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ご自由にお持ちください。

第 １ ４ ２ 号
令和 元 年 ６ 月

青森県立中央病院

（題字は藤野院長）

第　１６３　号

院内部門紹介

　診療待ちでお疲れのところ、本紙を手に取って

頂きありがとうございます。前回号に引続き、患

者さんやご家族の皆様方の耳には馴染みの薄い、

『中央診療部門』の紹介をさせて頂きます。

　前回の復習ですが、中央診療部門は、13の部署

から構成される大きな部門です。各診療科の診療

を支える高度な専門技術職の集団であり、県病が

青森県随一の診療水準を保ち続けることができる

原動力であると自負しています。

　皆さんは、13
部門のなかのい
くつの部門に実
際関わり合いがあったか数えてみて下さい。全部に
〇印がついたら景品がもらえますので、最寄りの病
院スタッフにお知らせ下さいね（最後まで読んで頂
いた皆さん方への感謝の気持ちです）。

　1 放射線部 2 内視鏡部
　3 病理部 4 臨床検査部
　5 輸血・細胞治療部 6 中央採血部
　7 神経血管内治療部 8 手術部
　9 臨床工学部 ⓾ 栄養管理部
　� 中央材料部 � 薬剤部
　� 臨床心理支援部

5　輸血・細胞治療部　
　『日本赤十字社の献血と骨髄移植などの細胞治療

を安全に行う事を目的とした部門』です。高度医

療の現場である県病に、輸血が欠かすことが出来

ないという事は皆さんご存知の通りです。毎日何

度も何度も、日本赤十字社の車が病院に横付けに

なり、沢山の血液が運び込まれます。重症の交通

事故、難易度の高い手術や内科治療にも輸血は欠

かすことが出来ません。輸血は善意の献血で得ら

れますが、安全に患者さんの体に入るまでには多

くの作業があり、血液型判定、クロスマッチ試験

に始まり、最終的に輸血が安全に行われたかどう

かの記録を行います。輸血業務は病院全体で行わ

れますが、これを安全に行っていくための全病院

的なスタッフ教育もまた重要な任務です。また、

県病輸血部の特徴として、細胞治療を強力にサポー

トしている点を挙げることができます。県内の他

の医療機関には見られない特徴ですが、骨髄移植

や末梢血幹細胞の細胞を採取する際にその患者さ

んに十分な量の細胞をとることができたかどうか

を確認しています（専門ではCD34陽性細胞と呼ん

でいます）。さらに採取された細胞を適切に処理し

て安定した環境で保存するために、+5℃冷蔵庫、

-20℃の冷凍庫、-150℃冷凍庫は全て24時間365日

庫内温度が記録管理されています。また輸血・細

胞治療部では、骨髄移植やさい帯血移植の細胞を

移植直前に元気な細胞かどうか（生細胞率）を確

認するというとても重要な作業を行っています。

もし、細胞が死んでしまっていたら移植の成功は

ない訳ですから（赤木智昭部長担当）。

6　中央採血部　
　『外来患者さんの血液検査のための採血をスマー

トに行うための部門』です。中央採血部が出来る

以前は、患者さんは採血待ちのために1時間やそれ

以上も立って待っていることも多々あったため、

状態の悪い患者さんが更に具合が悪くなってしま

うということも決して珍しくありませんでした。

それ故、「具合が悪い患者は、県病に行けない」な

どと特に患者さんのご家族からは大変厳しいお言

葉を頂いておりました。また県病の患者さんには

大変遠方から受診される方も多数おられ、片道3

～ 4時間という方も多数おられます。「県病に来る

ときは娘のところで往復二泊しているんです。」と

いう方も珍しくはありません。そうなると検査結

果が当日判明するか否かは大問題であり、その如

何によって受けられる診療の内容は大きく異なっ

中央診療部門の紹介（2）
中央診療部門長

久保 恒明

前回は1～4まで紹介しました。
今回は、5～9まで紹介します！
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てきます。そのため中央採血部は朝一番、明るい

声掛けで患者さん方を励ます気持ちがヒシヒシと

伝わってくる部門でもあります（北澤淳一部長担

当）。

7　神経血管内治療部　
　『脳や脊髄の病気を細い血管の中から治療する部

門』です。現代の医学ってここまで進歩したのかっ

て、門外漢の自分はただただ驚くばかりの部門で

す。皆さんも良くご存知の通り、脳動脈瘤が破裂

するとクモ膜下出血になって生死に関わる事態に

陥ってしまいます。患者さんに大きな動脈瘤が発

見された場合、これが破裂したら大変な事態になっ

てしまいます。この「未破裂動脈瘤という爆弾」は、

従来は開頭手術でしか治療出来ませんでした。開

頭術とは頭の骨を開けるために、かなり大がかり

な手術です。血管内治療部では開頭術を行わず、

未破裂動脈瘤の治療を何と脳の血管の中に入れた

細いカテーテルで行ってしまうというのだから驚

きです。既に破裂してしまった動脈瘤も、血管内

治療部では積極的に治療しています。ご高齢の患

者さんや合併症の大きい患者さんであっても、血

管内治療であれば患者さんの身体的負担も少なく、

従来の開頭治療では治療を諦めなければならな

かった患者さんも、この血管内治療によって多数

お元気になっています。また、脳血管障害の患者

さんは、真夜中に救急車で来院されることが多い

のですが、神経血管内治療部では24時間体制で365

日対応しています。身体的にも精神的にもハード

な診療ですが、県病の至宝とも言える先生方の高

い使命感で支えられている部門です（綠川宏部長

担当）。

8　手術部　
　『県病で手術を要する12診療科の全ての手術をサ

ポートする部門』です。年間の総手術件数は4,800

件で、全身麻酔2,700件、全身麻酔以外が2,100件

とは気の遠くなるような手術の件数でありますが、

日本麻酔科学会指導医3名、同専門医2名、日本ペ

インクリニック専門医1名での診療体制でこれらを

担っておられるとは、まさに驚きの一言につきま

す。平日の予定手術は勿論のこと、夜間休日に救

急車で運び込まれた患者さんや病状が急変した患

者さんの手術の要請に対して「即時に対応する」

のは大変なことです。また最近はロボット手術や

鏡視下手術などの難易度の高い手術の増加に伴い、

手術時間も長くなっているため、手術スケジュー

ルの調整そのものが本当に困難になってきており、

麻酔科の先生方のご苦労は多岐に渡っています。

こうした中にあって、手術部は、麻酔科の先生方

を中心に、看護師、臨床工学技士、放射線技師、

中央材料部・物品管理センターなど多職種のスタッ

フの連携が素晴らしい部門であり、県病で最も長

い伝統がある部門でもあります。県病が今、最も

県民に信頼される病院であり、将来もまたその確

固たる地位を保ち続けるためには、麻酔科・手術

部の力は欠くことのできないものであると自分は

日々感じています（長尾乃婦子部長担当）。

9　臨床工学部　
　『病院の医療機器の安全性を担保するために欠く

ことが出来ない部門』です。点滴が行われている

患者さんは院内に多数おられるわけですが、その

点滴のスピードの精度に問題があったなら、本当

に大変なことになってしまいます。医療の現場で

は、患者さんは勿論のこと、医師も看護師も点滴

の速度をコントロールするポンプ類には絶対的な

信頼をおいて診療しています。近年の高度化した

医療には複雑な治療計画を要するものが増加して

おり、今後も治療計画の複雑化はより一層進むも

のと思われます。そうした中にあって臨床工学部

に所属する臨床工学技士の重要性は増していく一

方です。病院全体に関わる業務の他に、多くの専

門領域をサポートする部門でもあります。血液浄

化業務（主に透析）は年間3200件、心臓血管外科

手術関連170件、循環器内科（心臓カテーテル検査・

治療等）170件、脳外科・整形外科・耳鼻科のモニ

タリング・ナビゲーション関連150件、新生児関連

310件、人工呼吸器管理1000件のほか、造血幹細胞

採取関連業務さらにはCardiac emergencyの際の除

細動器に関する啓蒙活動など、多岐に渡る業務を

昼夜を分かたずに担当しています。県病の中では

比較的新しい部門ではありますが、県病の医療を

より高度にしていくために欠くことが出来ない部

門です（永谷公一部長担当）。

 ⓾～� の紹介は次号にて
ご紹介いたします。

2

1905-0282-ふれあい第163号07.indd   2 2019/06/26   16:03:32



トピックス

　病院完結型医療という、一つの医療機関が入院か

ら退院まで全ての医療を提供する時代から、地域完

結型医療という、急性期、リハビリテーションの必

要な期間、療養が必要な期間といった形で、それぞ

れの期間に必要な医療を提供する医療機関が、連携

しながら医療を提供する時代に変わって久しくなり

ました。

　その波は、今や外来にも押し寄せてきております。

　医療と介護を通じた包括的な支援とマネジメント、

他職種と連携しながら長期継続的に患者さんを支え

ていく役割など、いわゆるかかりつけ医機能・主治

医機能は診療所を中心に、専門的な医療や高度医療

については大病院を中心とし、それぞれが適時適切

に連携しながら患者さんを支えていくというもので

す。

　これが、少子高齢化の時代に対応するために必要

な医療介護の提供体制のあり方として、国が進めて

いる地域包括ケアシステムのうち、主に医療的な側

面になります。

　当院では、外来患者数の多さもあり、より生活に

密着した健康管理や介護への対応など、いわゆるか

かりつけ医機能・主治医機能を含め、当院が全て対

応することは、かなり困難な状況にあります。

　そのため、こうした部分につきましては地域の医

療機関にお願いをしたうえで、高度・専門医療や重

症患者さんへの対応力をより一層高め、当院の使命

を果たしていくことに注力する必要があると考えて

います。

　当院では、定期的なお薬の処方のみを必要とする

患者さん、病状が比較的安定した患者さんなど、必

ずしも当院の機能を必要としなくなった患者さんを

中心に、地域の医療機関への紹介を進めております。

　当院の複数の診療科を受診されている患者さんに

つきましても、それぞれの診療科において病状を判

断したうえで、当院での管理が引き続き必要な診療

科につきましては当院で継続管理を行いますが、比

較的安定している診療科では地域の医療機関へ紹介

することとしており、患者さんへのご協力をお願い

しているところです。

　勿論、そのような状況がないに越したことはあり

ませんが、仮に再び当院の機能が必要な病態となっ

た場合には、地域の医療機関からのご紹介を通じて

高度・専門医療の提供という当院の機能を発揮して

いくこととなります。

　このように、それぞれの医療機関がそれぞれの役

割を分担しながら、地域として患者さんを支えてい

くこととなりますので、ご不便をお掛けする場合も

あるかとは思いますが、何卒趣旨をご理解いただき、

ご協力くださいますようよろしくお願いいたします。

知ってますか？かかりつけ医の役割
医事第一課

主幹  松谷 厚聖

○ 地域包括ケアシステムの概要
・ かかりつけ医とケアマネージャーの連携が医療・介護連携の基軸
・ かかりつけ医の紹介により当院のような基幹病院は高度・専門医療、急性期入院医療を提供
・ 治療終了後は、かかりつけ医・ケアマネージャーとの連携を通じて、かかりつけ医への通院医療や在宅医療等に繋げる
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＊�ノルディック（ポール）ウォーキング：膝・腰の関節、脊髄への負担を軽減し、ポールを持って歩くこと
により、歩行の姿勢が正されます。通常のウォーキングの約1.4倍のエネルギー燃焼する全身運動です。
＊�水中ウォーキング：浮力により、膝痛や腰痛、肥満の人でも関節への負担が減ります。水圧の効果として

は呼吸機能や心臓の機能も向上、呼吸筋を鍛えリラクゼーション効果もあります。
＊�ショッピングモール・ウォーキング：ショッピングモールは、天候に左右されず、

夏は冷房、冬は暖房があり、トイレやベンチ、給水のための設備もあります。地
面も水平であるというメリットなど、まさに「歩行者にフレンドリーな環境」が揃っ
ています。
＊�スローピング：坂道や階段といったスロープ（傾斜地）を利用して、短時間で効

率よいウォーキングです。速さをあまり必要とせず、足腰の大きな筋肉を鍛えます。

トピックス

　健康推進室　主幹　西村　司 （健康運動指導士）

経営企画室　　　　境　沙織（健康運動指導士）

運動は魔法の薬

ご存知ですか？ 1日30分のウォーキングを始めた人が増えている事を！

Nemoto K, Gen-no H, Masuki S, Okazaki K, and Nose H: Effects of High-Intensity Interval 
Walking Training　on Physical Fitness and Blood pressure　in Middle-Aged and Older People, 
Mayo Clin Proc. 82(7):803-811, 2007. 

色々なウォーキングを組み合わせる事で飽きずに長く続けられます。

　「1日30分のウォーキングは、どんな薬も上回る効果をもたらす�"魔法の薬"�です。体の老化を防ぎ、2型糖
尿病や肥満を改善し、がんを発症する危険性も下げてくれます。そればかりか、認知症も予防してくれ、う
つ病も防いでくれます。」と、英国のアストン大学ライフサイエンス学部のジェームズ ブラウン博士の言葉
があります。
　ウォーキングは誰でもどこでも取り組める最も手軽な運動です。ウォーキングと一言で言っても色々な方
法があります。
＊�インターバル・速歩（メリハリをつけて歩く）：会話ができるくらいの普通の速度で、2 ～ 3分間歩く。次

に、「きつい」と感じる程度の速歩を10 ～ 30秒行う。ある研究で、中高年者（平均年齢65歳）を対象に、
5か月間のインターバル速歩と「1日1万歩」の効果を比較した結果、インターバル速歩を行ったグループ
では、膝伸展の筋力が13％、膝屈曲の筋力が17％増加し、最高酸素摂取量（持久力）も10％増加したと
報告しています。
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