ、

助かる命が救えなくなります。 

 なお、当院では患者さんの症状によって、診察

する順番を決める「院内トリアージ」を実施して

います。 

救急車で搬送された方でも、最優先で診察が受

けられるというわけではありませんので、ご了承

ください。 

 
・昼間は忙しい…。 
・大きい病院がいい…。 
・救急車で行けば 
早く受診できる… 

        など 

救命救急センター 
搬送手段別入院割合（平成 26 年度） 
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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

 

 

以下のような場合は迷わず 119 番で救急車を呼んでください（二次救急、三次救急） 

●症状にあわせ、輪番制病院、救急告示病院・診療所、救命救急センターに搬送します 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

●救急車を呼ぶ際にあると良い物 

・保険証 

・お金（診察料、投薬料、帰りの交通費） 

※救急車で自宅等に送ることはありません。 

・普段飲んでいるお薬、お薬手帳 

 

救急車の搬送では、患者さんの症状にあわせ以下のような医療施設に搬送します 
 

区分 搬送先 概要 

二

次

救

急 

入院や緊急検査、手

術などが必要な重

症患者さんが対象 

病院群輪番制病院（市内４箇所） 
夜間・休日に入院や緊急検査、手術が必要な

方の診療を当番性で行います 

救急告示病院（市内１０箇所） 
事故や急病により早期治療が必要なときの 

救急医療が可能な病院です 

救急告示診療所（市内１医院） 
事故や急病により早期治療が必要なときの 

救急医療が可能な診療所です 

三

次

救

急 

二次救急まででは

対応できない生命

の危機がある重篤

な患者さんが対象 

青森県立中央病院救命救急センター
一次救急、二次救急医療施設からの搬送患者

を２４時間体制で受け入れています 

 

頭 

・痛がってけいれんがある 

・強くぶつけて出血が止まらない、

意識がない、けいれんがある 

胸や背中 

・突然の激痛 

・急な息切れ、呼吸困難 

・締め付けられる、圧迫される

ような痛みが２～３分続く 

・痛む場所が移動する 

手足 

・突然のしびれ 

・突然。片方に力が入らない 

腹 

・激しい腹痛 

・吐血や下血 

全般 

・意識がない、おかしい  ・ぐったりしている        ・けいれんが続く 

・冷や汗がある強い吐き気 ・食べ物を詰まらせて呼吸が苦しい ・大量の出血を伴うケガ 

・広範囲のやけど     ・高所からの転落 

・その他、明らかに様子がおかしい場合 

顔 

・半分が動かない、しびれる 

・笑うと口や顔の片方がゆがむ 

・ろれつが回らない、話せない 

・視野が欠ける 

・ものが突然二重に見える 

・顔色が明らかに悪い 


