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トピックス

　青森県立中央病院は、地方公営企業法全部適用

病院であり、4年ごとに策定する経営計画（以下「プ

ラン」という。）に基づいて医療機能・経営基盤を強

化してきました。今年度は4期目のプランの最初の

年度になりますが、今までの各プランの名称と期

間、当院における主な取組を挙げてみます。最初の

プランは『県立病院改革プラン（平成19年度～平成

22年度）』であり、主たる取組は、診療機能のセン

ター化です。4疾病5事業に順じて医療機能を集約

化したセンターを設置し、これにより各疾病に対

応する外来機能を含めたセンターごとの診療が可

能となりました。次の『県立病院新成長プラン（平

成23年度～ 26年度）』では、地域連携強化のための

医療連携部を設置し、機能の充実を図ったほか、ド

クターヘリ基地病院となり、本格的なドクターヘ

リの運航を開始しました。昨年度までの『県立病院

第2期新成長プラン（平成27年度～平成30年度）』で

は、手術支援ロボット（ダヴィンチ）、ハイブリッド

手術室、PET-CTの整備など診療機能の拡充に加え

て、提供する診療内容の質的向上を目的とした「医

療の質」総合管理センターを設置しました。また、

総務省が「新公立病院ガイドライン」を策定したの

が平成27年3月であり、公立病院に対して①経営効

率化、②再編・ネットワーク化、③経営形態の見直

し、④地域医療構想を踏まえた役割の明確化、の視

点に立った「新公立病院改革プラン」の策定と対策

の実施を求め、当院としては『県立病院第2期新成

長プラン』をこのプランと位置付け、病院運営を進

めてきました。

　さて、4期目である今年度から令和4年度までの

プラン名は『県立病院チャレンジ（挑戦）プラン』と

しました。このプラン名には、新しい時代にふさわ

しい病院の在り方を求めて、病院全体で新たな体

制づくりに積極的に挑んでいくという意志が込め

られています。今回のプランの期間は、少子高齢

化、人口減少といった社会環境、医療環境が劇的に

変化する時代の入口になります。現在進められて

いる地域医療構想は、いわゆる団塊の世代が全て

75歳以上となる2025年(令和7年)における医療需給

バランスの確立を目的としているものですが、今

回のプランの期間中に、この社会情勢の変化に対

応する病院の体制づくりをしなければなりません。

そのために、今回のプランでは青森県立中央病院

の取組方針として、①高度・専門・政策医療の提供、

②良質で安全な医療サービスの提供、③地域医療

支援と医療・介護との連携強化、④良質な人材の

確保・育成と専門能力発揮に向けた体制整備、⑤

経営基盤の強化、の5項目を挙げています。また、

今回のプランは「新公立病院改革プラン」としての

位置付けも引き継いでいます。

　青森県立中央病院が提供する医療については、

地域医療構想の中で「唯一の県立総合病院として、

県全域を対象とした急性期医療、高度医療、専門医

療、政策医療を担い．今後も全国レベルの高度・専

門医療を確保していくこと」が求められています。

県全域を対象とした全国レベルの医療提供は、県

内で唯一の県立総合病院である当院にとって当然

果たすべき役割となります。当院としては、これま

でもその任を十分に果たしてきていると自負して

いますが、今後とも安全性を確立したうえで新し

い医療にチャレンジしていくという姿勢は継続し

ていかなければなりません。今回のプランでは、具

体的な取組として、がんゲノム医療の推進、ロボッ

ト支援手術の拡大、心血管疾患領域における新設

「県立病院チャレンジ（挑戦）プラン」について 院 長   藤野 安弘
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のハイブリッド手術室の活用、医療的ケア児の支

援体制構築等を挙げています。

　また、地域との連携強化が時代の変化に対応す

る本プランの最重要課題となります。地域医療構

想では二次医療圏内の病床機能を適切に分化し、

在宅医療・介護に至るまで切れ目のない連携体制

を確立することが求められており、当院において

も地域の基幹病院として、二次医療圏の中で求め

られている医療を提供していくことになります。

これまでも「病院完結型の医療」から「地域完結型の

医療」を目指して、医療連携に力を注いできました

が、今後の超高齢化社会において、二次医療圏の基

幹病院として、どのように当院を位置付け、地域の

医療・介護までの一連の流れにどのように入り込

んでいくか、その方向性を定めることが求められ

ます。平成30年3月に改訂された「青森県保健医療

計画」のなかに「5疾病、5事業及び在宅医療に係る

医療連携体制の構築と保健医療体制の推進」、「青

森県型地域共生社会の実現に向けた取組の推進」が

盛り込まれています。青森県型地域共生社会とは、

県民が住み慣れた地域で生涯にわたり健康で安心

して生活してくために、保健・医療・介護・福祉サー

ビスが、必要な時に適切な内容で総合的・一体的

に関係機関の連携の下で提供されている社会にな

ります。地域医療構想、青森県型地域共生社会、い

ずれにおいても当院が中心となり、回復期機能あ

るいは慢性期機能を有する医療機関、さらに在宅

医療・介護施設等との連携・協力体制を構築して

いかなければなりません。近年PFM（patient flow 

management）という考え方が強調されています。これ

は、従来の退院時支援に加えて、入院する前から介

入し支援していくという考え方で、当院としても

本年度から“療養と連携センター”を立ち上げてお

り、今後入院前から退院時、退院後の療養に関する

支援まで積極的な介入を進めていく予定です。現

在後方病院への転院等も含め、切れ目のない医療

継続が可能となるように、医療情報の提供と共有

化に努めておりますが、これら医療連携の「要」と

なるのが、医療情報ネットワークである「あおもり

メディカルネット」になります。今後このネット

ワークシステムを薬局や介護施設にまで拡大させ、

連携機関や施設間で患者情報が共有できるような

システムを構築することも新しいチャレンジにな

ります。

　当院は、都道府県がん診療連携拠点病院、第一種

感染指定医療機関に加え、基幹災害拠点病院（ドク

ターヘリ運航基地病院）、原子力災害拠点病院に指

定されており、平時のみならず緊急時においても

県内で指導的立場を発揮することが求められます。

その遂行のためには現場で働く全ての医療スタッ

フの協力が必要であり、多くの優れた人材の確保

が必要になります。さらに「働き方改革」への対応

も本プランのなかで進めていかなければならず、

その達成のためには業務の効率化・集約化に加え

て、多職種連携によるチーム医療の推進が重要に

なります。個々のスタッフに過度の業務負担がか

からないように、医療チーム内で的確な業務分担

を進めていき、患者のみならず、診療に携わる全て

の医療スタッフがより一層快適な職場環境を得ら

れるようなシステムづくりを目指していくつもり

です。

　人口構成が劇的に変化することが確実な状況下

において、「県立病院チャレンジ(挑戦)プラン」の

達成を目指す4年間になります。地域医療構想の推

進と本プラン進行との整合性を取りつつ、どのよ

うに医療体制を整備していくことがその両方の達

成に必要であるかを確認し、新たな医療モデルの

創造に向けて挑戦し続けていくことになります。

この医療モデルの創造は、当院単独での努力では

決して達成できるものではなく、地域内、さらには

県全域における医療・介護の提供体制を把握した

うえで、各関係機関と連携しながら進めていくべ

きものになります。今後とも病院に与えられた使

命・課題に的確に対応し、全ての医療スタッフが

一丸となって、果敢に挑戦し、進化して、新しい時

代の新しい病院像を築いていきたいと思っており

ます。

2



院内部門紹介

　前回号に引続き、県病の患者さん方の99％にと

ても深い関係を持っている部門である中央診療部

門について、御紹介いたします。

　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。それぞれの部門には独自の特徴があ
り、1部門ずつ説明してまいりますので、皆さん方は
実際に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
知らせくださいね（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

⓾　栄養管理部　

　『闘病する皆さんを食から支える部門』です。県

病には今日も650名以上の患者さん方が入院してい

ますが、この方々が栄養学的に適切な内容（カロ

リー、たんぱく質、ビタミン・・・）で、おいしい

食事（「これ、うまいネ！」）を届けることを目指す部

門です。ともすれば、病院の食事は単調で飽きられ

やすいものですが、「県病栄養管理部では、患者さ

んの単調な入院生活に楽しみを届ける事を日々考

えている」という気持ちが部署全体に行き渡ってい

ると伺ったことがありました。また、食事内容その

ものが治療である糖尿病や脂質異常症などの治療

では、「制限・制限また制限」だけでは上手くいか

ない面があり、管理栄養士の先生方の知識と話術

がいかんなく発揮される場面でもあります。「単調

な入院生活に楽しみを届ける」ための県病独自の試

みとして、シェフを病棟に派遣する「サテライト

キッチン」は全国学会でも紹介され、高い評価を得

たと伺っています。自分は、サテライトキッチンの

お品を一部分けて頂いたことがありますが、旨い

の何のって・・・。入院患者さんに毎回安全な食

事を届けることは、そうそうたやすいことではな

いでしょう。毎日、夜明け前から食事の用意に取り

掛かる栄養管理部の皆さん、ご自身の健康も大切

にされてください（小川吉司副院長担当）。

�　中央材料部　

  『手術や処置に用いる診療材料を、安全にそして

清潔に患者さんのもとに届けるための部門』です。

医療器材を清潔な状態で患者さんのもとに届ける

ことは、かなり高度な知識と技術を必要とします。

診療材料の組成は様々で、布製の柔らかいもの、金

属製の硬いもの、プラスチック製の熱に弱いもの

など、清潔であるために必要とされる滅菌方法が

多岐にわたるからです。もう40年も前ですが自分

は学生のころ、東京女子医大の中央材料部のアル

バイトをしたことがあります。診療材料は消毒に

入る前に全ての汚れを丹念に除去する必要があり、

様々な汚れを除去するために様々な工夫を要しま

した。時には、金属製の診療材料がさびてしまい、

やすりで磨いたりしていたことも思い出します。

ひょっとすれば見逃しそうな汚れを、手で触った

り、光にさらしたり様々な工夫で処理する姿には、

医療者の良心ここにありと感動したものです。時

代の趨勢で使い捨て資材が多くなっている昨今で

すが、その重要性がなくなることは無い部門です

（川口俊明部長担当）。

中央診療部門の紹介（3）
中央診療部門長

久保 恒明

前回は5～9まで紹介しました。
今回は、⓾～�まで紹介します！

 �～� の紹介は次号にて
ご紹介いたします。
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１　VREについて
　2018年1月頃から、青森県内でバンコマイシン耐

性腸球菌（以下、VRE）が検出され、当院でも同年9月

から今までに60名を超える方からVREが検出されま

した。幸いなことに、当院では、VREによる感染症

を起こした方は一人もなく、体の中にVREが入った

だけ（「保菌」と言います）です。さて、VREとは、ど

んな細菌でしょうか？

　そもそも、私たちの体表面や腸管内（口から肛門

まで）、鼻腔、外耳道には多くの細菌が住んでいま

す。これらは「常在菌」と呼ばれ、病気を起こすどこ

ろか、かえって病気を防ぐ働きもあります。さら

に、腸管内の常在菌は、消化吸収を助けるなど、善
玉の細菌であると言えます。

　腸管内の常在菌の中に、顕微鏡で見ると丸い形

状（球形）をした「腸球菌」と呼ばれる菌があります。

腸球菌は、常在菌なので、腹痛や下痢の原因にはな

りません。しかし、腸の手術をして腸管外に住みつ

いてしまうと、「術創感染」などの局所的感染症や、

もともとの病気に対する治療により抵抗力が弱る

と腸管から血中に入り込むことにより、敗血症と

言われる感染症を発症することがあります。そん

な時には、腸球菌に効果のある抗菌薬「バイコマイ

シン」などの抗生物質を投与して治療します。

　この抗菌薬「バイコマイシン」が効かない抵抗力

をもった（「耐性」と呼びます）腸球菌が「VRE」です。

VREが体の中に住みついた場合、手術や治療によっ

て抵抗力が落ちた際にVREによる感染症を起こすこ

とがありますが、健康な場合は腹痛や下痢などの

症状が何も現れません。万が一、VREに感染した症

状が出現しても、ご安心ください。抗菌薬の選択範

囲は狭まりますが、治療の方法は残っています。

２　VREに感染しないためには
　VREは便とともに排泄されます。排便後、便に直

接触れなくても、その周囲に水滴とともにVREがつ

くことがあります。また、排便後から手洗いするま

でに触るところ・・・トイレットペーパーの芯を

替えるところ、水洗のノブ、ドアノブ、蛇口の栓・・・

それらの場所にはVREがつく可能性があります。そ

こを他の人が触ったら、その人の手にもVREがつい

てしまいます。そのVREがついた手をしっかりと洗

わなかったら、その手からVREが食べ物に移り、口

から入って、その人の腸に住み着いてしまう・・・

このようにして感染が広がります。

　私たちは、病院に限らず、集団生活をする場合、

どこにいてもVREに感染する機会があります。その

際、最も重要な対処方法は、せっけんを使った「正
しい手洗い」です。また、速乾性擦式手指消毒薬も

効果良好です。これは、VREに限ったことではあり

ません。毎日、正しい手洗いを実施することによ

り、自分自身を守ることができます。

　VREを保菌したとしても、通常の生活をしている

と、検出されなくなります。しかし、それまでどれ

くらいの期間がかかるのかは個人差があり、一定

ではありません。繰り返しますが、ご自分がVREを

保菌していようがいまいが、耐性菌からご自分や

周囲の方を守るのは「正しい手洗い」です。

　当院では、速乾性擦式手指消毒や手洗いを励行

し、また環境清掃の方法も一部見直しを行い、感染

管理を徹底しています。また、VRE対策としては、

患者さんにご理解をいただきながら「入院時便スク

リーニング検査」を100%実施しています。この結果、

入院時にVREを保菌している方がいることもわかり

ました。

　患者さんは様々な治療をしながら病と闘ってい

ますので、感染が拡大しやすい状況にあります。入

院すると、患者さんへの手洗いの指導も行われ、ご

協力をいただいております。お陰様で当院のVRE感

染者数は減少しております。

　今後もVRE感染が拡大しないように、感染対策の

基本である「正しい手洗い」の励行をお願いします。

バンコマイシン耐性腸球菌（VRE）について
青森県立中央病院　感染管理室

室 長  北澤 淳一

感染症対策
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