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令和２年度　済生会小樽病院年報発刊にあたり

病院長　和田　卓郎

　令和２年度は世界が新型コロナウイルス感染症に翻弄された１年間でした。令和２年１月に国内で初めて患者

が確認された後、感染が拡大し、年度中は3度、感染の波が日本全国を襲いました。そのたびに医療供給体制の

ひっ迫が叫ばれました。緊急事態宣言は２回発出され、国民の生活が大きく制限されました。7月から8月に

予定されていた東京オリンピック・パラリンピック2020は翌年に延期開催となりました。令和3年3月31日の

時点での累計感染者数は47万人、高齢者を中心に重症化し、死亡された方は９千人に及びました。

　当院は重点医療機関として、１病棟をコロナ専用病棟に転換し、感染患者の入院治療にあたりました。呼吸器

内科医、麻酔科常勤医はいませんが、内科系医師が輪番で治療にあたりました。高齢で介護を要する患者も多

く、大きな負担がかかるなか看護師は懸命に看護にあたりました。腹臥位療法を行った際には、体位変換に理学

療法士が介入し、呼吸状態の改善に寄与しました。一方、救急をはじめとした一般医療の両立にも力を注ぎ、小

樽市の医療体制の維持に貢献しました。まさに全職員が一丸となり、チームワークでコロナと闘った１年でした。

　コロナの陰に隠れてしまいましたが、令和２年度は当院にとって大きな変革の年でした。令和２年４月に病院

理念の改訂を行いました。「かかって良かったと思う病院、働いて良かったと思う病院、地域と共に歩む病院」

とシンプルでわかりやすい理念を掲げました。菅原実夏看護部長のもと看護部が新しい体制になりました。９月

には同一法人の重症心身障がい児（者）施設「みどりの里」と経営統合しました。病床が258床から378床に増

床され、医療、保健、福祉の一体提供体制が強化されました。それを受け、令和3年3月に、北海道済生会の事

業として、隣接する商業施設内に市民のための健康福祉ゾーン「済生会ビレッジ」を開設しました。地域ケアセ

ンター、発達支援事業所を開設し小樽市民が抱える健康・介護予防上の課題改善に向けた事業を展開しています。

　令和3年９月現在、コロナ感染は第５波の最中で、未だ感染終息の目途は立っていません。しかし、ポストコ

ロナを見据えた地域医療構想、医師の働き方改革、外来医療改革などの医療制度改革は進行しつつあります。問

題は山積ですが、コロナ対応で培った職員のチームワークで変革を乗り切っていこうと考えています。

　本年報をご一読いただき、済生会小樽病院にご指導、ご鞭撻をいただけますと幸いです。

巻 頭 言



─ 2─

　	 　	 	法 人 の 理 念		　	 　

「施薬救療の精神」

（分け隔てなくあらゆる人々に医療・福祉の手を差しのべる）

　	 　		院 是		　	 　

恕：（じょ）
（意味：おもいやり）

　	 　		済生会小樽病院の理念	　	 　

かかって良かったと思う病院	

働いて良かったと思う病院	

地域と共に歩む病院

　	 　	 	基 本 運 営 方 針		　	 　

１．急性期から回復期へ一貫した医療

２．断らない医療

３．地域包括ケアシステム構築

４．無料低額診療事業の推進

５．地域に必要な医療人の育成

６．研究活動を支える環境整備

７．医療・経営の可視化

理念・基本方針・沿革・施設概要・組織図
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すべてのいのちの虹になりたい

済生会は、明治天皇が医療によって生活困窮者を救済しようと明治44（1911）年に設立しました。
100年以上にわたる活動をふまえ、今、次の三つの目標を掲げ、日本最大の社会福祉法人として全職員約
64,000人が40都道府県で医療・保健・福祉活動を展開しています。

●生活困窮者を済（すく）う 

●医療で地域の生（いのち）を守る、 

●医療と福祉、会を挙げて切れ目のないサービスを提供

病、老い、障害、境遇......悩むすべてのいのちの虹になりたい。
済生会はそう願って、いのちに寄り添い続けます。

生活困窮者支援の積極的推進
　済生会設立の目的は、生活に困っている人を医療で助けることです。
　生活保護受給者をはじめ、経済的に困っている人の医療費を無料にしたり減額したりする「無料低額診療事業」
を積極的に行っています。令和２年度は延べ198万人が対象となりました。
　済生会生活困窮者支援「なでしこプラン」を実施しています。対象者をホームレスやDV被害者、刑務所出所者、
外国人等へも広げ、訪問診療、健康診断、予防接種等を無料で行う事業で、令和２年度は延べ14万人に実施し
ました。事業名の「なでしこ」は本会の紋章に由来しています。
　さらに、済生丸が離島を回って診療を行う瀬戸内海巡回診療など、離島やへき地での医療にも力を注いでいます。

最新の医療で地域に貢献
　済生会は、いのちの面から地域を支えます。最新の医療機器、高度な技術、手厚い看護。超急性期から亜急性
期、慢性期・リハビリと段階に合わせて対応し、常に患者の立場に立った医療を提供します。
　災害時には地域を越えてスタッフを派遣。救命救急から慢性期、そして生活再建に向けた心のサポートまで、
緊急時も段階に合わせた支援活動を展開しています。

医療と福祉、切れ目なく
　医療と福祉は密接な関係にあります。済生会は医療・保健・福祉を総合して提供できる団体です。全組織が連
携し、施設・設備・人というすべての資源を動員して切れ目のない、シームレスなサービスを提供しています。
　そして、高齢者や子どもたち、障害者が当たり前にその一員となり、共に生きる地域づくりに貢献します。

,,,
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病院概要

名 称 社会福祉法人恩賜財団済生会支部
北海道済生会小樽病院

所 在 地 〒047-0008
北海道小樽市築港10番１号

電 話 ／ FAX 電話番号：0134-25-4321
FAX番号：0134-25-2888

管 理 者 病院長　和田　卓郎

病 院 種 別 一般病院

敷 地 面 積 19,147.41平方メートル

延 べ 床 面 積 26,677.00平方メートル
（鉄筋コンクリート造、病院棟５階建て、エ
ネルギー棟２階建て、みどりの里６階建て）

駐車スペース 147台

そ の 他 施 設 保育施設

許 可 病 床 数 一般病床　378床（地域包括ケア病棟53
床、回復期リハビリテーション病棟50
床、重症心身障がい児（者）病棟120床）

診 療 科 目 内科
消化器内科
循環器内科
脳神経内科
外科
消化器外科
整形外科
泌尿器科
人工透析内科
放射線科
リハビリテーション科
緩和ケア内科
精神科
腫瘍精神科
小児科

外来診療時間 【受付】
　（午前の部）8時50分～11時30分
　（午後の部）12時40分～16時00分
【診療時間】
　（午前の部）９時00分～12時40分
　（午後の部）13時40分～17時30分

面 会 時 間 【平日】
　13時00分～20時00分
【土曜・日曜・祝日】
　10時00分～20時00分

認定施設一覧

・日本内科学会教育関連施設
・日本消化器内視鏡学会指導施設
・日本消化器病学会認定施設
・日本神経学会教育施設
・日本甲状腺学会認定専門医施設
・日本外科学会外科専門医制度修練施設
・日本整形外科学会専門医研修施設
・日本手外科学会基幹研修施設
・日本泌尿器科学会専門医教育施設
・日本がん治療認定医機構認定研修施設
・日本認知症学会専門医制度教育施設
・JSPEN　日本静脈経腸栄養学会　NST稼動施設
・JCNT　日本栄養療法推進協議会　NST稼働施設
・看護師特定行為研修指定研修機関

病院の沿革
大正13年  7月 済生会小樽診療所開設「小樽市手宮１丁目６

番地」
昭和27年12月 社会福祉法人恩賜財団済生会支部北海道済生

会小樽北生病院開院　病床数22床５科（内科、
小児科、外科、産婦人科、眼科）

昭和30年  1月 増床（62床　一般32床、結核30床）
昭和30年  9月 北海道済生会小樽北生病院附属　准看護婦養

成所　併設
昭和32年  4月 病院の一部焼失
昭和32年  7月 病棟、管理棟増改築（33年棟）　鉄筋コンクリー

ト造、地下１階、地上４階2139.56㎡　増床
（185床）

昭和36年  1月 整形外科開設
昭和40年11月 病棟、管理棟増改築（南棟）　鉄筋コンクリー

ト造、地下１階、地上４階3023.65㎡
昭和41年  4月 皮膚・泌尿器科開設
昭和48年12月 乳児保育所併設
昭和51年  7月 増床（277床　一般140床、結核31床、老

人106床）　耳鼻咽喉科開設
昭和55年  4月 人工透析開始（268床）
昭和56年  9月 結核病棟廃止（237床）
昭和58年  1月 増床（311床　一般131床、老人180床）
昭和59年  2月 病棟、管理棟増改築（北棟）　鉄筋コンクリー

ト造、地下１階、地上４階塔屋付4252.45㎡
平成  2年10月 看護師宿舎増改築
平成  5年  6月 病棟、管理棟増改築（中央棟）　鉄筋コンクリー

ト造、地下１階、地上５階塔屋付2803.59㎡
平成  6年  5月 麻酔科増設
平成10年10月 循環器内科開設　小児科廃止
平成13年12月 一部療養病床へ転換（289床　一般245床、

療養44床）
平成14年  4月 ＭＲＩ（1.5テスラ）導入
平成14年10月 社会福祉法人恩賜財団済生会支部北海道済生

会小樽病院に名称変更
平成15年  3月 北海道済生会小樽病院附属　准看護師養成所

　閉校
平成15年10月 体外衝撃波結石破砕装置導入
平成15年11月 皮膚科廃止
平成16年  4月 神経内科開設
平成17年  3月 産婦人科廃止、眼科廃止
平成18年  6月 院内全面禁煙開始
平成18年  9月 一般病床入院基本料10対１取得　マルチス

ライスＣＴ（16列）導入
平成20年  7月 療養病床から回復期リハビリテーション病棟

へ変更（44床から42床へ）　回復期リハビ
リテーション入院料２取得（42床）

平成21年  1月 回復期リハビリテーション入院料１取得
平成21年  7月 医療画像管理システム（PACS）導入
平成22年  9月 臨床研修病院（協力型）に指定
平成23年12月 新病院建築工事着工
平成24年  7月 ＭＲＩバージョンアップ
平成24年  9月 オーダリングシステム運用開始
平成24年10月 マルチスライスＣＴ（64列）に更新
平成25年  2月 一般病床入院基本料7：１取得
平成25年  8月 北海道小樽市築港10番１に移転。延17704.29㎡。

許可病床数、一般258床（うち回復期リハビ
リ病床50床）婦人科（女性診療科）新設。
電子カルテ運用開始

平成26年  4月 指定居宅介護支援事業所はまなす併設
平成26年10月 地域包括ケア病棟（53床）開設
平成27年  4月 地域ケアセンター併設・小樽市南部地域包括

支援センター事業開始
  婦人科廃止
  人工透析内科開設
平成30年  2月 特定行為研修　指定研修機関に指定
令和元年12月 訪問看護ステーション併設
令和  2年  3月 外科手術用3Ｄ内視鏡システム導入
令和  2年  9月 重症心身障がい児（者）施設みどりの里統合
令和  2年10月 ＭＲＩ更新
令和  3年  3月 地域ケアセンター 済生会ビレッジに移転

※病院概要については令和3年3月31日時点を掲載
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組織図
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令和２年度　年間行事

４月   1日（水） 辞令交付式
新採用者研修会

  3日（金） 病院長新年度方針挨拶

28日（火） 特定行為研修　修了式・入構式

30日（木） 支部監査

５月 26日（火） 献血車来院

６月

7月 25日（土）～ 26日（日） みどりの里との統合に伴うサーバー室移設作業

26日（日） 全国済生会　病院長会　（グランドパーク小樽）

30日（木） 小樽築港地区におけるウェルネスタウン構築に関する協定締結
（北海道済生会小樽ベイシティ開発）

8月   1日（土） 開院記念日

13日（木） お盆休み

17日（月） 保育所　夏祭りおみこし

29日（土） 電子カルテの更新

29日（土）～ 31日（月） みどりの里　移転作業

９月   1日（火） みどりの里開院・小樽病院との施設統合

10月 23日（金） 保育所　ハロウィンパーティ

26日（月） 無料Wi-Fiのサービス開始（１階ロビー・各階ラウンジ）

30日（金） ＭＲＩ装置の更新

11月

12月   7日（月） 発熱外来の診療開始

17日（木） 永年勤続表彰式並びに職員福利厚生会忘年会　（zoom）

21日（月） 保育所　クリスマス発表会

29日（火） 仕事納め

１月   4日（月） 仕事始め　病院長年頭挨拶　（zoom)

21日（木） 日本専門医機構認定研修　倫理研修　（zoom)

２月   3日（水） 新型コロナウイルス感染症重点医療機関指定

3月   1日（月） 済生会ビレッジオープンセレモニー

30日（火） 院内防火訓練

31日（水） 辞令交付式

  ※新型コロナウイルスにより、各行事・院内セミナー等は自粛となりました

Ⅰ　年間主要行事
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年度表彰

	●永年勤続

30年表彰  看護課長  松　江　知加子
  感染対策室主幹  澤　　　裕　美
  看護師  本　間　雪　江
  看護助手  鎌　田　昌　子
  事務職員  成　田　明　美
   
20年表彰  看護課長  中　山　優　子
  栄養管理室技術課長  多　田　梨　保
  看護係長  臼　杵　美　花
  臨床工学室技術係長  横　道　宏　幸
  事務係長  浦　見　悦　子
  看護主任  佐　藤　由紀枝
  放射線室技術主任  舟　見　　　基
  看護師  渡　邊　千恵美
  看護師  柴　田　祐　希
  看護師  根　布　実　穂
   
10年表彰  診療部長  明　石　浩　史
  事務部長  五十嵐　浩　司
  リハビリテーション室技術係長  白　井　美奈子
  リハビリテーション室技術係長  桧　山　朋　也
  リハビリテーション室技術主任  髙　橋　靖　明
  事務主任  柴　田　幸　子
  看護師  佐久間　春　菜
  看護師  大　村　　　舞
  看護師  村　山　綾　香
  看護師  森　　　靖　子
  看護助手  柴　田　豊　子
  言語聴覚士  竹　内　　　渚
  臨床工学技士  今　野　義　大
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辞令交付式　4.1

全国済生会病院長会　7.26

夏祭りおみこし　8.17

桜陽高校　8.5

特定行為研修修了式・入構式　4.28

ベイシティ協定　7.30
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みどりの里　9.1

ハロウィンパーティ　10.23

ZOOM忘年会　12.17

院内防火訓練　3.30

済生会ビレッジオープンセレモニー　3.1
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外来患者数

全　体	 ※重症心身障がい児（者）施設みどりの里の患者数を除く

R02/4 R02/5 R02/6 R02/7 R02/8 R02/9 R02/10 R02/11 R02/12 R03/1 R03/2 R03/3 計

再　診 8,033 6,577 7,595 7,976 7,593 7,720 8,533 7,897 7,991 7,184 6,845 8,650 92,594

新　患 341 345 468 455 446 568 520 505 419 420 376 513 5,376

うち新規登録患者（再掲） 124 135 177 161 165 219 185 153 140 143 127 161 1,890

述べ患者数 8,374 6,922 8,063 8,431 8,039 8,288 9,053 8,402 8,410 7,604 7,221 9,163 97,970

内　科

R02/4 R02/5 R02/6 R02/7 R02/8 R02/9 R02/10 R02/11 R02/12 R03/1 R03/2 R03/3 計

再　診 1,926 1,629 1,830 1,947 1,861 1,885 2,172 2,193 1,924 1,781 1,576 1,964 22,688

新　患 67 58 79 79 76 98 99 163 92 66 65 98 1,040

うち新規登録患者（再掲） 21 23 22 27 24 27 25 24 29 20 20 28 290

述べ患者数 1,993 1,687 1,909 2,026 1,937 1,983 2,271 2,356 2,016 1,847 1,641 2,062 23,728

循環器内科

R02/4 R02/5 R02/6 R02/7 R02/8 R02/9 R02/10 R02/11 R02/12 R03/1 R03/2 R03/3 計

再　診 894 736 830 812 798 739 1,033 746 830 768 679 862 9,727

新　患 11 9 12 12 14 18 20 20 12 17 25 33 203

うち新規登録患者（再掲） 2 3 7 3 6 6 4 9 3 3 6 6 58

述べ患者数 905 745 842 824 812 757 1,053 766 842 785 704 895 9,930

Ⅱ　診 療 実 績
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脳神経内科

R02/4 R02/5 R02/6 R02/7 R02/8 R02/9 R02/10 R02/11 R02/12 R03/1 R03/2 R03/3 計

再　診 387 361 400 425 385 386 417 396 414 383 384 487 4,825

新　患 12 13 20 21 25 26 25 18 26 25 30 23 264

うち新規登録患者（再掲） 6 4 9 10 8 9 8 7 8 8 10 9 96

述べ患者数 399 374 420 446 410 412 442 414 440 408 414 510 5,089

外　科

R02/4 R02/5 R02/6 R02/7 R02/8 R02/9 R02/10 R02/11 R02/12 R03/1 R03/2 R03/3 計

再　診 205 174 211 219 213 241 220 206 188 170 157 201 2,405

新　患 17 26 27 27 39 43 17 15 26 30 16 22 305

うち新規登録患者（再掲） 4 11 8 16 15 24 10 5 9 10 5 4 121

述べ患者数 222 200 238 246 252 284 237 221 214 200 173 223 2,710

整形外科

R02/4 R02/5 R02/6 R02/7 R02/8 R02/9 R02/10 R02/11 R02/12 R03/1 R03/2 R03/3 計

再　診 3,184 2,358 2,928 3,077 2,942 3,048 3,197 2,983 3,174 2,821 2,843 3,684 36,239

新　患 200 216 299 285 252 328 312 255 230 239 211 294 3,121

うち新規登録患者（再掲） 78 82 121 96 94 133 117 93 81 87 75 96 1,153

述べ患者数 3,384 2,574 3,227 3,362 3,194 3,376 3,509 3,238 3,404 3,060 3,054 3,978 39,360
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泌尿器科

R02/4 R02/5 R02/6 R02/7 R02/8 R02/9 R02/10 R02/11 R02/12 R03/1 R03/2 R03/3 計

再　診 708 560 644 712 634 674 752 694 715 604 608 727 8,032

新　患 33 21 30 29 40 52 44 32 31 36 27 40 415

うち新規登録患者（再掲） 13 11 10 8 18 18 19 14 9 13 10 18 161

述べ患者数 741 581 674 741 674 726 796 726 746 640 635 767 8,447

緩和ケア内科

R02/4 R02/5 R02/6 R02/7 R02/8 R02/9 R02/10 R02/11 R02/12 R03/1 R03/2 R03/3 計

再　診 10 18 29 34 38 44 43 31 35 40 41 62 425

新　患 1 1 1 2 0 3 3 2 2 7 2 3 27

うち新規登録患者（再掲） 0 0 0 1 0 2 2 1 1 2 1 0 10

述べ患者数 11 19 30 36 38 47 46 33 37 47 43 65 452
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紹介率・逆紹介率

R02/4 R02/5 R02/6 R02/7 R02/8 R02/9 R02/10 R02/11 R02/12 R03/1 R03/2 R03/3 計

紹介率（％） 40.6 37.4 35.4 33.6 41.6 38.9 38.6 28.5 41.1 40.3 41.4 41.0 38.1

逆紹介率（％） 47.7 32.1 40.5 38.4 44.3 35.6 41.7 27.0 39.9 36.1 36.4 40.4 38.3

診療科別救急患者数（救急患者・時間外受診患者など）

R02/4 R02/5 R02/6 R02/7 R02/8 R02/9 R02/10 R02/11 R02/12 R03/1 R03/2 R03/3 計

内　　科
外来 6 7 4 10 9 11 4 7 10 8 4 6 86
入院 34 41 37 32 49 41 48 34 45 47 26 37 471
合計 40 48 41 42 58 52 52 41 55 55 30 43 557

循環器科
外来 3 1 4 3 5 0 3 3 2 0 5 3 32
入院 10 3 9 11 3 8 6 12 13 10 9 9 103
合計 13 4 13 14 8 8 9 15 15 10 14 12 135

脳神経
内科

外来 1 0 1 4 4 5 2 1 2 1 5 2 28
入院 12 8 18 11 13 11 14 9 9 14 7 15 141
合計 13 8 19 15 17 16 16 10 11 15 12 17 169

外　　科
外来 2 2 0 0 0 3 1 1 0 0 1 1 11
入院 6 6 9 3 5 5 7 3 3 6 3 5 61
合計 8 8 9 3 5 8 8 4 3 6 4 6 72

整形外科
外来 3 2 5 7 7 12 7 7 5 7 4 7 73
入院 43 30 35 30 41 36 39 41 58 36 43 51 483
合計 46 32 40 37 48 48 46 48 63 43 47 58 556

泌尿器科
外来 1 5 4 3 7 7 3 8 9 10 7 7 71
入院 10 9 10 10 9 13 7 6 6 9 7 11 107
合計 11 14 14 13 16 20 10 14 15 19 14 18 178

緩和ケア
内科

外来 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
入院 0 1 0 0 3 1 2 0 1 0 1 1 10
合計 0 1 0 0 4 1 2 0 1 0 1 1 11

総　　計 131 115 136 124 156 153 143 132 163 148 122 155 1678



─ 14─

入院

入院患者（病院全体）  ※重症心身障がい児（者）施設みどりの里の患者数を除く

R02/4 R02/5 R02/6 R02/7 R02/8 R02/9 R02/10 R02/11 R02/12 R03/1 R03/2 R03/3 計

延べ入院患者数 5,794 5,805 6,202 6,004 6,073 6,573 6,599 6,070 6,623 6,514 4,954 5,869 73,080

新入院患者数 246 193 254 227 242 292 286 249 268 247 206 272 2,982

退院患者数 238 198 243 240 235 277 296 256 290 244 227 243 2,987

診療科別入院患者数
内　科

R02/4 R02/5 R02/6 R02/7 R02/8 R02/9 R02/10 R02/11 R02/12 R03/1 R03/2 R03/3 計

延べ入院患者数 1,370 1,323 1,372 1,249 1,400 1,584 1,578 1,259 1,436 1,474 1,060 1,058 16,163

新入院患者数 65 56 73 60 78 83 81 62 71 69 56 63 817

退院患者数 68 49 68 62 60 74 83 57 76 71 54 60 782

循環器科

R02/4 R02/5 R02/6 R02/7 R02/8 R02/9 R02/10 R02/11 R02/12 R03/1 R03/2 R03/3 計

延べ入院患者数 369 314 329 345 424 285 325 283 514 440 296 493 4,417

新入院患者数 10 3 14 12 6 11 9 13 16 16 11 13 134

退院患者数 8 10 9 10 10 12 10 11 14 16 11 13 134

脳神経内科

R02/4 R02/5 R02/6 R02/7 R02/8 R02/9 R02/10 R02/11 R02/12 R03/1 R03/2 R03/3 計

延べ入院患者数 703 674 884 880 996 904 782 891 945 950 668 718 9,995

新入院患者数 21 17 27 17 19 18 20 17 18 20 15 29 238

退院患者数 18 15 22 12 24 22 19 16 21 19 25 19 232
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外　科

R02/4 R02/5 R02/6 R02/7 R02/8 R02/9 R02/10 R02/11 R02/12 R03/1 R03/2 R03/3 計

延べ入院患者数 358 361 497 335 349 432 404 302 251 258 333 301 4,181

新入院患者数 21 11 20 13 17 25 23 11 14 13 13 15 196

退院患者数 19 19 20 26 18 32 29 20 24 13 18 19 257

整形外科

R02/4 R02/5 R02/6 R02/7 R02/8 R02/9 R02/10 R02/11 R02/12 R03/1 R03/2 R03/3 計

延べ入院患者数 2,384 2,593 2,613 2,511 2,429 2,858 2,858 2,755 3,031 2,943 2,078 2,659 31,712

新入院患者数 100 78 92 96 96 113 110 109 117 96 84 114 1,205

退院患者数 92 78 97 95 91 101 112 111 115 101 93 97 1,183

泌尿器科

R02/4 R02/5 R02/6 R02/7 R02/8 R02/9 R02/10 R02/11 R02/12 R03/1 R03/2 R03/3 計

延べ入院患者数 305 264 225 401 196 319 420 385 300 258 251 317 3,641

新入院患者数 27 25 24 26 20 39 37 33 29 27 23 35 345

退院患者数 30 25 22 30 22 33 39 34 37 22 24 30 348

緩和ケア内科

R02/4 R02/5 R02/6 R02/7 R02/8 R02/9 R02/10 R02/11 R02/12 R03/1 R03/2 R03/3 計

延べ入院患者数 10 4 23 8 54 20 84 33 10 3 12 55 316

新入院患者数 1 1 1 0 5 2 4 2 2 1 2 3 24

退院患者数 1 0 3 1 5 2 2 5 2 1 2 2 26
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病棟別入院患者数
一般病棟入院患者数・平均在院日数

R02/4 R02/5 R02/6 R02/7 R02/8 R02/9 R02/10 R02/11 R02/12 R03/1 R03/2 R03/3 計

延患者数 3,348 3,004 3,641 3,829 3,510 3,755 3,918 3,693 3,764 3,746 3,439 4,231 43,878

１日平均患者数 111.6 96.9 121.4 123.5 113.2 125.2 126.4 123.1 121.4 120.8 122.8 136.5 120.2

平均在院日数 14.6 16.3 16.2 16.1 15.6 13.4 14.4 15.3 14.6 17.1 16.0 16.1 15.5

地域包括ケア病棟入院患者数・平均在院日数

R02/4 R02/5 R02/6 R02/7 R02/8 R02/9 R02/10 R02/11 R02/12 R03/1 R03/2 R03/3 計

延患者数 1,200 1,413 1,277 724 1,119 1,447 1,452 1,176 1,422 1,236 - - 12,466

１日平均患者数 40.0 45.6 42.6 23.4 36.1 48.2 46.8 39.2 45.9 39.9 - - 40.8

平均在院日数 21.1 24.8 23.7 20.2 19.8 20.1 20.0 27.3 17.6 21.7 - - 21.3

  ※令和3年2月より地域包括ケア病棟にてCOVID-19感染患者の受け入れ開始

回復期リハ病棟入院患者数・平均在院日数

R02/4 R02/5 R02/6 R02/7 R02/8 R02/9 R02/10 R02/11 R02/12 R03/1 R03/2 R03/3 計

延患者数 1,246 1,388 1,284 1,451 1,444 1,371 1,229 1,201 1,437 1,532 1,365 1,530 16,478

１日平均患者数 41.5 44.8 42.8 46.8 46.6 45.7 39.6 40.0 46.4 49.4 48.8 49.4 45.1

平均在院日数 49.0 48.0 39.9 43.3 61.7 55.0 40.3 47.1 45.6 56.0 42.5 61.7 49.2
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手 術

診療科別手術件数

R02/4 R02/5 R02/6 R02/7 R02/8 R02/9 R02/10 R02/11 R02/12 R03/1 R03/2 R03/3 計

内　　科
入院 21 20 28 28 13 23 31 15 23 15 25 31 273
外来 2 0 0 0 0 1 1 1 3 1 1 0 10
合計 23 20 28 28 13 24 32 16 26 16 26 31 283

外　　科
入院 20 20 29 33 27 14 22 29 24 23 27 21 289
外来 9 9 10 11 6 12 8 4 7 7 11 7 101
合計 29 29 39 44 33 26 30 33 31 30 38 28 390

整形外科
入院 83 79 62 60 53 74 77 75 74 93 72 93 895
外来 29 27 22 24 22 18 17 41 30 32 23 25 310
合計 112 106 84 84 75 92 94 116 104 125 95 118 1205

泌尿器科
入院 21 20 18 25 14 24 30 20 10 20 18 29 249
外来 1 2 1 0 1 1 0 1 1 1 0 3 12
合計 22 22 19 25 15 25 30 21 11 21 18 32 261

総　　計 186 177 170 181 136 167 186 186 172 192 177 209 2139

  ※診療報酬点数表の診療行為のうちKコードの件数

内視鏡検査件数

R02/4 R02/5 R02/6 R02/7 R02/8 R02/9 R02/10 R02/11 R02/12 R03/1 R03/2 R03/3 計
件数 81 85 113 122 97 141 149 135 110 103 56 100 1292



─ 18─

学生受け入れ

	■診 療 部

令和２年度　実習受け入れ実績
　令和２年度は札幌医科大学より計26名を受け入れました。

養成職種 関連機関名 学年 実習目的 実習期間 実習人数

医　師 札幌医科大学

6年 神経内科臨床実習(選択クリクラ) R2　  8月 5日 1

6年 神経内科臨床実習(選択クリクラ) R2　  9月中止

6年 地域包括型診療参加臨床実習 R2　  5月18日～6月11日中止

6年 整形外科臨床実習(選択クリクラ) R2　  5月～8月中止

5年 神経内科臨床実習(必須クリクラ) R2　  4月～8月中止

5年 神経内科臨床実習(必須クリクラ) R2　  9月9日 5

5年 神経内科臨床実習(必須クリクラ) R2　  9月30日 5

5年 神経内科臨床実習(必須クリクラ) R2　10月14日 5

5年 神経内科臨床実習(必須クリクラ) R2　10月28日 5

5年 神経内科臨床実習(必須クリクラ) R2　11月11日 5

5年 神経内科臨床実習(必須クリクラ) R2　11/25～R3　3月中止

中止はコロナウイルス感染防止のため
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臨床研修医受け入れ
　診療部では関連する病院から2年目の医師を地域研修等で受け入れています。

職種 関連機関名 実習目的 実習期間 実習人数

医師

山形済生病院 ２年次研修医地域研修 R2　  7月  1日～30日 1

札幌医科大学 ２年次研修医地域研修 R2　  8月  3日～28日 1

KKR札幌医療センター ２年次研修医地域研修 R2　  9月  7日～10月  2日 1

KKR札幌医療センター ２年次研修医地域研修 R2　10月12日～11月  6日 1

済生会吹田病院 ２年次研修医地域研修 R2　11月  2日～11月13日 1

札幌医科大学 ２年次研修医地域研修 R2　12月  1日～12月11日 1

済生会宇都宮病院 ２年次研修医地域研修 R2　  5月中止

済生会宇都宮病院 ２年次研修医地域研修 R2　  6月中止

中止はコロナウイルス感染防止のため

【今年度の研修・実習について】
　パンデミックのなか多くの医療関連職養成学校の当院での学外実習が中止、延期となりました。急な予定変更
等受け入れ部署のご苦労や苦渋の決断もあったとききました。
　スタッフ研修も、学習内容をすべてオンラインやバーチャルに振り替えるには難しい面があり、部署毎に工夫
を要したと思います。
　医学部は５年目実習中止、６年目は地域包括型診療参加臨床実習が中止となり、先方の要請で最終学年の選
択クリニカルクラークシップ、研修医２年目の地域医療研修はぎりぎりの条件で行い無事終了（卒業）しました。
　専門医制度下、内科専攻医研修では症例登録-評価システムJ-OSLERへの参加が必須です。当院プログラムは
例年の院内指導医によるピア・レヴューの他、今年度は外部評価委員会からの依頼で匿名の他施設専攻医の評価
まで行いました。
　基幹型プログラムの内科専攻医は１名が退職、１名がプログラムに沿い圏内連携施設で研修中です。一方札
幌医大の連携施設として２名の内科系専攻医の先生が入職し活躍いただいております。
　この状況で見学、実習のご希望を受けるのはありがたいことで、オンラインを使用しての見学・面談も試みま
した。院内研修、養成校の学外実習はまだCOVID-19蔓延前の状況と同じにはなりえません。関連機関・部署
と連携し学習機会と人材の確保に努めて参ります。次年度も職員皆様のご理解ご協力をよろしくお願いいたしま
す。
【新・図書室について】
　支部の協力をいただき旧　包括支援センターの場所に図書室を移転しました。懸案だった蔵書のOPAC入力も
システム課の尽力ですすみました。少数ですが各部門の研修、マネジメント、看護師による特定行為、地域医
療、統計手法（R等）、地域医療等横断分野にかかわる新刊書も購入しました。新着雑誌は図書室でデータベー
ス登録の後に各部署に配置するようになり、図書室内のPC、または院内LANで購入資料の一括検索が可能にな
りました。
　問い合わせの多いR、集合研修手技、臨床倫理、感染等20種ほどの主題につき参考資料入り口案内（パスファ
インダー）もまとめています。
　資料廃棄基準や蔵書構成ポリシーなど未制定であり、また「落ち着く室内環境」整備には未だ道半ばです。「図
書館は発展する有機体」（ランガナータン）といわれます。全職員の調べもの・オープンなうちあわせ・情報発
信に役立つ空間に発展することを望みます。
  文責　人材開発センター　松谷　　学



─ 20─

	■医療技術部

　医療技術部における令和２年度の実習受け入れ実績として、５部署において計3校からの実習受け入れ依頼に
応じ、５職種、11名の学生が当院で実習を行いました。例年であればもっと多くの実習生を受け入れておりまし
たが、今年はコロナ禍ということで受け入れを制限せざるを得ませんでした。しかし、このような状況であるから
こそ、webを使ったリモート実習という新たな形の実習に取り組んだ部署もありました。新型コロナウイルスの
感染状況が改善しましたら、以前のように地域の基幹病院として積極的に実習生を受け入れていきたいと考えて
います。
  文責　医療技術部次長　松尾　覚志

【薬剤室】

養成職種 教育機関名 学年 実習目的 実習期間 実習人数

薬剤師 北海道科学大学 5年 薬学実務実習 令和2年11月24日～令和3年  2月14日 1名

  （リモート）
【リハビリテーション室】

養成職種 教育機関名 学年 実習目的 実習期間 実習人数

作業療法士 札幌医学技術福祉歯科専門学校 3年 臨床実習Ⅰ 令和2年10月26日～令和2年11月28日 2名

【栄養管理室】

養成職種 教育機関名 学年 実習目的 実習期間 実習人数

管理栄養士 天使大学 3年 臨床栄養学実習Ⅲ 令和2年10月26日～令和2年11月  6日 2名

【臨床工学室】

養成職種 教育機関名 学年 実習目的 実習期間 実習人数

臨床工学技士 札幌医学技術福祉歯科専門学校 3年 実務実習 令和2年  8月20日～令和2年  9月  8日 2名

臨床工学技士 北海道科学大学 3年 実務実習 令和2年10月  7日～令和2年10月23日 2名

【放射線室】

養成職種 教育機関名 学年 実習目的 実習期間 実習人数

診療放射線技師 北海道科学大学 3年 臨床実習 令和2年11月  2日～令和2年11月  6日 2名
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	■看 護 部

　令和２年度はCOVID-19による感染拡大の影響により、小樽市医師会看護高等専修学校、北海道医療大学の
２校、臨地実習の受け入れを行いました。しかし、日数や実習科目、人数も制限され、学生にとって十分な臨地
実習とは言えない年となりました。看護基礎教育における臨地実習は、学内で学んだ知識や技術を臨地で看護実
践し自己の看護観を形成する教育の場として重要です。これからも感染予防に留意しながら、学生の学びを支援
し、指導者の育成に努めてまいります。
  文責　看護主任　佐々木　雪絵

教育機関名 学年 学習目的 実習期間 実習人数

小樽医師会看護高等専修学校 2年
成人老年看護実習

(手術室)
10月19日～11月12日 25名

北海道医療大学
看護福祉学部
看護学科2年

高度実践コース慢性疾患 
看護専門

10月19日～11月13日   1名
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診 療 部

	■総 括

　2020年は東京オリンピック開催を心待ちにしてい
た方が大勢いたのではないかと思いますが、いざ年が
明けてみると新型コロナの話題ばかりで五輪開催なん
て遥か遠くへ飛んでいってしまいました。どこの病院
でも同じかと思いますが、新型コロナへの対応に迫ら
れる状況になったのではないでしょうか。当院でも発
熱外来の開設や、病棟編成をかえて新型コロナ患者対
応の病棟を作り患者の受け入れをおこなってきまし
た。一般の診療でも発熱者があるとこれまで以上に神
経を尖らせるようになった年だったと思います。
　そんな中例年通り年度替わりで7名の医師が新たに
着任しました。整形外科の清水淳也医師、藤本秀太郎
医師、循環器内科の汐谷優医師、脳神経内科の山本晃
匡医師、平野理都子医師、緩和ケア内科の菊地未紗子
医師、泌尿器科の新海信雄医師です。
　以上7名を加えた常勤医師27名のほか、各領域の
専門の医師に非常勤医師として来ていただき、日々の
診療を行っています。また臨床研修医実習の受け入れ

施設としても機能していて、札幌医科大学、KKR医
療センター、山形済生病院、済生会吹田病院から今年
度は６名の研修医が来てくれました。
　元々在籍している医師は各々年齢を重ねた人たち
（自分も含めて）が多いですが、新しい顔ぶれから刺
激をもらいながら日々の診療に励むというとても良い
環境で仕事をしています。
　いつもと異なるのは、交流の場であった医局歓迎会
や福利厚生会春の宴、潮ねりこみ参加、各部署の忘年
会や新年会、そして送別会の開催がなく（病院忘年会
はZoomで開催）、親交を深める機会が少なかったの
が残念でなりません。
　誰もが願う失われた日常を取り戻す日が早く来るこ
とを夢見て、診療部一同これからも仕事に精を出して
いく所存です。

  文責　副診療部長　安達　秀樹

Ⅲ　部 門 報 告
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【スタッフ】
水越　常徳　副院長
宮地　敏樹　院長補佐
明石　浩史　診療部長
今井　貴史　内科医長
工藤　準也　内科副医長
舛谷　治郎　内科医師
本谷　雅代　非常勤医師（札幌医大消化器内科）
志谷　真啓　非常勤医師（JR札幌病院消化器内科）

【当科の概況】
　当科では札幌医大消化器内科（旧第一内科）出身者
にて成り立っており、診療内容は消化器疾患を中心に
内科一般診療を行っております。今年（2020年）は
年度開始早々から新型コロナウイルスの全国的な猛威
により今までに無い経験をしております。当院で、7
月からコロナ患者さんを受け入れた際に、当科でもコ
ロナ病棟を担当するようになり、当初は筆者水越と明
石診療部長、その後、2021年２月からの再度受け入
れの際は今井医長も加わってくれました。

【当科の診療内容】
　内視鏡は各医師が上下部内視鏡の検査及び処置に当
たっておりますが、札幌医大消化器内科の協力を得
て、胆膵は同医局の専門医師(本谷・志谷両医師)が来
てくれており、胆道・膵疾患の検査・治療に当たって
くれています。どちらかといいますと特殊な手技であ
る胆膵疾患に対する内視鏡的乳頭切開術（EST）、内
視鏡的胆道ドレナージ術（EBD）などを数多く処理
してもらっています。消化管の治療内視鏡としまして
は、胃や大腸など消化管の腫瘍に対する内視鏡的粘膜
切除術（EMR）、消化管閉塞に対するステント留置
術、出血性疾患に対する各種止血術などを行っていま
す。内視鏡的粘膜下層剥離術（ESD）につきまして
は、医局の同門でもある手稲渓仁会病院の消化器内科
田沼医師に来てもらいやっております。消化器以外で
は、引き続き内分泌診療を水越が、緩和ケアを明石診
療部長が行っております。今井医長も緩和ケアに詳し
く、今後の活躍に期待です。

【学会認定施設】
・日本内科学会教育関連施設
・日本消化器病学会専門医制度認定施設
・日本消化器内視鏡学会指導施設
・日本甲状腺学会認定専門医施設
・日本がん治療認定医機構認定研修施設

【人の動きとこれからに向けて】
　人の流れですが、2020年10月より工藤準也副医長
が当院の内科専門医研修プログラムでの他院研修とい
うことで、小樽協会病院に行っています。始めは呼吸
器内科、その後に消化器内科での研修をして、2021
年10月に戻ってくることになっています。11月には
今井貴史先生が入職してくれました。小樽出身であ
り、前任は帯広第一病院で働いておりました。「小樽
の医療に貢献したい」との思いで、当院を選んでくれ
ました。緩和医療を専門としながらも、内科一般診療
もやってくれています。工藤先生のためのカンファ
だったのですが、今でも毎週カンファをして症例検討
を重ねております。他の先生の意見を聞いて、各自の
診療に生かせて良い勉強になっています。長年、内科
は4人でやってきておりましたが、工藤・今井両医師
が来てくれて若い力が入り、パワーアップを目指しま
す。全国どこでもそうでしょうが、まずはコロナ禍が
治まることを祈りながら、頑張っていく所存です。

  文責　副院長　水越　常徳

内科・消化器内科
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【スタッフ】
髙田　美喜生　　循環器内科部長
汐谷　　優　　　循環器内科医長
國分　宣明　　　非常勤

【当科の特徴】
　当科は、虚血性心疾患（狭心症・心筋梗塞）、心不
全、不整脈、弁膜症、大動脈疾患、先天性心疾患など
の心血管疾患全般を専門的に扱うとともに、腎疾患お
よび高血圧、糖尿病、脂質異常症などの生活習慣病も
対象に幅広い分野の診察・治療を行なっています。
　特に腎機能が低下する原因は多様ですが、原疾患が
何であろうとも進行した状態においては体液組成を中
心とした共通かつ複数の代謝異常が生じます。
　しかも、それぞれの代謝異常自体が腎障害の進行因
子として作用し、同時に他臓器の障害も進行させるこ
とが多くあります。
　高齢化にともない、慢性腎臓病に代表される腎臓病
は増加しており、当科外来の患者さんの多くも、腎機
能障害を有しています。当科は日常診療において１
人、１人の病態を理解し、対策を講じることにつとめ
ています。

【令和２年度の取り組み】
　長年、当科を牽引していただいた森　善弘先生が令
和２年3月をもって定年退職され、４月より、汐谷
優先生を迎えて新体制で診療にあたりました。
　診療面では、慢性腎臓病（CKD）の原因疾患であ
る糖尿病性腎症、高血圧性腎硬化症の治療に力を注
ぎ、末期腎不全（ESRD）への進行の抑制と心血管病
変の発症の予防を目的として、高齢化社会に対応した
実践的なCKD対策に努力しています。

【今後の目標】
　慢性腎臓病（CKD）が注目されるのは、１つは透
析療法や腎移植などの腎代替療法を必要とする末期腎
不全（ESRD）患者の増加です。多くの患者のQOL
を低下させるだけでなく、経済的、人的に多大なコス
トを要しています。
　２つ目は、CKDは末期腎不全のリスクのみなら
ず、心血管事故や死亡あるいは入院のリスクファク
ターとして重要であることが、多くの疫学研究により
明らかにされています。
　すなわち、CKDはその数の多さと腎臓以外の健康
障害の危険因子として人々の健康を脅かす重要な疾患
として位置づけられています。
　CKDは高血圧・糖尿病などの生活習慣病や加齢な
ど、今後も増え続けることが確実な背景因子と深い関
連があります。したがって、増え続けるESRDの発生
を抑えるため、そして、心血管事故を予防するため
に、CKDの早期発見と、原因疾患に対する適切な治
療に取り組んで行くことが大切であると考えています。

  文責　循環器内科部長　髙田　美喜生

循環器内科
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【スタッフ】
松谷　　学　副院長
（日本内科学会総合内科専門医・指導医、日本神経学
会専門医・指導医、日本認知症学会専門医・指導医、
司書資格）
林　　貴士　部長
（日本内科学会総合内科専門医・指導医、日本神経学
会専門医・指導医、認知症サポート医）
藤倉　　舞　医長
（日本内科学会認定医、日本神経学会専門医、日本認
知症学会専門医・指導医）
平野理都子　医長
（日本内科学会認定医、日本神経学会専門医。）
山本　晃匡　副医長
山本　大輔　（非常勤医師）
（札幌医科大学脳神経内科学講座講師）
外山祐一郎　（非常勤医師）
（札幌医科大学脳神経内科学講座助教）

　小樽市は65歳以上の高齢者が40％に達する全国有
数の高齢化都市であることに加え、全世帯中の独居高
齢世帯が25％におよぶ事実はもっと強調されるべき
です。人口減少がすすみ高齢者実数が減り、将来ベッ
ドや入所施設数は減少するという試算は正しいと思い
ます。しかし現状では小樽・後志圏内に受け入れる
キャパシティーなく札幌圏まで含めて受け入れを探し
ており、「住み慣れた環境で最期まで」が困難の状況
です。圏内で生活できず札幌圏へ行く、支える家族や
ケア担い手や医療福祉関係者も移動すれば小樽の人口
減少がとどまるはずもありません。20年後からは
ハードもシステムも別もので良いかもしれません。し
かし今から向う20年は慢性ベッドや施設の増加も考
慮すべきでしょう。それなくして急性期の地域医療再
編も何もないものです。回復期リハビリテーション病
棟の入棟基準も大きくかわりました。過去に成功した
三次医療機関モデルケースと異なる経営方針、ケース
ワーキングのあり方、診療報酬の獲得の仕方を模索す
る必要もあります。

【令和２年度の当科の実績と取り組み】
　せん妄ハイリスク患者ケア加算が本年度新設され４
月１日から算定可能となったのは特筆すべきことでし
た。６年前に院内でまずせん妄の対応が重要とし啓発
活動をはじめ、講師をつとめた全国済生会認知症支援
ナース研修で、従来付加的な扱いのせん妄の解説を最
初におき、大変驚かれたのも思い出です。５年越しに
当然の主張が新加算として実体化しました。また加算
Ⅰの認知症ケア加算も増加となりました。

　当科の医師にとっては資格試験の年でした。脳神経
内科専門医試験は全国合格率60％台のところ平野が
合格しました。藤倉が日本認知症学会専門医試験に合
格、林が認知症サポート医(国立長寿研)の更新、松谷
が日本認知症学会の経過措置試験、図書館法第６条規
定の司書講習修了(司書資格)を無事果しました。山本
(晃)は新制度下の専門医を目指し内科専門医と神経専
門医の同時並行研修中で、救急対応やCOVID-19対
応も積極的に行っています。多忙のなか学会発表も行
いました。
　また第107回日本神経学会北海道地方会会長は皆様
のご支援あってつつがなくつとめさせて頂きました。
　難病法に基づく難病医療推進事業の小樽・後志圏で
小樽市立病院とともに協力施設の依頼を北海道から受
けました。これまでの実績をみてとのことで当院の対
難病診療機能がみとめられたことになります。

【今後の目標】
　難病法上の書式が変更となり難病小児慢性特定疾病
データベースとしてオンライン化予定です。現行シス
テムを活用して対応可能か検討が必要です。
　脳神経内科学生のクリニカルクラークシップ、内科
専攻医の研修基幹施設として受け入れを図ります。専
門医機構・内科学会から当院の来期基幹プログラムは
旧来同様認定の内示が下りました。病理解剖例数の確
保にも努めます。
　院内認知症ケア推進室を中心とした認知症ケアチー
ムによるカンファレンスや回診で院内の認知症ケア・
せん妄対応能向上を図ります。緩和ケア内科の菊地
(未)先生の強力な助っ人も得ました。集合研修は難し
いですが今後は認知症関連院内研修会の実施、協力、
更に院外での研修・啓発活動にオンラインをも活用し
行っていきたいと思います。
　神経疾患に限らず高齢者が複数病態をもつと複雑な
ケースワーキングや意思決定支援になります。独居も
多いです。急変もあります。家族看護や臨床倫理に力
を入れる看護部や地域連携部門のスタッフとの協働作
業もありましょう。「DPCだからいいよね」では決し
てなく、それら積み上げられた地味で表に出にくい調
整努力が加算や点数として正当に評価されることがこ
れまで同様重要と考えます。
　救急の例えば夜間入院の電カル入力のクリック数は
事例によって140回を超える試算もあり、動線の円滑
でなさが目立ちます。部署間調整や臨機応変な対応も
要求されましょう。

  文責　副院長　松谷　　学

脳神経内科
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【スタッフ】

氏　名 役職名 専門・認定資格等

木村　雅美 副診療部長

日本消化器病学会　指導医・専門医
日本外科学会　指導医・専門医・認定医
日本消化器外科学会　指導医・専門医
日本消化器外科学会　消化器がん外科治療認定医
日本内視鏡外科学会　技術認定医
日本がん治療認定医機構　がん治療認定医
検診マンモグラフィ読影認定医

孫　誠一 外科部長

日本消化器病学会　指導医・専門医
日本外科学会　指導医・専門医・認定医
日本消化器外科学会　指導医・専門医
日本消化器外科学会　消化器がん外科治療認定医
日本がん治療認定医機構　がん治療認定医
検診マンモグラフィ読影認定医

田山　誠 外科部長 日本外科学会　専門医

島　宏彰 非常勤医師

日本外科学会　指導医・専門医
日本乳癌学会　指導医・専門医
日本がん治療認定医機構　がん治療認定医
検診マンモグラフィ読影認定医
乳房超音波読影認定医
エキスパンダー／インプラント実施医師

和田　朝香 非常勤医師

日本外科学会　専門医
日本乳癌学会　専門医
検診マンモグラフィ読影認定医乳
房超音波読影認定医

【部署の特徴】
　当科では消化器疾患および甲状腺疾患の外科治療
や、ヘルニア、乳腺疾患、肛門疾患の診断・治療を
行っています。
　当科では「体にやさしい手術」を提供するために、
「腹腔鏡による外科治療」を積極的に行ってきまし
た。常勤の日本内視鏡外科学会技術認定医の指導によ
り安全かつ質の高い腹腔鏡手術を提供していると自負
しています。道内でも先駆的となる平成3年より腹腔
鏡下胆嚢摘出術を導入し、平成５年からは胆嚢胆管結
石症に対し一期的治療が行える腹腔鏡下胆管切開結石
摘出術を実施してきました。現在は胃癌や大腸癌の外
科治療においても、適応や安全に配慮しつつ積極的に
腹腔鏡下手術を行っております。様々なヘルニア疾患
をはじめ、急性胆嚢炎・急性虫垂炎・腸閉塞・潰瘍穿
孔などの急性腹症での緊急手術においても、腹腔鏡下
手術を行っております。
　さらに、術後早期のリハビリテーションを充実した
スタッフにより積極的に行っています。術後早期離床
を目指すことにより、術後合併症を予防し、早期回
復・早期退院・早期社会復帰につなげています。
　また、各種がん手術症例を中心に術後補助化学療
法、進行・再発症例に対する化学療法を行っていま
す。そして緩和ケア内科をはじめとする緩和ケアチー
ムの一員として緩和治療の一翼も担っています。

【実績（抜粋）】

年　度 R2 R1 H30 H29 H28

胃切除術 6 （2） 9 （2） 1 （0） 8 （4） 7 （4）

胃全摘術 2 （0） 6 （2） 10 （3） 1 （0） 5 （2）

胆嚢摘出術 42（38） 41（41） 33（33） 38（35） 46（43）

胆管切石術 5 （5） 13（13） 4 （4） 6 （6） 6 （6）

結腸切除術 18 （9） 22（13） 25（17） 24（13） 19（10）

直腸切除術 7 （5） 6 （3） 5 （4） 8 （5） 2 （2）

直腸切断術 4 （4） 0 （0） 1 （1） 3 （1） 0 （0）

虫垂切除術 14（13） 6 （5） 15（14） 15（14） 11（8）

鼠径部ヘルニア手術 32（24） 33（22） 28（23） 35（25） 27（17）

腹壁瘢痕ヘルニア手術 2 （0） 1 （0） 0 （0） 2 （1） 1 （0）

甲状腺手術 10 7 12 11 7

乳腺手術 2 2 0 0 1

肛門手術 5 7 3 4 7

外来手術 120 135 134 139 138

中心静脈ポート造設 84 64 77 75 46

  ※手術件数（腹腔鏡手術件数）

【令和２年度の取り組み】
　スタッフの異動はなく、常勤医3人体制でこれまで
と同様に安全かつ質の高い外科診療を行えるように努
めました。新規化学療法の成績向上により、治療が受
けられる患者さんは増加しました。これに対応すべく
外科外来に併設されている化学療法室の拡張・増床を
しました。明るく広いスペースで静かに化学療法が受
けられるようになりました。新型コロナの影響により
講演会活動や院内外のプロモーション活動は自粛と
なっておりますが、ホームページは小改定、専門外来
紹介冊子はリニューアルしております。

【今後の目標】
　近年、消化器がん治療は腹腔鏡手術の導入による低
侵襲化や集学的治療による予後の改善など飛躍的な進
歩を遂げています。技術的な進化に遅れることなく研
鑽を積み、患者様に還元できるよう努力を続けたいと
思います。
　また、昨年度の緩和ケア内科新設で、よりニーズ増
加した緩和的外科治療にも積極的に対応していきたい
と思います。消化器疾患に対して、地域の医療連携を
推進し、消化器内科との連携強化、一体化に努め、機
能充実を図り、より効率的に診療を行っていきたいと
考えております。

  文責　副診療部長　木村　雅美

外科・消化器外科
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【スタッフ】
近藤　真章　名誉院長　整形外科専門医
和田　卓郎　 病院長　整形外科専門医、手外科専門医
織田　　崇　 診療部長　整形外科専門医、手外科専門

医、骨粗鬆症専門医
興村慎一郎　 整形外科部長　整形外科専門医
清水　淳也　整形外科医長　整形外科専門医
藤本秀太郎　整形外科医長　整形外科専門医

【当科の特徴】
　後志地区で最も整形外科医が多い医療機関として、
1次救急から専門的な手術治療まで幅広く診療を行っ
ています。手や手関節、肘の外傷のほか変形性肘関節
症、上腕骨外側上顆炎の鏡視下手術の実績が豊富で、
近隣の医療機関より多くのご紹介をいただいていま
す。膝関節では変形性膝関節症に対する人工関節置換
術やスポーツ障害に対する手術を多く行っています。
特に膝関節を温存する骨切り術、前十字靭帯の解剖学
的再建術、損傷半月板を可及的に温存する縫合修復術
に力を入れています。低侵襲手技による人工股関節置
換術や、顕微鏡下に行う頚椎および腰椎の除圧固定術
で高い評価を得て、手術件数が右肩上がりで増加しま
した。高齢過疎化が進む地域の実情に合わせて、地域
包括ケア病棟や回復期リハビリテーション病棟を活用
することで手術後や保存治療に対しても、日常生活へ
の復帰まで十分な入院リハビリを行っています。救急

車の搬入や近隣医療機関からの転院要請はほぼ断るこ
となく受け入れ、合併症や入院中に発生した偶発症に
対しても他診療科からの力強いバックアップを得て対
応しています。
　コロナ禍にあって学会参加数は減少したものの、国
内誌、海外誌への論文発表は変わらず精力的に行って
います。

【令和２年度の取り組み】
　股関節と骨軟部腫瘍を専門とする清水医長と脊椎を
専門とする藤本医長が着任し、一般外傷から変性疾患
まで、より幅広い分野に迅速かつ柔軟に対応できるよ
うになりました。

【今後の展望】
　小樽・北後志地区になくてはならない整形外科とな
るべく、各専門部位で日本トップレベルの診療を提供
すること、小樽で診療を完結できること、救急患者の
受け入れ要請に迅速に対応することを目標としていま
す。常勤医が担当する手・肘、膝関節、脊椎を3本柱
に、高い技術をもつ非常勤医師が担当する肩関節や股
関節の分野を加えて専門性の高い診療を提供し、患者
と医療者の双方に選ばれる整形外科を目指します。
　
  文責　診療部長　織田　崇

骨折・外傷
橈骨遠位端骨折 88
上肢骨折その他 87
大腿骨近位部骨折 141
下肢骨折その他 77
骨盤骨折 8
脊椎骨折 13
腱・神経損傷 17
開放骨折（指以外） 2
開放骨折（指） 4
抜釘 103

手術実績（令和２年１月・12月）　　　　　総手術件数　1109
変性疾患など
肩関節唇形成術 0
ARCR 15
TSA+RSA 4
TEA 0
肘部管症候群 17
手根管症候群 46
滑膜切除（肘・手） 25
腱移行術 10
関節形成（手・指） 13
関節固定（手・指） 2
腱鞘切開 111
上肢その他 60
THA 36
TKA 38
膝関節鏡手術 33
膝靭帯再建術 18
膝周囲骨切り術 12
外反母趾 2
下肢その他 51
腫瘍 10
頚椎 13
胸椎 4
腰椎 49

整形外科
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【スタッフ】
堀田　浩貴　 副院長：日本泌尿器科学会、専門医、日

本泌尿器科学会指導医、ICD（インフェ
クションコントロールドクター）、日本
性機能学会専門医、日本がん治療認定医
機構がん治療認定医、日本医師会認定産
業医、日本化学療法学会抗菌化学療法認
定医

安達　秀樹　 副診療部長：   
日本泌尿器科学会　専門医・指導医、 
日本性機能学会　専門医

新海　信雄　 泌尿器科部長：   
日本泌尿器科学会　専門医・指導医   
日本泌尿器科学会・日本泌尿器内視鏡学会 
泌尿器腹腔鏡技術認定医   
日本がん治療認定医機構　がん治療認定医  
日本内視鏡学会　泌尿器腹腔鏡技術認定医

【当科の特徴】
　日本泌尿器科学会認定の専門医・指導医の資格を有
する医師三名が診療を担当します。また日本泌尿器科
学会の専門医拠点教育施設の認定を受けております。
泌尿器科は、副腎・腎臓・尿管・膀胱・前立腺・陰
茎・尿道・精巣などを原因とするさまざまな症状と疾
患を診察・治療する診療科です。
　診療内容は、泌尿器科一般（排尿障害、尿路感染
症、尿路結石など）、悪性腫瘍、慢性腎臓病（腎不
全、透析）などを中心に多岐にわたっております。
　患者さんの病気・病状に合わせて、最善と思われる
治療方法を検討し、充分な説明を行います。患者さん
もご自身の病気・病状について充分にご理解いただい
たうえで、説明と同意のもとに治療を行うことを重要
な目標として、日々診療に従事しております。

【実　績】
I．外来
外来は火曜日と金曜日は午前二枠、月曜日、水曜日、
木曜日は午前各一枠、そして火曜日午後に性機能専門
外来を行っています。令和２年の外来延患者数は、

8,447名でした。紹介率は60.1％、逆紹介率は
72.2％でした。主病名による上位疾患は、神経因性
膀胱、前立腺肥大症、尿路感染症、過活動膀胱などで
した。外来化学療法は前立腺がん症例などに対して積
極的に取り入れています。

II．入院
令和２年の延べ患者数は3,641名、新入院患者数は
345名、手術件数は284件、平均在院日数は8.0日で
した。主な入院病名は、前立腺がん、膀胱がん、尿管
結石症、水腎症、慢性腎臓病などでした。札幌医科大
学泌尿器科と綿密な連携を図り、集学的治療により改
善が期待できる症例は積極的に紹介を行っています。

III．透析医療
　他の治療法による改善が見込めず、自覚症状も認め
られる末期慢性腎臓病症例に対しては、今後の治療方
法（血液・腹膜透析、腎移植等）に関する十分な説明
を行っております。血液透析の導入は、本人の十分な
理解が得られた症例に対して行っております。令和２
年の新規導入患者数は8名でした。おおよそ60名の
血液透析患者さんに対して、安全かつ快適な医療を提
供できるように泌尿器科医師ならびにスタッフ一同
日々奮闘しております。また長期的な入院による血液
透析が必要な場合には、近隣の透析施設に治療を依頼
しております。

【令和２年度の取り組み】
　安全を第一として、患者さんが当院にかかって良
かったと思っていただけるような泌尿器科医療の提供
を目指しております、

【今後の目標】
　札幌医大泌尿器科との提携を密として、より安全か
つ信頼できる医療の提供ならびに地域貢献ができるよ
うな医療の実践を心掛けております。

  文責　副院長　堀田　浩貴

泌尿器科



─ 29─

【スタッフ】
菊地　未紗子　医長
（精神科専門医・指導医、精神保健指定医）

【当科の特徴】
　2018年４月から非常勤にて週１回、緩和ケア内
科・腫瘍精神科を担当させていただいていましたが、
2020年４月より常勤となり「緩和ケア内科・腫瘍精
神科・精神科」が新設されました。
　当院ではすでに「緩和ケア」の必要性を認識し、他
職種からなる「緩和ケアチーム」を立ち上げ活動して
参りましたが、常勤となったことでさらに厚みの増し
た「緩和ケアチーム」で、より細やかで丁寧に、時間
をかけて一人一人の患者さん・家族への対応が可能と
なりました。がんと診断された時から、その治療と並
行して、身体だけでなく、心のつらさ、苦痛を和ら
げ、できるだけその人らしい快適な生活が送れるよう
に外来・入院を通してサポートさせていただいており
ます。

【診療内容・令和２年度の取り組み】
　緩和ケア外来では、8割が他院からの紹介を占めて
おり、積極的な治療を終え最後は住み慣れた小樽で過
ごしたいと来院される方が多くなっております。ほぼ
全例にACP（Advance Care Planning）を実施して
います。残された時間を本人らしく、本人が望む医療
やケアが提供できるよう事前に本人・家族・医療者で
話し合い、本人の意向にそった対応ができるように体
制を整えています。コロナ禍で在宅医療を希望される
方も多く、訪問診療や訪問看護等、地域の皆様のお力
もお借りしながら本人の望む最後が迎えられるよう取

り組んでおります。
　2021年５月からは「緩和ケア医療の充実」をはか
るため「緩和ケアの早期からの介入」を目標に掲げ、
入院されたがん患者において原則全員に緩和ケアの情
報提供を行い、希望される患者・家族へ緩和ケアチー
ムの介入を開始することとしました。当科が新設され
て以降、入院中の緩和ケアチーム介入数は約30件/月
で推移しており、現在のところ、ご案内した患者全例
が緩和ケアの介入を希望されております。
　また、令和２年度の診療報酬改定に伴い「せん妄ハ
イリスクケア加算」が算定されました。当院ではせん
妄を起こす前に予防的に介入することを徹底し、入院
時にスクリーニングを実施し、ハイリスク患者におい
ては認知症ケアチームと連携し、時に精神科医の介入
も行っております（リエゾン介入件数200件以上/
月）。ハイリスク患者へ入院時から徹底的に介入を
行ったことで、せん妄予防率は87％と良好な結果と
なっており、認知機能への影響や入院期間の短縮等、
様々なメリットが得られるようになっています。
　その他、入院中のメンタルケアや認知症に伴う精神
症状のコントロール、不眠や不安等、幅広く他科から
ご依頼いただき対応させていただいております。

【今後の目標】
　後志管内の緩和医療を担うべく、より良い緩和ケア
を提供できるよう他職種・地域医療の皆様とさらに協
力しあい、質の高い医療を提供していきたいと思って
おります。
　　　　
  文責　医長　菊地　未紗子

緩和ケア内科・腫瘍精神科・精神科
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医療技術部

	■総 括

【医療技術部について】
  令和２年４月１日現在
◆部門構成
　・薬剤室
　・臨床検査室
　・放射線室
　・リハビリテーション室
　・栄養管理室
　・臨床工学室

◆医療技術部職員数　119名

◆職員構成
薬剤師９名　
臨床検査技師９名
診療放射線技師10名
理学療法士40名
作業療法士24名
言語聴覚士7名
管理栄養士４名
臨床工学技士11名
助手４名

【医療技術部理念】
　私たちは、専門職種の壁を越えた協力体制を築き、
患者さんが安心できる専門技術を提供します。

【令和２年度医療技術部目標】
□確かな技術と知識の習得　
□安全・安心・納得して頂ける医療の提供
□患者・家族・地域の満足度向上

【令和２年度の活動】
　令和２年度の部門目標において、確かな技術と知識
の習得としては人事考課制度を利用し、スタッフ一人
ひとりが１年後の自分のあるべき姿を想像し、そこに
近づけるような計画を期首に自身が立案し、どこまで
実行できたかを上司と共に期中に確認、期末に振り返
るという成長につなげる取り組みを昨年度と同様に実
施し、定着を図る計画でありましたが、新型コロナウ
イルス感染症の流行により計画の変更を余儀なくされ
ました。
　しかし、新型コロナウイルス感染症が流行したこと
により、各部署ではそれぞれ感染症拡大防止のために
下記のような取り組みを実施しました。
・ 放射線室では発熱患者や新型コロナウイルス感染症
患者に検査を実施するために、個人用防護具
（PPE）の脱着の手順を覚え、ほとんどの技師が新

型コロナウイルス感染症疑い患者等にCT撮影や
ポータブル撮影を実施しました。
・ 検査室では新型コロナウイルス感染症疑い患者等に
対して、看護師と協力しながら検体採取を実施し、
新型コロナウイルス遺伝子検査分析機を導入し検査
を実施しました。
・ 薬剤室では新型コロナウイルスワクチン接種が始
まった事で、従来のワクチンの品質管理、数量管理
に加え看護師と協力し、希釈・充填業務を開始しま
した。
・ リハビリテーション室では感染対策を徹底する為、
ガウン等を着用してリハビリテーションを継続しま
した。

　９月には『みどりの里』が移転統合したことで、薬
剤師２名、臨床検査技師１名、管理栄養士２名、診
療放射線技師１名が仲間に加わりました。各部署と
も、事前に人事交流を実施しながらお互いの業務の仕
組みや特徴を理解することに努め、統合後の業務の摺
合せを精力的に進めていた結果、円滑に業務統合する
ことが出来ました。

【今後の目標】
　令和3年度に関しても新型コロナウイルス感染症の
終息を見通せない状況でありますが、医療技術部とし
て患者さんに安心・安全の医療を提供し続けることが
最大の目標です。令和２年度に引き続き令和3年度
も当院の患者さん・職員から一人の感染者も出さない
で１年を終えられるように感染対策の徹底を図ってい
きたいと考えております。

  文責　放射線室長　松尾　覚志
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【スタッフ】

氏　名 役　職 認定・専門資格等

上野　誠子 室　長
日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師
日本アンチドーピング機構スポーツファーマシスト
介護支援専門員

鈴木　景就 課　長

緩和薬物療法認定薬剤師（日本緩和医療薬学会）
麻薬教育認定薬剤師（日本緩和医療薬学会）
ＮＳＴ専門療法士（日本静脈経腸栄養学会）
認定実務実習指導薬剤師
日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師
日本病院薬剤師会生涯研修認定薬剤師

木島　紀子 係　長

松田　浩紀 係　長

小野　　徹 主　任

抗菌化学療法認定薬剤師（日本化学療法学会）
感染制御認定薬剤師
認定実務実習指導薬剤師
日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師

一野　勇太 主　任

腎臓病薬物療法認定薬剤師（日本腎臓病薬物療法学会）
認定実務実習指導薬剤師
日本病院薬剤師会生涯研修認定薬剤師
日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師

笠井　一憲

薬剤師

ＮＳＴ専門療法士（日本静脈経腸栄養学会）
健康食品管理士
腎臓病薬物療法単位履修修了薬剤師（日本腎臓病薬物療法学会）
認定実務実習指導薬剤師
日本病院薬剤師会認定指導薬剤師
日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師
日本病院薬剤師会生涯研修認定薬剤師
日本アンチドーピング機構スポーツファーマシスト
介護支援専門員
JPALS認定薬剤師（日本薬剤師会）

青木有希子

糖尿病薬物療法准認定薬剤師（日本くすりと糖尿病学会）
日本糖尿病療養指導士
高血圧・循環器病予防療養指導士（日本高血圧学会・日本循環器病予防学会）
日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師

村川麻里子

日本糖尿病療養指導士
認定実務実習指導薬剤師
日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師
日本病院薬剤師会生涯研修認定薬剤師

中村　圭介

老年薬学認定薬剤師（日本老年薬学会）
日本病院薬剤師会認定指導薬剤師
日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師
日本アンチドーピング機構スポーツファーマシスト

芦名　正生 外来がん治療認定薬剤師（日本臨床腫瘍薬学会）
日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師

佐渡　　望 高血圧・循環器病予防療養指導士（日本高血圧学会・日本循環器病予防学会）
日本薬剤師研修センター研修認定薬剤師

又村　健太

齋藤　瑞希 日本糖尿病療養指導士

西野　純子
薬剤助手

金住　綾香

薬 剤 室
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【部署の特徴】
　『安全な薬物療法を支援する事』を基本に主に入院
患者さんに対する治療の支援を行っています。内服
薬・注射薬調剤が薬剤師業務の中心ではありますが、
各病棟に担当薬剤師を配置しチーム医療の一員として
業務を行っています。薬剤師としての基本的な知識・

技能を持ち合わせた上で、各分野における各種認定・
専門薬剤師の資格を取得しながら日々自己研鑽に努め
ています。薬剤師間の風通しも良好で、専門知識を持
つスタッフと日々ディスカッションを行い、適切な薬
物療法の実践をめざし日々業務を行っています。

【実　績】
調剤業務件数

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

処方せん枚数
（枚）

院外処方せん 6,193 5,469 6,122 6,332 6,055 6,006 6,554 5,885 6,251 5,787 5,515 6,867

院内処方せん 49 45 41 42 51 47 34 42 43 36 39 50

院外処方せん発行率（％） 99.2 99.2 99.3 99.3 99.2 99.2 99.5 99.3 99.3 99.4 99.3 99.3

入院処方せん 4,176 3,568 4,600 4,303 4,203 4,831 5,297 5,196 5,455 5,259 4,539 5,364

入院注射処方せん 4,346 4,342 4,739 4,463 4,545 5,445 4,571 3,657 4,687 4,474 4,188 4,582

診療報酬関連

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

薬剤管理
指導料

ハイリスク薬 115  122  155  158  96  99  100  117  116  93  86  109
その他の薬 87  86  102  132  83  85  83  122  94  78  98  128
合計 202  208  257  290  179  184  183  239  210  171  184  237
退院時薬剤情報管理提供料 43  34  27  42  18  15  26  34  24  9  12  12
麻薬管理加算件数 11  13  14  17  7  3  1  2  7  4  3  6

無菌製剤
処理料

無菌製剤製剤処理料1 53  46  66  56  41  49  39  37  35  47  39  41
無菌製剤製剤処理料2 41  31  84  106  81  98  85  48  59  15  37  32

抗悪性腫瘍薬処方管理加算 39  30  43  44  30  49  33  36  39  40  34  46
病棟薬剤業務実施加算 523  374  523  541  521  598  579  568  576  560  544  658
特定薬剤使用管理料（TDM） 4  4  4  5  5  4  4  3  3  0  0  0
薬剤総合評価調整加算 0 0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0
がん患者指導管理料ハ 23  5  10  8  10  6  11  10  13  16  7  8

その他

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
外来面談件数（入院前） 45  31  47  49  53  61  65  51  34  30  46  48

【令和２年度の取り組み】
　令和２年度は薬剤師９名・調剤助手１名のスタッ
フでスタートしました。５月には薬剤助手１名の増
員、９月みどりの里移転に伴い薬剤師２名、10月か
ら１名が育休から復職となり、年度末には薬剤師数
12名、調剤助手２名体制となりました。業務内容と
しては例年同様、調剤・注射調剤・院内製剤・無菌製
剤・薬品管理・麻薬管理・医薬品情報管理（D I）・薬
剤管理指導業務（病棟業務）・チーム医療への参画（感
染対策チーム、栄養サポートチーム、がん化学療法、
緩和ケアチーム、糖尿病チーム、褥瘡対策チーム、認
知症ケアチーム）を行いました。みどりの里移転に伴
い、処方箋枚数は増加（800枚/月程度）しています。
　薬剤管理指導件数は薬剤師人員の不足もあり320件
を目標に設定しました。結果的にいずれの月も目標に
達することはできませんでしたが、薬剤師間の協力に

より他部署に影響を及ぼす業務は支障なく実施できて
います。病棟薬剤業務実施加算は算定要件でもある週
20時間以上の病棟業務を行う事ができており継続し
て算定しています。
　みどりの里との統合を円滑に行えるよう調整を続
け、９月の移転時には効率的な業務運用を開始するこ
とができました。一方で後発医薬品の使用推進はこれ
までは90％を超えていましたが、みどりの里移転に
伴い、使用割合が90％に満たない月が出てきていま
す。医薬品情報管理室を中心に後発医薬品への切り替
えを薬事委員会で提案していきたいと思います。
　コロナ禍において各々が感染対策に取り組みながら
業務を行っています。関連する業務としてワクチン接
種が始まった事で、ワクチンの品質管理、数量管理に
加え希釈・充填業務を開始しています。また、薬学実
務実習生の院内立ち入りが困難でありZoomを活用し



─ 33─

健康ブームで思うこと

医療技術部　薬剤室　木島　紀子

済生会小樽病院薬剤室で勤務しております、薬剤師の
木島紀子と申します。8月まで済生会西小樽病院みど
りの里で勤務しておりました。9月にみどりの里は小
樽港を眼下に見下ろす長橋地区から、築港の地に新築
移転し、「済生会小樽病院みどりの里」に生まれ変わ
ると共に小樽病院に来まして、はや10か月が経ちま
した。
　まず、みどりの里についてご紹介致します。
みどりの里は重症心身障害児者の施設で、120名の方
が入所されています。入所者の80%は成人で、かつ
最高年齢は90歳を超え、高齢化が進んでいます。小
児科だけでは対応できず、総合的な診療体制が必要に
なってきており、小樽病院と統合前までは、他病院に
受診する際には車で移動し、そこで入院し治療を受け
るというルートでしたが、統合後は転院せずに小樽病
院で治療を受けることができるため、車での移動がな
い分、入所者の方の負担も軽減されるのではと思いま
す。入所者の方々の生い立ちとしては、出生前(母体
にいる時)にすでに障害があるとわかっていて産まれ
た方、分娩時に何らかの状況や事故により、低酸素状
態になり、脳性麻痺や身体全体に障害が残ってしまっ
た方、産まれた時は正常でも、その後事故などで脳挫
傷により脳性麻痺や四肢麻痺などが残ってしまった方

など、様々な背景がありますが、医療・看護・精神面
を含め、医師、看護師、療育に携わるスタッフの他
に、リハビリ、薬、栄養などのコメディカル部門も含
めて、多職種で入所者の方々が心地よく穏やかに過ご
していけるよう日々を支えています。
　ここから、私の感じていることをお話したいと思い
ます。皆さんは健康のために続けていることってあり
ますか？「何かをやらなければ!!」とか、「このまま
ではいけない!!」などと考えている方もいらっしゃる
と思います。「あれ？なんか体力落ちてる？」「体が重
い」「足が上がらない」などと感じたり、健康診断で
中性脂肪や体重を指摘されて健康を意識し始める方も
多いと思います。近頃、健康に対する意識の高まりに
よって、世の中には健康に関するたくさんの情報が溢
れています。例えば、サプリメントに関しても、様々
なメーカーの物が宣伝されていたり、本当に痛みが和
らぐの？と疑問に思う商品
もあります。次々と紹介さ
れる健康情報に振り回され
ないよう、自分に必要な情
報だけを取り入れようと考
えています。それに加えて
私の場合はウォーキングな
ど適度な運動を日常生活に
取り入れ、質の良い食事を
取って、これからも健康に
暮らしていきたいと思って
おります。

た遠隔実習を行いました。初めての取り組みでしたが
学生からの評価も概ね好印象でした。門前の保険薬局
との懇談会もこれまでは月１回開催していましたが実
施できませんでした。その中でも必要な情報について
は地域薬剤師会、病院薬剤師会との連携を深め情報の
共有を図っています。臨床研究に関してもオンライン
での学会、研修会が増えています。オンラインである
ため参加しやすい環境となった事で積極的に参加する
ようにしています。その中で日常業務の中で問題点か
ら研究テーマを選定し、２演題の研究発表を行うこと
ができました。

【今後の目標】
　令和3年度は育休明けの薬剤師が復職することで薬
剤管理指導件数の増加を見込めますが、新型コロナワ
クチンの調製は続くことが予測される事、依然として
欠員の状況が続くことから薬剤管理指導件数の大幅な
増加は難しい状況にあります。少ない人員の中でも他
部署の協力を得ながら病棟・外来業務を継続していき
ます。また、今後もチーム医療の一員として質の高い
業務を行うため、専門薬剤師の養成・更新等などの人
材育成を今後もすすめていきます。

  文責　薬剤室課長　鈴木　景就
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【スタッフ】
木谷　洋介　技術係長
高橋　賢規
小林　拓真
向田　真綺
伊藤　朱莉
岡本　晃光　糖尿病療法指導士
逢坂裕美子　NST専門療法士
一條　周一
辻田　早苗　超音波検査士（循環器）
　　　　　　NST専門療法士
中畑亜紀子
伊藤　千春（助手）

【部署の特徴】
　検体検査や生理検査等の検査業務が主となります
が、院内の様々な支援業務を行い医療技術部の枠を超
えて、診療部・看護部・事務部等の部門間の連携がス
ムーズ行われるように技術支援を行っている部門と考
えています。

【実　績】
（検体検査）

生化学 免　疫 血　液 検　尿 血糖・
HｂA1c 止血機能 血　型 交差試験 輸血人数 CGM

37,927 10,853 33,364 26,420 32,289 4,957 2,339 1,337 500 12
▲2739 ▲388 ▲1564 ▲919 ▲6408 △361 ▲19 △412 △83 ▲13
93.3％ 96.5％ 95.5％ 96.6％ 83.4％ 107.9％ 99.2％ 144.5％ 119.9％ 48.0％

（生理検査）

心電図 ホルター
心電図 肺機能検査 眼底検査 聴力検査 トレッドミル ABI

7,000 113 1,124 146 2,911 15 174
▲427 ▲3 △40 ▲25 ▲268 △7 ▲32
94.3％ 97.4％ 103.7％ 85.4％ 91.6％ 187.5％ 84.5％

頸動脈エコー NCV（技師） 脳波 睡眠検査 心エコー
（技師）

下肢静脈
エコー

55 0 133 4 683 110
△4 ▲0 △64 ▲8 △117 △59

107.8％ 0％ 192.8％ 0％ 120.7％ 215.7％

【令和２年度の取り組み】
＊ コロナ禍の影響により今年度は昨年より検体検査数
が減少しましたが、後半から徐々に回復してきまし
た。また、令和２年12月より、臨床検査室でも新
型コロナウィルス遺伝子検査分析機を導入し、3月
までの検査件数は1214件となりました。院内で検
査することにより迅速に結果を臨床に報告すること
で、院内の感染対策に貢献ができました。
＊ 生理検査項目では、心エコー検査等を２名体制に
なったことにより、検査実施人数を昨年より増やす
（特に下肢静脈エコー）ことができたと思います。
　 　令和２年8月より、みどりの里が移転してきた
ことにより脳波検査件数が増加いたしました。

【今後の目標】
　昨年度同様診療部・看護部など病院全体から検査に
関して必要とされる様々な事柄に丁寧に対応していき
ます。医療技術部の横のつながりをより密にして患者
さん、病院運営に更に貢献できるように活動していき
ます。若手技師へのスムーズな業務の移行、教育支援
を強化していきます。様々な勤務形態の中で働きやす
く、能力を発揮できるような職場環境作りを目指して
いきます。

  文責　技術係長　木谷　洋介

臨床検査室
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挑　戦

医療技術部　臨床検査室　小林　拓真

　前回執筆をさせていただいてから、早3年が過ぎま
した。社会人になってからの時間の経過に驚きを隠せ
ません。その一方で、ここ数年は検体検査を担当させ
ていただくことが多いために、より一層検査室から顔
を出すことが減り、未だに存在を認知されているのか
怪しい気もします。
　私はもともと家からほとんど出ないほうでありまし
たが、今年度は新型コロナウイルスの流行ということ
もあり、自宅にいる時間がさらに増えました。この自
宅時間をより有意義に使えるようにと、以前から興味
のあったプログラミングに挑戦しました。小さなころ
からパソコンに触れる機会も多く、もともと興味があ
りましたが、勉強時間もできたので挑戦してみること
にしました。どうせなら環境も一新させようと思いパ
ソコンを自作し、ネットと参考書を用いてプログラミ
ングを独学、そしていくつかのプログラムを作成しま
した。その間、何度も調べてデバッグを繰り返し、膨
大な時間がかかって完成したころには、本職の友人の
凄さが身をもって感じていました。それでも苦労した
甲斐もあり、今では趣味として言える程度には楽しく
作業をしていて、次に何を作ろうかと構想を練ってい
るところです。
　話は変わりますが、業務においても新型コロナウイ
ルス関連で新たな挑戦をしました。流行初期から初秋

までは、当院での新型コロナウイルスに関する検査は
実施していませんでしたが、簡易検査キットの発売に
伴い院内検査が始まり、雪が降る頃には核酸増幅検査
の準備が始まりました。この核酸増幅検査というもの
は、当院検査室ではいままで行っていなかった分野で
今回初めて導入されたものです。私自身も業務で実施
したことがない検査で、不用意に検体を扱えば感染・
検査環境汚染リスクもあり、検査や検体の性質上外部
汚染には非常に注意をしなければいけないなど、様々
な不安がありました。そのような中でも、必要な知識
を身につけて経験者の指導の下に行なっていったこと
で、今日も適度な緊張感をもって検査を実施すること
ができています。
　私にとって今年度は挑戦の１年だったと思います。
コロナ禍で我慢せざる負えないことも多かったです
が、今回の経験はコロナによる恩恵でもあったと思い
ます。利害の比は比べるまでもないですが、こうなっ
たなりに今しかできないことに挑戦していきたいと思
います。

愛しの作業場



─ 36─

【概　要】
　令和２年度の放射線室は９月のみどりの里の併設
に伴い佐藤係長が加わり、診療放射線技師10名、助
手１名の計11名の体制で日々の業務に努めました。
　主な業務内容としては一般撮影、移動型X線撮影
（ポータブル撮影）、骨密度測定、X線透視（主に検診
の胃バリウム検査）、手術中X線透視、CT、MRIこれ
らの業務をローテーションで行い、一部の技師で腹
部・頚部超音波検査、また、乳房X線撮影は女性技師
のみの撮影業務として行っています。
　夜間および日曜祝日も持ち回りで待機し、呼び出し
対応にて緊急撮影業務にあたっています。

【スタッフ】
放射線室長　松尾　覚志
技術係長　　釜石　　明、佐藤　政弘
技術主任　　舟見　　基
技　　師　　久保田裕美、本村　曉子、高橋　志織、
　　　　　　但木　勇太、内藤　　格、小林　洸貴
助　　手　　森　　尚美

【設備機器】
・一般撮影装置  （FPD3台）
・移動型X線撮影装置  （２台）
・乳房X線撮影装置  （１台）
・外科用X線透視装置  （２台）
・骨密度測定装置（DEXA） （１台）
・X線透視装置  （２台）
・CT（64列MDCT）  （１台）
・MRI（1.5T）  （１台）
・超音波検査装置  （１台）
・放射線情報システム  （１式）

【令和２年度　検査実績】

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

一般撮影 1571 1342 1835 1809 1733 2005 2173 2018 1958 1624 1601 2069 21738

ポータブル撮影 210 170 255 195 198 230 200 165 202 242 211 254 2532

透視・造影検査 46 29 72 115 90 124 144 121 94 54 74 100 1063

嚥下造影 12 7 8 10 2 8 2 3 6 2 3 5 68

乳房撮影 6 6 14 21 12 19 35 42 29 12 17 15 228

骨塩定量検査 73 69 105 93 83 95 98 90 108 78 88 90 1070

MRI検査 306 257 339 315 303 337 126 321 339 270 297 363 3573

CT 453 423 501 487 481 588 569 488 531 511 468 571 6071

オペ室X線透視 84 65 84 92 77 115 118 100 91 96 83 129 1134

超音波検査 45 37 35 89 60 80 85 80 67 77 69 79 803

【令和２年度の取り組み】
・ 世界中で感染の拡がりをみせるCOVID-19ですが、
北海道・小樽も例外ではなく多くの感染者が出まし
た。院内での感染、クラスターを防ぐために感染対
策には細心の注意を払い、マスクの着用、手指の消
毒だけではなく、外来患者さんの撮影の際にはフェ
イスシールドを着用し業務にあたりました。
・ みどりの里の併設に伴い、みどりの里の患者さんを
撮影するために広い撮影室が必要となり、一般撮影
室3の装置の更新に併せて撮影室内の更衣室を一部
屋分のスペースを確保するための工事を行いまし
た。広い撮影室となり、ストレッチャー、バギーの

患者さんも撮影可能となり、また、CRからFPDに
なった事により、スピーディかつ通常よりも低線量
で撮影出来る様になりました。
・ Ｘ線TV室の透視装置も10年ぶりに装置が更新さ
れ、FPDによる広い撮影視野かつ、低線量であり
ながら高精細な画像が撮影可能となりました。
・ MRIの更新も行われ、フルデジタル化により従来の
画像よりも30％ノイズの少ない画像が撮影出来る
様になりました。また、使用できる検査に制限はあ
りますが、撮影時に背面のモニターを鑑賞すること
で検査時の圧迫感や苦痛を軽減することを目的とし
たインボアエクスペリエンスを導入しました。

放射線室
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私の歩んできた道

医療技術部　放射線室　森　　尚美

　皆さんこんにちは。放射線室受付の森です。済生会
小樽病院に入職して8年になりました。そんな私のこ
ちらで働く前の話をしてみたいと思います。平成元年
(バブル時代)に、小樽桜陽高校を卒業し、中学生の頃
からの夢だったバスガイドになり、札幌で暮らし始め
ました。
　旅行が好き、歌が好き、人と接すること、人を笑わ
せることも好き、まさにバスガイドは私の天職でし
た。主に本州のお客様を新千歳空港でお出迎えし、道
内の観光地をバスで巡り、ユーモアを交えながらの、
ご案内やマリモの唄、ご当地名物の紹介をし、晴れた
日はもちろんのこと、雨の日も吹雪の日も失恋した翌
日も笑顔でマイクを持ち、月の半分以上は出張生活を
続けること20年…。
　ついに燃えつきました。
　そんなある日「そうだ！小樽に帰ろう！」心の声が
聴こえてきたのです。何かに解放された瞬間でした。
小樽に戻って１年後に父が他界し、自分自身も人生初
の手術と入院生活を経験することになり、病院に係る
沢山の方のお世話になり、また同室の方との会話で、
人生観が変わっていったのです。「何か人の役に立ち
たい。病院で働く人になりたい」と漠然と思ったので
す。
　体調が回復した頃、済生会小樽病院の臨床検査室助
手に採用され、3年半。現在の放射線室は５年目で

す。正直、チーム放射線に馴染むまでは、とても時間
がかかりましたが、この５年ほどの間には、北海道胆
振東部地震、現在のコロナ禍…。さまざまな困難な出
来事がチームの絆を深めてくれたのです。
　私をチームの一員にしてくれてありがとうございま
す。
　そしていつも私を励ましてくれる友達をこれからも
大切にしていきます。長い人生の途中で、先が見えな
くなって道に迷ってしまった時、それは少しお休みし
た方がいいサインなのかも知れません。ヘンなこだわ
りを捨て、のんびりしていたら、新しい景色が見えて
きたのです。思い返してみると、ピンチの時、いつも
助けてくれる友達がいました。微力ながら私も助ける
側になっていきたいと思います。

【今後の目標】
　令和２年度は感染症の対策や装置の更新も多く、変
化が多い年であったと思います。COVID-19に対す
る感染対策はまだしばらく続くと思われますので、引
き続き細心の注意を払い行っていきます。
　また、COVID-19の影響は学会にも及び、軒並み
学会は中止になりました。しかしながらオンラインの
セミナーや講演会が徐々に増えてきました。装置の更

新に伴い、最新技術が搭載されても装置を扱う技師に
もアップデートが必要になります。積極的にオンライ
ンのセミナー、講演会に参加・学習し最新技術の知識
を身に着け、装置の能力を100％生かし患者さんの診
断に必要な画像を提供できる様、努めていきます。

  文責　　技術主任　舟見　基



─ 38─

【概　要】
リハビリテーション室　算定疾患別リハビリテーショ
ン料
・脳血管疾患等リハビリテーション料Ⅰ
・運動器リハビリテーション料Ⅰ
・心大血管疾患リハビリテーション料Ⅰ
・呼吸器リハビリテーション料Ⅰ
・がん患者リハビリテーション料

【スタッフ】
室長：平塚　　渉
課長：三﨑　一彦、髭内　紀幸
係長：白井美奈子、桧山　朋也、山中　佑香
主任：松村　真満、高橋　靖明、加賀　潤輝
理学療法士：40名  作業療法士：24名
言語聴覚士：7名　助手：１名

【業務内容】
　地域の中核的医療機関として地域に密着し、理学療
法士、作業療法士、言語聴覚士が各々の専門性を生か
して協働し、患者さんを中心としたリハビリテーショ
ンを提供することで、患者さんの生活・社会復帰を支

援しております。
　対象としては運動器疾患、脳血管疾患、神経難病、
内部障害（呼吸器疾患、循環器疾患、がん、糖尿病な
ど）等、多種多様な患者さんへ病期に問わず介入して
おります。

【リハビリテーション室の特徴】
　急性期病棟では受傷（術後）早期から介入し、多職
種と協働しながら早期離床を促します。また、地域包
括ケア病棟、回復期リハビリテーション病棟とも連携
を図りながら、早期回復を目指したリハビリテーショ
ンを提供しております。
　回復期リハビリテーション病棟、地域包括ケア病棟
ではチーム一丸となって患者さんへのリハビリテー
ションを提供し、患者さん個人の生活背景や生活環境
を意識しながら、再びその人らしい生活が送れるよう
支援しています。
　また、各種専門外来（肩、手・肘、膝・スポーツ、
骨粗鬆症、内分泌）、各チーム（NST栄養剤・摂食・
呼吸、緩和ケア、認知症ケア、内分泌 糖尿病）へ積
極的に協力し、より高い専門技術の提供に努めていま
す。

【実　績】
疾患別リハビリテーション実績

訪問リハビリテーション実績

リハビリテーション室
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【令和２年度の取り組み】
　感染対策の徹底：新型コロナウィルスの影響を受
け、当院でも病棟再編成や外部からの患者様受入調整
などの対応に追われる中、患者様と触れ合うことが多
い職種であるリハビリテーション室では感染対策の徹
底を図ることで、安心で安全なリハビリテーションが
提供し続けられるよう努めてきました。①リハビリス
タッフの体調管理徹底　②標準予防策遵守　③環境消
毒や室内換気の習慣化　④時間差出勤によるリハビリ
スタッフ及び患者様の分散化。⑤密閉・密集・密接を
避けた環境整備の徹底　⑥外来リハビリと入院リハビ
リのゾーニング実施　⑦外来リハビリ予約調整による
来室患者数の分散化　⑧外来リハビリスタッフの完全
防護対策実施　⑨外来リハビリ患者様の問診（体調
等）と検温チェックなど、試行錯誤を繰り返しながら
取り組んできました。
　感染者が拡大する中で、院内感染も起こすことな
く、患者様にリハビリテーションを提供し続けられた
ことは、大きな成果であったと考えています。
　地域との連携強化：今年度は感染症拡大予防の為、
リハビリテーション室主催の市民公開講座、小樽市医
師会主催の健康教室、院内主催の健康セミナー、介護
従事者向けの出前健康教室、中高校生を対象としたコ
メディカル体験ツアーや野球検診、済生会健康フェス
タ・地域主催の健康フェスタ等々、数多くの企画して
いた活動が全て中止となってしまいました。しかし、
一方で、令和２年度老人保健健康推進等事業（厚生労
働省）による「北海道のリハビリテーション専門職を
活かした高齢者の介護予防推進に係る調査研究事業」
に当院のリハビリテーション室が携わる機会をいただ
きました。事業内容としましては、小樽市と同じ後志
管内に位置しながらも、リハビリテーション職が不足
している喜茂別町をフィールドとし、同町の行政・専
門職と当院リハビリテーション専門職との連携により
遠隔システム（以下ＩＣＴ）等を効果的に活用しなが
ら、高齢者生活機能評価や個別機能訓練等の円滑かつ
効果的に推進するための方策について調査することで
した。コロナ禍での研究事業ではありましたが、遠隔
ＩＣＴを使用することで、喜茂別町民の皆様や行政・
専門職の方と情報共有を図ることができました。そし
て、私たちリハビリテーション専門職が遠隔地域に対
しても専門的な観点から数多くの情報を発信すること
ができることを実感しました。
　グループ施設との連携強化：昨年同様、当院から関
連施設である老人保健施設はまなす（以下、老健はま
なす）へ入所された患者さんに対し、当院スタッフが
定期的に施設へ出向し、リハビリテーションを提供す
るといった横断的な在宅復帰支援を継続してきまし
た。６月からは老健はまなすも「在宅復帰強化型施
設」を経て「在宅復帰超強化型施設」へと移行され、

積極的な在宅復帰支援に向けたリハビリテーション介
入に携わることができました。
　訪問リハビリテーション：当院や老健はまなすから
在宅復帰された方を中心に関わらせていただき、安心
して住み慣れた在宅生活が送れるように支援してきま
した。利用者件数も順調に増え、また、生活リハビリ
指導を通じて、利用者様ご自身の生活を再獲得され、
訪問リハビリテーションサービスを卒業されるケース
も経験することができました。
　糖尿病運動指導： 今年度は感染拡大の影響で、一
般市民の方を対象とした健康増進教室や日本糖尿病協
会協賛の小樽ウォークラリーなどの企画が中止となっ
てしまいました。しかし、直接的な触れ合いは出来ま
せんでしたが、「糖尿病友の会」会員の皆様への月刊
誌「糖尿病ライフさかえ」配布（郵送）するなど、コ
ロナ禍でも繋がりを持てるよう心掛けてきました。
　研究活動：今年度は、学会や研修会についても上半
期を中心に開催中止や開催日延期となることが多い状
況下でしたが、徐々にオンラインによる学会開催が普
及されてきたため、理学療法課では日本予防理学療法
学実大会での学会発表を、また、作業療法課では日本
肘関節学会・日本ハンドセラピィ学会・日本手外科学
会等での学会発表や学術論文を積極的に行ってきまし
た。

【今後の目標】
　次年度も引き続きリハビリテーション室ではコロナ
への万全な対策を行いながら、安心・安全でかつ患者
様にとって最適のリハビリテーションが提供できるよ
う取り組んでいきたいと考えます。具体的には「患者
様の治療ファーストの考え方」を推進し、可能な限
り、患者様に寄り添ったリハビリテーションの提供を
目指します。併せて業務効率化を図りながら時間外業
務量の削減を図ることを継続し、ワークライフバラン
スの安定を目指します。顧客の視点では患者様を迎え
入れる準備（清潔保持・整理整頓）、患者様に接する
際の姿勢・態度・言葉遣いなどについて、常に「初
心」を忘れず丁寧に対応することを心がけながら「か
かって良かったと思う病院」を目指していきます。心
臓血管疾患リハビリテーションに関しましては、慢性
心不全などの心疾患を持つ高齢な患者様を対象に、他
職種と連携を図りながら、的確なリスク管理を行い、
病状に適したリハビリテーション及び退院支援が行え
るよう努めていきます。地域健康増進に関しまして
は、今後もしばらくは、感染拡大防止の観点から従来
のような市民公開講座や健康教室等の開催は難しいと
考えられます。しかし一方で、ＩＣＴの活用やホーム
ページを利用した動画配信など、何らかの形で地域住
民の皆様に対して貢献できればと考えております。
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【理学療法　ＰＲ】
　令和２年度はコロナ禍ではありましたが、可能な限
り住み慣れた環境へ戻れるよう、十分な感染対策をし
て早期から積極的に関わり機能回復を目指すよう取り
組みました。　　
　また質の高い技術が提供できるよう、オンラインシ
ステム等を活用した「今、出来る」自己研鑽に努めて
います。
　院内での取り組み以外の、地域住人や他サービス従
事者との交流の場への関わりも制限されましたが、オ
ンラインシステムを活用した遠隔診療への関わり・地
域医療介護従事者との交流、チラシ・DVD等を作成
してのフレイル（日本語に訳すと「虚弱」・「衰退」・
「脆弱」）予防といった地域へ貢献できる様々な情報
提供を継続していきます。

【作業療法　ＰＲ】
　令和２年度は3月からCOVID-19の対応によりリ
ハビリの介入制限も度々あり、作業療法部門の強みで
ある地域での作業訓練（外出しての買い物訓練、公共
交通機関の利用に向けた外出訓練）の積極的な参画が
難しい状況にありました。その中でも類似した環境下
で患者様が退院後も住み慣れた小樽・後志で安心して
暮らせるよう日々精進しております。質の高い作業療
法が提供できるようオンラインでの院内・院外勉強会
や学会にも積極的に参加しております。今後も更なる
発展と患者様の笑顔のためスタッフ一同も笑顔で充実
した時間を過ごせるよう頑張っていきます。
【言語聴覚療法　ＰＲ】
　円滑なコミュニケーションスキルや、口から食べる
幸せを少しでも長く続けられる手段の獲得を目指し、
住み慣れた地域での暮らしを支援します。

  文責　技術室長　平塚　渉

コロナ禍で得た学び

医療技術部　理学療法士　三浦　富美彦

　私は済生会小樽病院に理学療法士として勤務して9
年目になります。
　いろいろな経験を重ね、現在は主に糖尿病や心疾患
をはじめとした内部障害のリハビリや療養指導・予防
介護活動に従事する傍ら、大学院に通い、公衆衛生や
予防について学んでおります。
　今回、このコロナ禍で、『オンライン電話で運動指
導をして介護予防に貢献できるか検証する』という当
院の新たな取り組みを喜茂別町と行うことになり、私
も携わらせて頂いています。
　内容としては、インターネット環境を通し、我々理
学療法士と喜茂別の通所を利用されている高齢者、ケ
アマネージャーでテレビ電話をします。
　その画面に映った対象者様と会話をしつつ、資料提
示や直接テレビ電話の画面に書き込み(写真参照)をす
ることで、転倒予防や身体機能維持のための動作指導
や健康相談などを行いました。
　対象者様も最初は戸惑っていましたが、慣れてくる
と「テレビに出てくる先生だね！」などの発言もあ
り、楽しんで参加され運動の継続にも寄与することが
できました。みんなで和気あいあいと活動でき、とて
も楽しかったです。

　このような経験を通して学んだことは、地域での医
療格差や活動に制限を受ける環境下でも、我々にでき
ることを考えて行っていくことで、地域に根ざした医
療を提供し健康増進に貢献できるということを実感し
ました。
　これからも、どんどん新しいことを取り入れて、地
域に汎化し、健康増進をサポートすべく、小樽・後志
のために精進していきたいと思います。

P.S.　 喜茂別のマスコットキャラクター『うさパラ』
はとてもかわいいですよ！私の息子もお気に入
りです！
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男性職員初の育児休暇

医療技術部　作業療法士　三野宮　裕樹

　こんにちは。医療技術部作業療法課の三野宮です。
私事ですが、令和3年２月21日に第４子が生まれま
した。コロナ禍という多くの制限の中、４人目という
こともあり、妻と相談し、育児休業を１か月取らせて
いただくよう考えました。
　当院の育児休業制度は平成19年10月に制定されま
したが、男性の取得は私が初めてだったようです。育
児休暇中は、仕事と同じくらい育児に家事と忙しかっ
たです。ただ、この時感じたのは、普段行っていたよ
りも育児や家事の深さを知りました。世の中の家事を
頑張っている方々の大変さというものを知れたのも良
かったです。妻にも改めて感謝です。それに生後間も
ないわが子と触れ合える時間を長く持てることはあり
がたいなあと思いました。
　この貴重な体験を得ることができたのは、事前に相
談に乗って頂いた上司の方々が快く背中を押してくれ
たことや、現場のみなさんのご協力があったからこそ
であり、とても感謝しています。育児休業を取りやす
い環境をつくるために努力してくれている当院にも感
謝です。育児休業ありがとうございました。

「人の役に立つために」

医療技術部　作業療法士　武田　康弘

　私は、『人の役に立つこと』を大切にしています。
なぜなら、幼い頃から人の役に立つことが大好きでし
た。ある日、祖母の付添で病院に行った時、作業療法
士の方が誰よりも人のために取り組み、頼りにされ、
まさに私の理想の姿でした。それは、この仕事に就く
きっかけになりました。
　作業療法士になってからは院外でも、健康教室の講
師、小樽で開催の「いきいき健康祭り」で健康の啓蒙
活動など、地域に少しでもお役に立てるように活動し
てきました。
　私は去年、ご縁があり済生会小樽病院に入社させて
頂きました。職員の皆さんは本当に温かく迎えいれて
頂き、そのおかげで私の目標である「人の役に立つこ
と」が出来ています。
　済生会小樽病院は日々患者さんの援助を、各スタッ
フが全力で向き合い、最善のチーム医療を提供してい
ます。
　私は今までの経験を活かし、少しでも地域の皆様の
『お役に立てる』よう、今後も全身全霊で取り組んで
いきます。
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【概　要】
⑴　臨床栄養管理業務
　チーム医療の一員として多職種と連携した栄養管理
を行っています。適切な栄養アセスメントや栄養指導
を実施することで、患者さんの食生活を変容させ、栄
養状態や食事の内容、摂り方などを改善し、健康の維
持・増進、疾病の予防や疾病の治療に寄与することを
目的としています。

⑵　給食経営管理業務
　病院給食は、通常の食事とは異なり医療行為の一環
として実施されるものです。疾病治療あるいは治療上
の医療効果を高めるために必要な栄養源の補給を行
い、衛生管理に十分配慮し、安全で安心な給食を継続
的、かつ安定的に提供し、患者さんの食への楽しみに
対する満足度を得ることを目的としています。

⑶　沿革
・ 給食管理業務は、平成16年より給食委託会社へ業
務委託しています。平成30年４月１日～令和3年
3月31日の期間においては、日清医療食品株式会
社と締結しています。
　 　平成25年度以降、温冷配膳車・選択メニューの
導入、お楽しみ食の拡充など患者サービスの向上に
努めています。
・ 令和２年９月に小樽病院と重症心身障害児(者)施設
みどりの里が統合するにあたり、急性期から回復期
までの医療と福祉の栄養管理が求められるため、当
院にてみどりの里の管理栄養士２名が平成30年よ
り研修を行いました。
・ 令和２年９月より、管理栄養士６名体制で業務遂行
しています。

【栄養管理室　理念】
　・ 患者さん一人ひとりの状態に合わせた栄養管理に
努めます。

　・ 安全で安心して食べられる、家庭料理に近い食事
の提供に努めます。

　・退院後も継続できる食事療法の支援に努めます。
　・患者さんに栄養と笑顔をお届けします。

【スタッフ】
⑴　職員構成
・臨床栄養管理業務　技 術 課 長：多田　梨保
　　　　　　　　　　技 術 主 任：權城　　泉
　　　　　　　　　　管理栄養士：友原　妃東美
　　　　　　　　　　管理栄養士：川上　真由子
　　　　　　　　　　管理栄養士：小貫　留美子
　　　　　　　　　　管理栄養士：栗田　靖子
・給食経営管理業務　日清医療食品株式会社　計29名
　　　　　　　　　　管理栄養士：  2名
　　　　　　　　　　栄　養　士：  6名
　　　　　　　　　　調　理　師：  7名
　　　　　　　　　　調　理　員：13名
　　　　　　　　　　事　務　員：  1名

⑵　認定、専門資格の現状　
(同一管理栄養士の重複資格取得あり)
・病態栄養専門（認定）管理栄養士　3名
・がん病態栄養専門管理栄養士　　　１名
・ＮＳＴ専門療法士　　　　　　　　3名
・糖尿病療養指導士　　　　　　　　２名
・日本栄養代謝専門療法士　　　　　１名
・静脈経腸栄養(TNT-D)管理栄養士　１名
・栄養経営士　　　　　　　　　　　１名
・人間ドック健診情報管理指導士　　１名
　
【当部署の特徴】	
　臨床栄養管理業務では入院早期に栄養計画を立案
し、患者個別に必要栄養量を算出、病態を把握し、適
切な食事が提供されるように医師・看護師など多職種
に働きかけています。提供された食事が、きちんと患
者さんに摂取されるよう、食欲不振がある場合など個
別に嗜好調査を行い食べていただける様に食支援を
行っています。給食経営管理業務には、臨床栄養管
理・給食経営管理のどちらの知識も持ち合わせていな
ければ、患者さんの栄養管理は行えません。そのた
め、給食提供における運営方法、臨床栄養学に基づい
た献立作成についてまとめた給食管理業務マニュアル
を作成しています。
　チーム医療にも積極的に参画し、NSTをはじめ、
緩和ケア、糖尿病ケア、認知症ケアにおいて、臨床栄
養管理を行っています。外来患者さんにおいても、栄
養教育として継続的に様々な栄養指導を行い、疾病の
改善・予防に努めています。

栄養管理室
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【実　績】
⑴　栄養指導実施件数

入院　個人指導 151件

外来　個人指導 562件

糖尿病透析予防指導  56件

特定保健指導
動機付け支援  18件

積極的支援  18件

合　　　　　　　計 805件

⑵　給食延数

常食  81,836食

流動軟菜食 35,668食

ハーフ食   5,455食

嚥下食   4,957食

特別食 58,137食

経管濃厚流動食   3,419食

入院患者合計 189,590食

外来透析 3,073食

総合計 192,545食

⑶　お楽しみ食提供回数

行事食 37回

日本全国味めぐり給食 12回

世界味めぐり給食 1回

あんかけ薬膳焼きそば 5回
小
樽
ゆ
か
り
の
人

減
塩
食
シ
リ
ー
ズ

石原裕次郎御膳 4回

伊藤整御膳 4回

小林多喜二御膳 3回

給食委託会社提案食 7回

総合計 73回

⑷　嗜好調査

後　期

対象食種
入院患者
（但し、経管濃厚流動食・嚥下食・きざみ食・ミキサー食・流動
食を喫食している患者は除く）

目　　的 食事サービスの向上と食欲増進に結びつく食事提供を行うため、
患者さんの嗜好や満足度を調査する。

実 施 日 10月26日～10月30日

方　　法 聞き取り

調査内容

◇食事について(聞き取り)
　①主食の硬さについて（ソーメン・パンは除く）
　②おかず（肉・魚・野菜）の硬さについて
　③食事の味付けについて
　④病院食は今後の食生活の参考になるか
　⑤食事の満足度調査について
◇その他ご意見、ご感想

⑸　実習受け入れ

養成職種 学校名 学年 期間 人数 実習目的
管理栄養士 天使大学 3年 10月26日～11月6日 2名 臨床栄養学実習Ⅲ

⑹　栄養情報誌「栄養だより」の発行

発行月 テーマ
  6月 コロナに負けない！ための食事と生活習慣
11月 知っていますか？コロナで加速する「こ食」
  2月 北海道民も知らない！おもしろ「豆」知識

【令和２年度の取り組み】
・ 回復期リハビリテーション病棟での専任管理栄養士
配置、緩和ケアチームへの専任管理栄養士の参加、
緩和ケア診療加算における個別栄養食事管理加算の
算定開始、NST専従の配置を行い、チーム医療に
おける管理栄養士の役割を強化しました。
・ 多施設との連携を強化し栄養情報の共有を図るた
め、栄養情報提供書の作成を開始しました。8月よ
り開始し病院や施設、グループホームなどへ40件
の情報提供をしました。

・ ９月に重症心身障がい児(者)施設みどりの里と統合
しました。統合後の運用に合わせ、厨房内のレイア
ウト変更と改修工事、作業工程の見直し、調理機器
の移設、みどりの里の電子カルテ・オーダリングシ
ステムの導入に伴うマスターの作成など業務整備を
行いました。
・ 院内採用の経腸栄養剤・栄養補助食品の選定、経腸
栄養ポンプによる投与速度管理の徹底、PEGパス
の見直しなどを行いました。
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【今後の目標】
・ 管理栄養士一人ひとりのスキルアップを図り、栄養
管理室の質向上を目指します。これまで週に１回
行っていた勉強会を改め、月に１回症例検討会を開
き臨床場面での気づきや疑問点を整理し、客観的に
捉え分析する能力を高めていきます。
・ 統合により厨房内の業務量が増えているため、業務

整理し効率化を図ります。
・ 経腸栄養剤の使用量が多くなったため、管理体制を
見直します。
・ 献立内容の見直しを行い、治療食でもおいしい食事
を目指します。

  文責　技術課長　多田　梨保

みどりの里新築移転統合に携わって

医療技術部　栄養管理室　栗田　靖子

　みどりの里は、令和２年8月31日に長橋を離れ、
築港へ移り、済生会小樽病院と統合しました。
　栄養管理室では、平成30年度より移転統合を見据
え、平成30年５月１日から平成31年２月１日までの
約8ヶ月間、済生会小樽病院で研修させて頂きまし
た。研修で学んだ事は、後に移転統合業務に大きく役
立ちました。
　研修を終え、みどりの里へ戻るといよいよ栄養管理
室、給食の移転準備も本格化していきました。一番ウ
エイトを占めたのは献立（食事提供）についてでし
た。みどり里のお食事は利用者の特性に合わせた献
立、形態であり、『利用者さんが安全に召し上がる事
のできるお食事の維持』が最も重要でした。想像を超
えて時間を要しましたが…結果、移転統合後も変わら
ないお食事を提供し、利用者さんにも安心して召し上
がっていただくことができ、本当に安心しました。
　その他、移転当日の活用を見据えた備蓄食の導入

や、食事用シリコーンスプーン提供・洗浄の委託化、
みどりの里食事オーダーシステム作り、厨房・栄養管
理室の引っ越しスケジュール管理、荷造り・・・思い
出せる範囲でも色々ありました…。給食の引っ越しは
表向きにはあまり見えない部分が多かったと思います
が、利用者さんの生活を支える『食』を一番に考える
気持ちを忘れずに奮闘し、無事に移転統合を終えられ
た事は、自信を持ってもいいのかな、と思える経験で
した。
　一緒に移転統合業務を進めてくださった多田課長始
め、小貫管理栄養士、日清医療食品（株）の方々には
多くのアドバイスやご協力を頂き、感謝の気持ちで
いっぱいです。
　移転統合から半年以上が過ぎ、今は利用者さんが全
員、無事に念願の新施設に来られたことに改めて感謝
し、きれいな施設で、プライベートスペースもでき、
快適に、にこやかに過ごされている利用者さんの姿を
見られることに幸せを感じています。
　令和２年９月１日にみどりの里の新しい歴史が始
まりました。これからのみどりの里にも素晴らしい
日々が綴られていきますように…。

旧みどりの里、お気に入りの風景
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【スタッフ】
技 術 室 長　笹山　貴司
技 術 係 長　横道　宏幸
技 術 主 任　奥嶋　一允
臨床工学技士　吉田　昌也　今野　義大　山内　揚介
　　　　　　　中村　友洋　及川　尚也　中野裕城子
　　　　　　　斉藤亜里沙　服部　淳貴
3学会認定呼吸療法認定士：２名
　　　　　透析技術認定士：１名

【業務内容】
　臨床工学室では、生命維持管理装置である人工呼吸
器や血液浄化装置を始めとした医療機器の操作および
保守点検を中心に様々な医療機器を管理し、安全かつ
迅速に医療機器を提供できる体制を整えております。
また、日々高度化する医療機器に対応できるよう、最
新の知識と技術を習得し、医師や看護師、その他コメ
ディカルとともにチーム医療の一員として、安全で安
心な医療の提供に努めております。

【当部署の特徴】
　血液浄化業務・医療機器管理業務・手術センター業
務・内視鏡センター業務と幅広い分野で他の医療職と
協働して業務を遂行しており、急なオーダーや機器ト
ラブルにも迅速に対応できるよう、365日・24時間
オンコールにて対応できる体制を整えております。ま
た、安全で適切な医療機器の操作を促進するため、看
護職をはじめとする幅広い職員に対する研修や、当院
独自の医療機器操作マニュアルの作成・改訂を行って
おります。

１．血液浄化業務
　透析センターでは、看護師とチーム制で慢性腎不全
患者さんに血液浄化療法を提供しており、患者さん
個々の生体適合性に見合った人工腎臓の提案・透析関
連装置の保守管理やガイドラインに基づく水質管理・
リスクマネージメント業務等を担っております。ま
た、体外循環によって血液を体外へ導き、病気の原因
となる物質を分離除去する治療（アフェレシス療法：
血漿交換や吸着療法等）にも携わっております。その
他、腹水や胸水を濾過・濃縮して、アルブミンなどの
有用なタンパク成分を回収し安全に体内に戻す治療法
（CART）も施行しております。

２．医療機器管理業務
　院内の高度医療機器を一括管理し、必要時に安全か
つ迅速に医療機器を提供できるように、年間点検計画
表の策定および計画に基づく定期点検や日常点検、定

期部品交換を実施しております。また、日常的な院内
ラウンドにより、人工呼吸器や除細動器・AEDをは
じめとした使用中機器の点検も施行しております。そ
の他、気管挿管や気管切開をせずに専用マスクを使用
する事で人工呼吸管理が可能なNPPV療法や鼻カ
ニューラを使用し高流量酸素投与を行うネーザルハイ
フローにも対応しており、現場や患者さんのニーズに
応えられるよう、様々な場面でサポートを行っており
ます。

３．手術センター業務
　手術センターでは、麻酔器や内視鏡装置等の手術用
機器の始業点検や準備を施行する他、内視鏡関連装置
の操作や人工関節置換手術時の機器操作・管理も行っ
ております。また、手術野における直接介助業務に
は、全手術件数1351件中728件(53%)携わってお
り、チームの一員として医師や看護師と連携しながら
業務を行なっております。

４．内視鏡センター業務	
　内視鏡システムや軟性内視鏡（ビデオスコープ）等
の始業点検・準備・終業点検に加え、使用後のビデオ
スコープを再生処理する為に洗浄消毒装置の操作を行
うなど、清潔かつ正常に機能することが前提の環境で
成り立つよう管理しております。

【過去３年の実績】
１．血液浄化業務

平成30年度 令和元年度 令和2年度

血液透析・血液濾過透析 9,478件 9,457件 8,409件

持続的血液濾過透析 42件 21件 25件

アフェレシス療法 6件 4件 0件

腹水濾過濃縮再静注法 65件 41件 72件

２．医療機器管理業務
⑴　終業点検件数

平成30年度 令和元年度 令和2年度

シリンジポンプ 266件 281件 250件

輸液ポンプ 818件 842件 768件

人工呼吸器 15件 18件 20件

フットポンプ 332件 242件 179件

低圧持続吸引器 24件 21件 22件

エアマット 123件 149件 108件

その他 150件 150件 177件

臨床工学室
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⑵　医療機器修理及びメンテナンス件数

平成30年度 令和元年度 令和2年度
シリンジポンプ 3件 15件 10件
輸液ポンプ 30件 42件 39件
人工呼吸器 1件 6件 6件
除細動器 3件 3件 6件
フットポンプ 2件 2件 3件
生体情報モニター 9件 8件 30件
エアマット 9件 7件 10件
透析関連機器 109件 236件 148件

内視鏡関連機器         2件         2件 6件

３．手術センター業務

平成30年度 令和元年度 令和2年度
外科腹腔鏡操作 101件 108件 111件
整形関節鏡操作 120件 130件 103件
泌尿器膀胱鏡操作 180件 203件 160件
手術関連機器メンテナンス 21件 15件 18件

【令和２年度の取り組み】
　透析装置及び水質管理関連装置や病棟で継続使用さ
れている生体情報モニターを始めとした医療機器の安
全性確保・維持に向けて、管理体制を更に強化しなが
ら保守・点検・管理を適切かつ効果的に行い、機器ト
ラブルの未然防止に努めてまいりました。また、
COVID-19が猛威を振るう中で、医療機器を介した
感染を防止する観点から、関連する医療機器の各種指
針について情報収集を行なったうえで、人工呼吸器な

どの装置を介した感染防止対策を周知・実践致しまし
た。令和２年９月には「みどりの里」との施設統合が
実施され、より多種多様化した医療機器への対応が求
められる年となりましたが、スタッフ間での情報共有
をより密に行い、所属スタッフ個々が自己研鑽に励ん
だ事で、引き続き全ての管理機器を安全に提供できる
体制を整える事が出来ました。

【今後の目標】
　医療機器のメンテナンス研修や学会参加を通じて得
た知識を活かし、ME機器の中央管理化を推進すると
共に、RST（呼吸サポートチーム）のコアメンバー
として、人工呼吸器の適切なセッティングや無理のな
い離脱が出来るよう、他の医療スタッフと協同して適
切で安全な使用を提案してまいります。透析業務にお
いては、装置トラブルを未然に防ぐ為にメンテナンス
技術を活かした消耗部品の交換や早期修理を積極的に
実施し、医師や看護師とのカンファレンス等を通し
て、患者さまの病態や背景を十分把握したうえでより
効果的な治療が行われるよう、装置の機能に関する知
識やデータを用いて提案してまいります。
　また、新型コロナ感染症の拡大を防止すべく、前年
度に引き続き「医療機器を介した感染防止対策」を徹
底し、アフェレシス業務の拡大や内視鏡センター・手
術センター業務の充実を図りながら、地域住民の皆さ
んの健康と安全を支えてまいります。
  文責　技術係長　横道　宏幸

手術室業務

医療技術部　臨床工学室　山内　揚介

　早いもので臨床工学技士の資格を取得して12年目
となりました。済生会小樽病院には、平成31年度に
入職し、3年目を迎えています。前職は、北海道の最
東端である「朝日が一番近い町　根室市」で９年間、
仕事をしてました。私にとっては、専門学校を卒業
し、医師不足・医療従事者不足の中で様々な業務を経
験できる環境であると勧誘を受け、就職を決めまし
た。当時は、技士の人数も少なかったこともあり、人
工透析の早出出勤に始まり、病棟へのラウンド、ペー
スメーカー外来、心カテ、午前・午後透析の入れ替
え、人工呼吸器装着患者の入浴補助、手術室業務の補
助、医療機器管理、消化器内視鏡業務の補助、人工透
析の回収に終わり、更には待機出動による救急外来で
のCPR、人工呼吸器装着、心カテ、夜間の血液浄
化、人工呼吸器装着患者の搬送など多岐にわたる業務
を行っていました。微力ながらも、地域医療のために

貢献するべく業務を行っていましたが、技士としての
多くの知識や技術を習得することができる貴重な経験
であったと思います。
　当院への転職の際には、手術室業務での臨床経験を
積み、スキルアップすべく資格取得を目標にしていま
した。昨今のコロナ禍による影響もあり、資格試験に
おける単位取得のための学会や指定講習会等への参加
が出来ていない状況ではありますが、周術期管理チー
ムや専門臨床工学技士の資格取得に向けて取り組んで
いきたいと考えています。当院の手術室には専従の臨
床工学技士が3名おり、令和元年度は、全体の手術件
数に対して約54％の直接介助（器機出し業務）を行
いました。他にも、内視鏡関連の手術や術中の医療機
器トラブルに関しても迅速に対応できる体制であった
と感じています。令和２年度は、臨床工学技士法が改
正され、新たに業務範囲（医師の働き方改革に資する
タスク・シフト）が追加されることが予想されていま
す。このような変化にも柔軟に対応し、令和元年度よ
り課題であった医療機器の日常点検・定期点検・保守
管理の充実や、医療機器関連の勉強会など開催なども
積極的に行っていきたいと思います。
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看 護 部

	■総 括

【看護部概要】
◆看護部職員：226名
　令和２年４月１日現在
・看護師：158名
・准看護師：10名
・看護補助者：58名（介護福祉士7名含む）
◆看護部管理者
・ 部長１名、次長１名、室長１名、課長10名、主幹
２名、係長５名、主任11名
◆診療看護師（NP）１名（13区分、21行為）
◆特定行為研修修了者：２名
・精神・神経・循環領域コース＋栄養水分に係る薬剤
投与関連、１名修了
・創傷治療領域コース、１名修了
◆特定行為研修受講：１名
・救急病態管理コース
◆専門・認定看護師（５分野・９名在籍）
・慢性疾患看護専門看護師２名
・緩和ケア認定看護師２名
・皮膚排泄ケア認定看護師２名
・認知症看護認定看護師２名
・脳卒中リハビリ看護認定看護師１名
◆看護師離職率(令和２年度）
・9.0%
◆病床稼働率(令和２年度）
・一般病棟：75.8％　
・ 地域包括ケア病棟：42.4％
　（新型コロナウイルス感染症病棟の稼働を含む）
・回復期リハビリ病棟：91.9％

【看護部理念】
・ 済生会の創立精神「施薬救療」にのっとり、患者さ
ん一人ひとりに「安心できる質の高い看護を提供し
ます。」

【部署の特徴】
　今年度より、大橋とも子前看護部長より菅原実夏に
部長職を交代いたしました。さらに、新任の中川尚美
看護部次長を迎え、金澤ひかり室長と3人で新たなス
タートを切りました。
　当院は急性期、地域包括ケア病棟、回復期リハビリ
テーション病棟とケアミックス型機能を有する病院で
す。令和２年９月に重症心身障がい児（者）施設“み
どりの里”が、当院の隣に新築移転をしました。これ
に伴い、病床数はこれまでよりも120床多い378床と
なりました。協働できる部署は協力体制をとり、施設
の有効利用も含めて効率的に機能しています。看護部
は、それぞれの専門性が高いため、統合はせずに“看
護部”と“療育部”としての役割を担っています。
　これまで同様、人口減少、少子高齢により看護師や
看護補助者の確保にも苦慮していますが、令和２年度
は新人看護師９名、中途採用看護師3名が入職しまし
た。看護師の離職率は、9.0％と昨年度よりも1.9％
の増となりました。子育て世代の20歳代後半から40
歳代の看護師が短時間正規職員制や院内保育所などを
利用しており、子育て支援が離職防止に繋がっている
と思われます。その一方で、夜勤回数の増加や偏りが
発生していることも課題として捉えています。入職3
年目から４年目の看護師は、「一通り業務を覚え看護
師として自立して働けるようになった」「他の病院で
働いてみたい」などの理由で退職するケースも増えて
います。結果、グラフA・Bのように、看護師と准看
護師の年齢構成比は20歳から24歳が占める割合は
11.2％（令和元年度は17.6％）と6.4％減となりま
した。経験者の中途採用も行いながら、新採用者の教
育指導に力を注いできました。さらに、令和２年度は、
病棟看護師が看護師特定行為研修の第Ⅱ期生として、
「救急病態コース」に入講し、病棟スタッフの協力も
得ながら病棟勤務と並行して意欲的、計画的に研修を
進めています。先の特定看護師の２名と共に、将来は
院内のみならず、地域や在宅の場での活躍に大きな期
待が寄せられています。

看護職員数・離職率（人・％）
グラフA
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グラフB
　　年度別の看護師・准看護師の年齢構成（％）

グラフC
　　　　令和２年度　インシデント数（件）

【実　績】
１．看護師数（常勤換算）と離職率（％）

年度 H28 H29 H30 R元 R2
看護師数 178 178 176 168 164
離職率 7.5 8.0 9.8 7.1 9.0

２．42日以内再入院率（％）

一般病棟
H30年度 6.0
R元年度 4.9
R２年度 2.9

＊化学療法の再入院は除く。

３．摂食機能療法算定件数及び算定額（円）

件数（件） 収入（円）
H30年度 2,079 3,212,800
R元年度 3,038 4,679,850
R２年度 2,991 4,989,800

４．令和元年度入退院支援加算件数（件）

入院支援加算２ 入退院支援加算１

R元年度   45 827

R２年度 387 568

５．看護部に関するお礼と苦情件数（件）

お礼 苦情
H30年度 21 22
R元年度 20 26
R２年度   9   7

【令和２年度の主な取り組み】
・ COVID-19感染症の地域の感染状況に応じた病院方
針に向かって、看護部一同、試行錯誤で歩んだ１年
間でした。3度の陽性患者の受け入れの準備、発熱
外来の設置、ワクチン接種の運営など、時間の制約
がある中で、大きなトラブルもなく前進できまし
た。この場をお借りして、看護職員のご理解とご協
力に心より感謝申し上げます。
・ スタッフの教育と同様に、看護管理者の育成に注力
してきており、例年、管理者研修を行っています。
令和元年度からの看護管理者の『臨床倫理』研修
は、部署の倫理的問題と思われる事項に関し、ス
タッフを巻き込みながら、４分割法を用いて倫理的
問題は何かを考え、方策をディスカッションしまし
た。当初、１年間の研修企画でしたが、COVID-19 
感染症の影響もあり計画を変更して約２年間に渡り
学習を積み上げました。共通しての学びは、「日々、患
者、家族の思いを傾聴すること」「医療チームで情
報を共有し、患者・家族の最善は何かを意見交換す
ること」でしたが、医療チームとしてはまだまだ
ハードルが高いとの評価もあり、今後も恒常的に取
り組む必要があると管理者間で認識できました。
・ 看護研究の研究計画書に関しては、前年度に「看護
部の倫理審査」を受ける仕組みを作りました。慣れ
ないため時間を要していますが、研究チームにとっ
ても倫理審査メンバーにとっても非常に重要な思考
過程であると考えます。
・ 電子カルテの更新に伴いまして、地域看護課、入退
院支援委員会、看護係長会が中心に取り組んできま
した“入院時スクリーニングシートの一元化”は完
成しました。

令和２年度　看護部目標
１．意思決定を支える看護を提供する
２．働きやすい環境をつくる

目標評価
１．意思決定を支える看護を提供する
・ 令和２年度一般病棟の42日以内再入院は、平均
2.9％（前年度より2.0％減）でした。DPC病院の
同規模施設の再入院率は、５～６％であることから
当院の再入院率は大幅に低下したことが分かります
が、コロナ禍による受診控えも影響していると推測
されます。
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・ 入院時支援加算２は、地域看護課による入院時デー
タベースの聴取（主に整形外科予約患者）などが大
きく貢献し、前年度の約8倍になり、高く評価でき
ます。入退院支援加算１については、コロナ禍の影
響は強く反映された結果と言えますが、これらの連
携により再入院率低下に繋がったと思います。
・ 認知症ケア加算については、前年度より認知症ケア
加算１へと変更となり、さらに増収となっていま
す。毎週１回の多職種カンファレンスの開催など認
知症ケアの質の向上にも貢献しています。
・ 緩和ケア外来も本格稼働し、患者数も増加し続けて
います。地域における緩和ケアのニーズは地域性か
らも今後も高くなると予測されます。
・ 看護管理者における臨床倫理の研修を一旦評価した
結果、次年度以降も継続して“倫理カンファレン
ス”の実践を繰り返していく方向性となりました。
・ 特定行為研修修了生の実践の積み上げは、諸々の整
備に時間を要し実行できていないため、次年度早々
までに開始します。

２．働きやすい環境をつくる
・ 超過勤務時間については、６月の病棟編成や3度に
渡るCOVID-19 感染症病棟の立ち上げ、一般急性
期病棟の高稼働、電子カルテの更新等により、前年
度と比較し全体で増えた結果となりました。
・ 上記の状況ではありましたが、５日以上の有給取得
に関しては看護部100％取得率となりました。
・ 看護師離職率については、今年度は7.1％→9.0％
と前年度より高い値となりました。コロナ禍の影響
もあり看護師の中途採用者も少なく、翌年の新採用
者の割合が増える状況に繋がりました。今後も看護
師確保、応援機能、業務の効率化を図ります。
・ 各種研修や会議は、上半期はほぼ中止で下半期はオ

ンラインでの開催が主となり、管理者を中心に参加
する機会が増えていきました。
・ 急性期病棟における２交代夜勤の導入や正循環夜勤
を希望により試行導入しました。自身の生活スタイ
ルに応じた選択が可能となり、さらに配属部署の範
囲が拡大されたことは看護師にとって有効であると
評価しています。
＜その他＞
・ 摂食機能療法算定件数、算定額については、前年度
より算定件数が17件減でしたが、309,950円増収
となりました。
・ インシデントは、針刺し事故が今年度は２件（前年
度９件）でした。転倒については、年々減少傾向で
はありますが、アセスメント不足と対策の遅れ、確
認不足が要因として散見されます。インシデント発
生後の要因分析を意識し、改善に向けた取り組みを
継続します。
・ 看護師の資格取得に関しては、緩和ケア認定看護師
１名が誕生し3A病棟で活躍しています。
・ 看護部に関するお礼や苦情については、コロナ禍で
あるため報告件数が例年の半数以下でありました。
かろうじてお礼が多い状況ですので気を引き締めて
対応を心がけていきたいと思います。今後も全看護
職員が患者さんの思いに寄り添った対応ができるよ
う、職場環境の改善、指導に注力いたします。

【今後の目標】
　済生会看護部として、さらに一層、地域に頼られる
存在でありたいと思います。そのためにも、看護の質
の向上と働きやすい職場環境の整備に尽力して参りま
す。

  文責　看護部長　菅原　実夏
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【スタッフ】
杉﨑　美香　看護課長
齋藤　亜妙　看護主任
砂川　友紀　看護主任
看護師：25名
准看護師： １名（うち短時間正職員：２名　夜勤専従：

１名）
看護補助者：11名
看護事務：１名　医療クラーク：１名

【部署の特徴】
　3A病棟は外科・循環器内科・消化器内科・緩和ケ
ア内科の一般急性期混合病棟です。
　患者は、手術目的・検査目的・薬剤調整・緩和目的
等様々な理由で入院されています。あらゆる健康問題
を抱える患者の傍らに立ち、声に耳を傾け、患者・家
族にとって最善のケアを提供するために多職種と連携
し定期的にカンファレンスを開催しています。「この
病院に入院して良かった」と感じていただけるような
看護の提供を目指し、日々活動しています。

【令和２年度の取り組み】
　６月に病棟編成があり、当病棟は４つの診療科の
混合病棟となりました。その結果、昨年度以上に高い
スキルを持ち、患者に寄り添った看護の提供が必要と
なりました。そこで、今年度の部署目標を次の２点と
し、取り組みました。
１．患者・家族と思いを共有し、看護過程を展開する
２．業務改善し、働きやすい環境を整備する
　患者・家族と思いを共有するためには、受け持ち看
護師が中心となりチームとしての働きが必要となりま
す。年間の活動を通し、受け持ち看護師の役割を理解
し実践していく意識は高まってきました。しかし、ラ
ダー評価ではどのレベルにおいても「ケアする力」「共
働する力」「考える力」が不足しており、チームとし
て十分に患者・家族と思いを共有することはできませ
んでした。そのため、目標１は未達成という結果に終
わりました。
　更に、業務改善の一環として、ケア予定の見直しを
行い期待する結果を出せました。看護助手と連携し
行ったピクトグラムの設置や変更に関しては、約半数
が、忙しく困難との理由で適切に設置・変更すること
ができませんでした。設置・変更しないことで確認の
時間が加わり、患者を待たせ負担をかける結果となっ
てしまいました。そのため、目標２は50%の達成と
なりました。

【今後の目標】
　小樽市の今後の状況を踏まえ、入院から在宅までの
切れ目のない看護を提供するために１人１人の看護
師が自己の役割を認識・遂行し、受け持ち看護師とし
ての能力を発揮させる必要があります。今後は、受け
持ち看護師を中心に、多職種と連携しチームとして患
者・家族の意思決定を支えていきたいと考えます。

  文責　看護課長　杉﨑　美香

【実　績】

入院患者数 退院患者数 稼働率 平均在院日数 手術件数 内視鏡件数 化学療法件数
643人 661人 72.5% 18.2日 394件 250件 37件

３Ａ病棟
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6年目　看護助手

3Ａ病棟　大庭　智子

　普通自動車免許ぐらいしか持っていない私、前職と
は畑違いの職種に飛び込んだ６年前。医療現場で仕事
をすることに本当に務まるかと不安だらけの日々でし
た。働き始めてからの６年間、色々なことがありまし
た。令和２年度はコロナ禍、その中でも3A病棟から
１度離れて他病棟で仕事したり、再び3A病棟で仕事
をしたりと、とにかく目まぐるしく時間が過ぎていく
日々でした。そんな日々でも気持ちの切り替えは必要
不可欠。自分なりのストレス解消法「ドライブ」「芸
術？鑑賞・宴会参加」コロナ終息するかな？心置きな
く楽しみたいと切実に思っています。 A先生のパフォーマンス“生”で観たい＆Nさん

写真の掲載快諾ありがとうございました

日本海最高。積丹ブルー・厚田の海浜プールに行きたい
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【スタッフ】
岡本　麻理　　看護課長
原田　真里　　看護係長
仙保　知子　　看護主任
看護師25名　　看護助手10名

【部署の特徴】
　3B病棟は、整形外科と泌尿器科の混合病棟です。
整形外科は、幼児から超高齢者まで幅広い患者さんを
対象とし、骨折、交通外傷など周手術期を中心とした
急性期看護を行っています。
　泌尿器科の主な疾患は、尿管結石、腎結石、前立腺
がん、膀胱がん、腎がん、慢性腎不全です。検査や手
術、化学療法、ターミナルケア、透析療法と求められ
る知識の幅は広く、高齢者が多いため、家族を含めた
援助が必要となり高い看護スキルが求められます。
以前に増して看護師一人一人の知識の向上と安全な看
護が提供できるよう努めています。

【令和２年度の取り組み】
　今年度の目指す看護は、急性期病棟として安全で質
の高い看護を提供する。部署目標として「①退院後の
生活を見据えた看護を提供する」・「②効率的で働きや
すい環境を作る」としました。
目標①　受け持ち看護師のペア制も２年目となりペア
で指導や話し合いを行いながら患者に必要な情報を収
集し、退院支援が必要な患者に対し早期に関わること
ができるようになりました。しかし、受け持ち看護師
の役割を意識した行動ができていない状況にあるため
入院前の生活状況を理解し、状態に応じた看護計画を
立案し、それに基づいた看護が提供できるよう次年度
の目標としました。
目標②　６月から病棟編成のため整形外科、泌尿器科
の混合病棟となりました。新しい診療科のため不安を
感じているスタッフが多かったがマニュアルの作成を
行い実際に使用することで不安の軽減につなげること
ができました。また、内服薬関連のインシデントが
減ったことで対処する時間やインシデントレポートの
作成時間の減少につながったため効率的で働きやすい
職場環境とういう目標に近づけました。

【今後の目標】
　緊急入院、手術件数が多い中、日々業務を時間内で
終了できるチームワークを今後も継続していきたいと
思っています。忙しい業務の中でも受け持ち看護師と
して患者や家族の思いに寄り添い入院時から退院を見
据えた看護を実践できるようスタッフ一丸となり日々
努力していきたいです。

  文責　看護主任　仙保　知子

【実　績】

病床利用率 平均在院日数 入院数 退院数 手術件数
78.1％ 11.2日 1270人 853人 1327件

３Ｂ病棟
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看護師になって

3Ｂ病棟　中村　優里

　当院に就職して3年目となりました。入職当初は緊
張の毎日で、仕事を覚えることや日々学習することに
必死でしたが、3B病棟のスタッフの皆さんに支えて
いただきながら楽しく日々の業務を行うことができて
います。
　看護師3年目となり自分の看護観を持っての患者さ
んに対する看護や、リーダー業務などで責任を感じる
ことが以前より多くあり、ミスをして落ち込むことや
自分の未熟さを痛感する場面が沢山あります。そんな
時に私の支えとなっているのは、入職時から変わらず
同期の存在です。同期の中には幼稚園や地元の高校が
一緒で、昔から仲良くしてくれている同期もいます。
友達であり職場の仲間として助け合うことができてお
り、私にとってかけがえのない存在です。辛いことが
あっても乗り越えることができたこと、看護師として
3年目になれたことは同期のおかげであり感謝の気持

ちでいっぱいです。
　急性期である3B病棟は入退院など患者さんの入れ
替わりが多く、手術もあり忙しくはありますが治療や
リハビリを終え笑顔で退院していく患者さんの姿をみ
ると、喜びややりがいを感じることができるようにな
りました。看護師としてまだまだ未熟ではありますが、
今後も患者さんに寄り添うことができ看護師として成
長していけるように努力していきたいと思います。

１年を振り返って

3Ｂ病棟　馬場　くるみ

　看護師として働き始めて１年が過ぎました。１年
間を振り返るとあっという間だったと感じます。最初
は出勤すること自体に不安や緊張もあり、看護技術の
ほか病院の仕組みや器材の場所など覚えることもたく
さんありました。帰宅してからも、勉強だったり仕事
でやり残したことがないか不安になることも多くあり
ました。そんな時、先輩看護師や同期に相談しなが
ら、できなかったことやわからなかったことなどの悩
みを解決していくことで、仕事にも慣れていきまし
た。いまでは自立して行える看護技術や仕事量も増
え、チームメンバーの一人として意識し、仕事をして
います。
　２年目からも自分からわからないことを勉強し先輩
看護師に聞いたり、やったことのない看護技術を率先
して行い、チームメンバーとしての意識をつけていき
たいと思っています。また、１年目は自分に精一杯で
あったため患者さんとのかかわりが少なかったなと思
います。そのため、患者さんの訴えていることを受け
とめ患者さんと多くかかわっていきたいなと思ってい
ます。

　最近は子猫２匹を飼いはじめて、一緒に遊ぶことが
最近の楽しみです。コロナが落ち着いたら、友達と温
泉旅行に行ったりドライブしたいなと思っています。

同　期

子猫ののんちゃんとぽんちゃん
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【スタッフ】
浅田　孝章　　看護課長
岸本　悦子　　看護係長
佐野　　舞　　看護主任
看護師：28名　准看護師：１名　看護補助者：10名  
医療クラーク：１名　看護事務：１名
（うち短時間正職員：５名　パート：１名　看護補助
者学生：3名　看護師夜勤専従：１名　看護補助者夜
勤専従：１名）
3学会合同呼吸療法認定士：２名
認知症ケア認定看護師：１名

【部署の特徴】
　４Ａ病棟は、消化器内科、脳神経内科の急性期病棟
です。予約入院のほか、他医療機関からの紹介患者の
受け入れを行っています。
　消化器内科では、糖尿病（教育入院）や肺炎、胆膵
疾患に対する内視鏡的乳頭切開術（ＥＳＴ）、内視鏡
的胆道ドレナージ術（ＥＢＤ）治療内視鏡では胃や大
腸の腫瘍に対する内視鏡的粘膜切除術（ＥMＲ）消化
管閉塞に対するステント留置術、出血性疾患に対する
止血術を行っています。
　脳神経内科は、後志圏内では数少ない急性期病院と
して、脳脊髄、末梢神経、筋肉に関連した疾患の診断
と治療を行っています。脳卒中やアルツハイマー型認
知症をはじめとする認知症疾患、パーキンソン病およ
び関連疾患も増えています。認知症の患者が増加し、
身体疾患を持った認知症患者は、せん妄や行動・心理
症状を起こしやすく治療に難渋する事が多いです。受
持ち看護師を中心にチームで情報共有しながら、患
者・家族の思いに寄り添い意思決定支援し多職種で連
携しながら地域へとシームレスな対応ができるように
看護ケアを実践しています。

【実　績】
令和２年度

新入院患者数 639人
退院患者数 475人
平均在院日数 20.2日
稼働率 81.1％
内視鏡件数 336件

【令和２年度の取り組み】
　今年度は、COVID-19のパンデミックが発生し、
当院もCOVID-19陽性患者を受け入れるため、病床
調整が必要となりました。当病棟では、COVID-19
陽性患者の受け入れはしていませんでしたが、他病棟
で受け入れのために病床が減少した分、急性期の入院

対応やその病棟への人員応援など協力し、地域の医療
に貢献できるように取り組みました。感染対策のた
め、面会制限が必要となり、入院される患者様やその
家族にも不安や多大なご不便をおかけしてしまいまし
た。荷物の受け渡しや電話対応だけでなく、病院全体
でWebを利用した面会を工夫し不安の軽減に努めて
いきました。安心して入院生活が送れるように、患者
様へ寄り添い支えるということを再認識し見直す機会
となったと思います。
　個別性のある看護を実践していくためには、受持ち
看護師が中心となり、早期に介入し患者・家族と目標
を共有していかなければなりません。看護師だけでは
なく、それぞれの専門性を発揮し、多職種で協働して
いくことが重要です。連携強化していくためにも、受
持ち看護師が役割を発揮していくことが求められます。
　そこで、『患者、家族と目標を共有し、看護を展開
する』を目標に掲げて取り組んでいきました。
　変化する医療・看護情勢において、質の高い看護を
提供していくためには、看護専門職として日々、学習
していくことも重要です。ナーシングサポートの活用
や研修参加、勉強会の開催など学習しやすい環境作り
が必要です。看護師の責務として、自ら進んでその能
力の開発と向上に努めなければなりません。当病棟で
は、勉強会の開催やe‐ ラーニングを活用し、知識
の向上に努めました。勉強会は、「介護保険につい
て、お金のこと」「皮膚のケア」「胆石症」「BiPAPに
ついて」「DNARについて」「認知症」「糖尿病、イン
スリンの種類」「内視鏡による膵臓系検査、治療につ
いて」について開催し学びを深めました。
　ワークライフバランスの充実や安全な看護ができる
職場作りをしていくことが、健康で働き続けられる職
場、安全で安心して働く環境へ繋がっていくため、業
務効率化を図り、業務改善していくことが求められま
す。電子カルテの機能を活用し、入院数の多い疾患や
使用頻度の高い項目のケアについてセット化を行いま
した。また、ピクトグラムを活用してスタッフ内の情
報共有を強化していきました。職員満足度調査でも業
務効率が上がりで働きやすくなったとの回答があり、
働きやすい職場環境づくりの目標達成に繋がったと考
えます。
　医療安全の取り組みとして、「与薬時の3回確認の
徹底」を配薬カートに掲示し、注意喚起をおこないま
した。チーム会で遵守できているか確認し、リーダー
会を通じて確認していきました。インシデントの当事
者だけでなく、事例を共有し振り返ることで発生減少
に繋がったと考えます。令和元年度内服関連10件、
注射関連11件、麻薬関連、3件で計24件でした。令
和２年度は４月～3月の合計で11件。内服関連は４

４Ａ病棟
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件、注射関連６件、麻薬関連１件と各項目で目標値
を達成し、薬剤に関する事故を減少することができま
した。

【今後の目標】	
　高齢化が急速に進む小樽市において、急性期から在
宅まで切れ目のない医療・看護を提供するために、
様々な取り組みを行ってきましたが、これまで以上に
地域の患者のニーズに対応するための病院改革が必要
となります。看護部においても生活を見据えた対象と
して患者を捉え、看護を提供することを目標に、多職
種連携、チーム医療の推進、退院支援の強化等に取り
組んできました。
　多職種連携を強化していき、受け持ち看護師の役割
が発揮され、中堅層の看護師や有資格者が活躍するこ
とで、患者やその家族が望む意思決定支援ができま
す。看護師が患者・家族の思いを聴き、意思決定支援
を支え、倫理的配慮のある看護の提供できるよう取り
組んでいきます。

  文責　看護課長　浅田　孝章

１年を振り返って

４Ａ病棟　葛西　翔暉

　当院で働き始めて２年目になりました。入職当初は
何をするにも緊張していて、お腹が痛い日々が続いて
いました。自分の業務をこなすことに精一杯でした。
覚えることもたくさんあり、仕事がうまくいかず悩
み、落ち込むことも何度もありましたが、先輩方に励
まされ、支えられて乗り越えることができました。
　夜勤が始まったときは不安でいっぱいでした。夜に
出勤できるのか、夜中起きていられるのか不安でし
た。また、趣味の時間やプライベートな時間が無く
なってしまうのではと心配していましたが、明けの日
や、入りの日など細かな時間が増え、自分の趣味であ
る山登りや筋トレなどをして有意義に過ごすことがで
きています。
　４A病棟では脳血管疾患から内科疾患など多種多様
な疾患の方が入院されており、学習も大変ですが、自
分が目指していた仕事に就くことができ、仕事をして
いるときや患者さんとお話をしているとき、今の自分
は恵まれているなと毎日感じています。
　コロナウイルスが流行し、以前のように面会ができ
ない状況で患者さんや家族の不安も以前より増してい
るのではないかと感じています。実際に私自身も、昨
年祖祖母が病院に入院しており、面会できず、顔を見

ることもできない状況でとても不安だったのを覚えて
います。入院患者の家族の気持ちを知ることができ、
その経験を活かし、電話対応などでは患者さんの状況
が詳しくわかるような説明を心掛け、患者さん・家族
が安心して入院生活を送ることができるように支援し
ていきたいです。
　看護師の卵から羽化し、やっとよちよち歩くことが
できるようになってきた程度ですが、これからも初心
を忘れず、常に前を向き、時には少し休んだりして、
山を登るように前に進んでいきたいです。

札幌岳から見た羊蹄山
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令和２年度の年報

４Ａ病棟　田中　聖美

　私は看護大学在学中に遭遇したある人の死をきっか
けに、住み慣れた場所で死ねる地域について考え始め
ました。そして在学中に参加した看護学会で看護師が
行う退院支援・退院調整の必要性を知りました。長年
暮らした場所で療養生活を送れること、ゆくゆくはそ
の場所で死ねることを実現するためには、病院から自
宅に準備万端な状態で退院する必要があると考え、退
院支援看護師として当院に入職しました。入職後は入
院中および外来通院中の患者さん・ご家族への退院支
援・退院調整と地域で暮らし続けるための療養支援を
病院内および地域の支援者のみなさんとともに行って
きました。
　令和２年５月末より４A病棟配属となりました。
日々、看護をするなかで、患者さんがこれまで大切に
してきたことやこれからの生活の希望がみえてくると
同時に、退院が近づくと日常生活に戻ることへの不安
が感じ取れるようになります。看護師は、自分がその
患者さんだったら？家族だったら？地域の支援者だっ
たら？様々な目線で考え、患者さんの不安を解決する
方法を見出していく必要があると思います。そのため
には看護師が患者さんの生活のこと、病気のことをよ
りよく理解して退院後の患者さんをイメージすること
が大切です。それができれば、すでに退院支援・退院
調整は始まっています。時には看護に行き詰まります
が、病棟には経験豊富な看護師の仲間がたくさんいま
す。私が知らなかった情報が提供され、思いつかな
かった看護がどんどん提案されます。チームで行う退
院支援は、患者さんが住み慣れた場所に戻るためのよ

りよい手助けになり、看護師のやりがいにもつながっ
ているように感じます。病棟看護師が退院支援を主導
することで患者さんは希望する生活を実現できると考
えると、看護の力・チームの力は大きいと思います。
　小樽に住む人たちが、済生会病院なら入院してもま
た家に戻れる、病気になったけれど死ぬまで家にいら
れる手助けをしてくれると思えるような看護を提供し
ていくことが私の目標です。これからも看護チームの
一員としてよりよい退院支援を行っていけるよう、経
験や知識を深めていきたいです。

最後の旅行先はミャンマー
うしろの岩山は聖地のひとつ、急な階段を登りました
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【スタッフ】　
伊井　洋子　　看護課長
中山　優子　　看護係長
佐々木雪絵　　看護主任
看護師21名
（うち夜勤専従１名、短時間正職員3名、パート職員
１名）
准看護師２名、看護補助者９名、看護事務１名

【部署の特徴】
　４B病棟は地域包括ケア病棟です。急性期治療を終
えた患者さんを中心に、日常生活や退院に目を向けた
ケアを行っています。患者さんは院内ばかりではな
く、小樽市内の急性期病院や高齢者施設などからも、
積極的に受け入れを行っています。
　小樽市は高齢者が多いため、入院すると元の生活に
戻ることが困難な状況になることがよくあります。看
護師だけでなく、医師や薬剤師、リハビリテーション
スタッフや社会福祉士など、それぞれが専門的知識や
技術を出し合い、患者さんやご家族が安心して退院が
できるよう、地域と繋がりながら支援していきたいと
考えています。

【実　績】

入院（院内） 入院（院外） 病床稼働率 在宅復帰率 平均在院日数
367名 179名 80.6％ 83.4％ 21.8日

＊COVID-19に対応のため、実績集計は令和２年４月～令和3年１月までとしています

【令和２年度の取り組み】
　４B病棟は、看護部の目標を受けて「退院後の生活
を見据えたケアを提供できる」と「働きやすい環境を
つくる」を目標としました。
　普段、入院中の患者さんと接していると病気にばか
り目が行き、その方が地域で暮らす生活者だというこ
とを忘れがちです。入院中は大丈夫そうに見えても、
退院後に不自由なく生活できるのかを考えることが必
要でした。地域のケアマネージャーさんと連絡を取り
入院前の情報収集を行い、リハビリの進捗の確認、薬
の管理は可能か、家族の協力は得られるのか、家族に
介護力があるかなど、把握すべきことが山ほどありま
す。退院が難渋するケースもありましたが、受け持ち
看護師を中心に、チームで支えあい多職種との情報共
有を武器に取り組んできました。
　夏ごろから北海道でもCOVID-19が猛威を振るい、
当院も地域医療の役割を果たすため、陽性者を受け入
れることとなりました。初めてのことに戸惑いながら
も、スタッフの適応力の高さに驚かされ、また、頼も
しさを感じました。年明けからは市内の感染者の増加
に伴い、本格的に受け入れを開始しましたが、その時
も退院を見据えたケアや、働きやすい環境をつくるこ
とは、共通して取り組む目標として意識できていたと
思います。何よりスタッフから感染者を出さなかった
ことが大きな自信になっています。ただ、COVID-19
に対応するために、病棟を再編したことにより、地域
包括ケア病棟としての実績は、大きく低下してしまい
ました。スタッフも他部署の応援に回るなど、精神的
な負担も大きかったはずです。しかし、数字には表せ

ないスタッフの頑張りがあったからこその収穫もたく
さんあった１年でした。

【今後の目標】
　COVID-19の終息を願いつつ、私たちに求められ
ている役割をしっかりと果していきたいと思います。
COVID-19の患者さんをケアしたからこそ、地域と
のつながりの大切さをより実感しました。面会が制限
される中、患者さんやご家族が地域と繋がりながら、
安心して療養できるような看護をしていきたいと考え
ています。

  文責　看護課長　伊井　洋子

一致団結

４Ｂ病棟
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家

４Ｂ病棟　佐々木　雪絵

　「家族」をスマホで検索すると、家族（かぞく）と
は、「《家》によって結ばれた繋がり・共同体」のこと
であり～と書かれていました。そう、４B病棟を何か
に例えると（別に例えなくてもいいのですが･･･）「家
族」という言葉が思い浮かびました。
　令和２年はまさに、COVID-19に翻弄された年で
ありました。未知なるウイルスに皆が恐れ脅威にさら
されました。7月、４B病棟はコロナ対応病棟として

編成され、スタッフはコロナ対応のスタッフと地域包
括ケア病棟のスタッフと二分されました。病棟はゾー
ニングされ、スタッフの生活も一変しました。コロナ
部隊、包括部隊それぞれの役割を担いながらも、複雑
な気持ちで毎日過ごしたのを覚えています。ドアを挟
んで、不安の中コロナの患者さんに対応してくれてい
るスタッフ、包括病棟を守って退院支援を行ってくれ
ているスタッフ。あの時に感じた一つの絆は、４B病
棟《家》によって結ばれた繋がり・共同体なのだと確
信しています。
　令和3年１月に手術センターへ異動となり《家》か
らは離れてしまいましたが、連携や継続看護という形
で４B病棟に恩返しをしたいと思っています。

おうち時間

４Ｂ病棟　大崎　朱美

　世の中がすっかり様変わりしたこの１年。
　新型コロナウイルス病棟に配属となり始めの２ヶ月
間はホテルから、その後は自宅へ戻り病棟と往復する
だけの日々が半年近く経とうとしています。
個人防護具での看護ケアは意外にも体力を消耗し慣れ
ない環境での仕事は想像以上に緊張感があったように
思います。
　パンが好きで休日は市内・市外問わずパン屋さんを
巡るのが楽しみだった生活も様変わり。いわゆる自粛
生活が始まりました。
　勤務の疲れもあり何もする気が湧かないときもあり
ました。そんな６月のある日、テレビ見ていたらふと
梅仕事という言葉が聴こえてきました。この時期にな

ると毎年やってみようと思ってできないでいた梅酒つ
くりをしてみようと思い立ち、すくに材料一式を購
入、念願の梅酒をつくりました。
　それをきっかけに、少し前に購入し出番のなかった
ホームベーカリーを思い出しパンを焼いてみるなど今
ではおうち時間を満喫しています。
　いつ終息を迎えるか
予想もつかないコロナ
禍の日々ですが、看護
師としても生活人とし
ても今できることを
やっていくしかないと
思っています。
　時々はのんびりとし
た気持ちを持ちながら。

ありがとうございました

はじめての手作りパン
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【スタッフ】
兒玉　真夕美　　看護課長
佐藤　由紀枝　　看護主任
看護師　16名
准看護師　3名　（うち夜勤専従看護師　２名）
認知症ケア認定看護師　１名
介護福祉士　５名
看護補助者　４名　（うち夜勤専従看護補助者　１名）

【部署の特徴】
　５Ｂ病棟は、急性期の治療を終えた主に大腿骨骨折
の手術後や脳血管疾患の患者さんを対象に家庭復帰・
社会復帰を目指して365日リハビリテーションを重点
的に行う病棟です。自院だけではなく、他院からの紹
介患者も多く受入れています。医師、看護師、介護福
祉士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、薬剤
師、管理栄養士、医療ソーシャルワーカーなどの多職
種がそれぞれの専門性を最大限に発揮し、患者さんや
ご家族の思いに寄り添い、質の高いサービスの提供を
目指しています。

【実　績】（患者数・手術件数など）

入院患者数 病床利用率 平均在院日数 在宅復帰率 紹介受入れ数
353人 90.4％ 49.2日 83.7％ 103件

【令和２年度の取り組み】
　回復期リハビリテーション病棟は、急性期病棟に比
べると入院期間も長期化するため、入院中であっても
四季を感じることができ、楽しみに繋がるようなレク
リエーションを毎年企画、実施していました。しか
し、今年度は、コロナ禍のため大勢が集まるようなレ
クリエーションの実施はできませんでした。その中で
も、何か楽しみに繋げられないかと実施方法を試行錯
誤し、感染対策を徹底しながら12月にクリスマス会
を実施することができました。涙を流して喜んでくれ
た患者さんがいたのはとても印象的で、どのような状
況であっても私達ができることがあるならば考え実践
していきたいと思った出来事でした。さらに、今年度
からは脊髄損傷の再生医療の患者さんの受入れも開始
しています。また、リハビリテーションを行っていく
中で、動作能力の向上に伴い、転倒などのリスクも高
まっていくため、多職種で構成した転倒・転落予防Ｗ

Ｇの活動も活発に行ってきました。当病棟での取り組
みが病院全体にも普及するなど、スタッフ一同やりが
いを感じながら安全対策にも日々取り組んでいます。

【今後の目標】
　小樽市内だけではなく、後志管内でリハビリテー
ションをするなら、済生会小樽病院に行きたいと選ば
れる回復期リハビリテーション病棟を目指していま
す。高齢化に伴い独居の患者さんも多くなっています
が、できないだろうと諦めるのではなく、柔軟に対応
できる発想力を身に付け、どのようにしたら可能かを
多職種でトコトン話し合い、患者さん一人一人に応じ
た質の高いサービスの提供を目指し実践していきたい
と思います。
  文責　看護課長　兒玉　真夕美

５Ｂ病棟
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１年目を終えて

５Ｂ病棟　宮田　杏奈

　今年度より、新人看護師として入職し早１年が経ち
ました。新型コロナウイルスの影響で新人研修の回数
が減少してしまう中、臨床の現場で病棟の諸先輩や多
職種の方からご指導をいただくことが多くありまし
た。そのことで自身の知識や技術不足を強く感じる場
面がたくさんあります。また、時に厳しいご指導のな
かで看護学生時代とは異なる、患者様の生命を預かる
という「一看護師としての責任」の重さや大きな戸惑
いに不安を抱き大きな壁にぶつかることもありまし
た。そんな中でも優しく相談にのってくださり、具体
的にご指導をいただいた先輩方や同期、支えてくれた
家族がいたことは本当に恵まれた環境であったと思い
ます。

　看護師としての責任に押しつぶされそうになる中で
も、入院時はできなかったことが多い患者様が徐々に
ＡＤＬが向上し、元気に退院していく様子を見るたび
に、言葉にできない言いようのない嬉しさややりがい
を感じました。また、これから地域でその方らしく生
活していくためには何が必要なのか、自分の立場とし
てできることは何なのかを常に問い続けることの大切
さを強く実感しています。病棟には先輩看護師として
はもちろんのこと、人として尊敬しているスタッフが
たくさんいます。私自身も良い影響をもたらすことの
できるような人となれるようにもっと努力を重ね、頑
張りたいと思います。
　今後もチームの先輩方に積極的に報告・連絡・相談
を心がけ、初心を忘れないよう、しっかりと自身の克
服すべき所と向き合います。チームメンバーとしてケ
アを実施しよりよい看護が提供できるように実践を
行っていきます。
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仕事を頑張るために

５Ｂ病棟　小松田　まどか

　６月から中途採用で、５B病棟で働かせていただい
ています。回復期リハビリテーション病棟での仕事
は、慣れないことやわからないことも多くご迷惑をか
けていますが、スタッフの皆さんに助けられながらな
んとか毎日を過ごしています。こちらに入職する前
は、少し看護師を離れていました。久しぶりにフルタ
イムで働くようになり、休日のありがたさを身に染み
て感じています。
　皆さんは休日をどのように過ごされていますか。私
は子供が3人いるのですが、コロナ禍であり、あまり
外に出歩けないなか、子供たちをいかに退屈させない
ように、楽しく過ごせるようにと日々試行錯誤してい
ます。
　自宅から海までの距離が近いこともあり、夏はほと
んど海で遊んでいます。夏の遊び道具として新たに
SUPを購入しました。家族みんなでカヤックやSUP
で岩場の方まで行って遊んだりしました。上の子供た
ちが潜って遊んだりするため、一緒に潜ろうとした
ら、「ママ大丈夫？泳げるの？」「パパにつかまったほ

うがいいんじゃない？」と心配されました。ここ数
年、あまり潜ったりしていなかったため、母は泳げな
いと思われていました。まだまだ動けることをみせて
いかないとと頑張りました。
　冬には、ワカサギ釣りにはまりました。3、４年ほ
ど前から行ってはいたのですが、今年は電動リールを
購入し、沢山釣れることが楽しく、ドはまりしてしま
いました。子供たちは主人と一緒に竹を細く削って、
竿を手作りしていました。その竿たちは、初号機、二
号機、三号機と名付けられ、電動リールを使う私は使
徒と呼ばれました。エヴァたちも強敵ですが、次の冬
には使徒が増えるかもしれません。
　入職してからの２～3か月は毎晩のように仕事の夢
をみていました。少し落ち着いてきたため、慣れてき
たのかなと思っています。新しいことを学ぶことや、
患者さんとの関わりなど楽しく仕事を行わせてもらっ
ていますが、ブランクもあり、まだまだ不安をかかえ
たり、緊張したりすることもたくさんあります。それ
でも休日には思いっきり遊ぶことでまた仕事を頑張ろ
うと切り替えています。子供たちをいかに退屈させな
いように、といいながら、ちゃっかり自分が一番楽し
んでいたりしているようです。これからも仕事も遊び
も一生懸命頑張っていきます。

窓岩の手前で 初号機・碇シンジ
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【スタッフ】
伊藤　瑞代　　看護課長
吉田真知子　　看護係長
中山　祐子　　看護主任
田中　貴俊　　看護主任
看護師　　　：8名
資格取得者　：皮膚・排泄認定看護師１名
　　　　　　　糖尿病療養指導士１名
　　　　　　　内視鏡技師２名
　　　　　　　NST専門療法士１名
准看護師　　：１名
短時間正職員：５名
パート職員　：５名
看護補助者　：２名

【部署の特徴】
　外来を受診された患者さんの症状を聞き、診療科を
選択するための相談、診察時の介助、採血、検査の説
明や介助、治療や入院の説明を外科系、内科系のチー
ムに分かれて実践しています。また、内視鏡セン
ター、化学療法室における看護全般も外来看護課が
担っています。
　患者さんが安全に診察や検査が受けられ、安心して
病院を受診していただけるよう新しい知識や技術を身
に付け、質の高い看護を目指すとともに、病棟看護師
や他職種との連携を図り継続した看護を提供ができる
よう努めています。

【実　績】
令和２年度外来患者数

科別 外来患者延数（人）
内科 23,728
外科 2,710
整形外科 39,360
泌尿器科 16,498
循環器科 9,930
脳神経内科 5,089
リハビリテーション科 201
精神科 453
総計 97,970

令和２年度内視鏡・化学療法件数

内視鏡検査・処置件数 1,439
化学療法延件数 496

令和２年度　発熱外来患者数

発熱外来患者数 398

【令和２年度の取り組み】
　今年度は患者ニーズにあった看護を提供するため、
各ブースでカンファレンスを行い継続的ケアが必要な
患者さんに対して関わりをもち、スタッフ間で情報を
共有するようにしました。
　看護の質を向上のため、倫理的配慮のできる看護師
を目指し、ｅ－ラーニングの視聴や学習会を行い、さ
らに緊急時や災害時の対応が習得できるようマニュア
ルを作成しました。
　また、前年度より他職種との連携を強化するため
行っていました、化学療法や内視鏡カンファレンスも
継続して行なっています。

【令和３年度の目標】
１．看護対応力UP
２．働きやすい環境づくり
3．業務整理・効率化
４．適切な人員配置

  文責　看護係長　吉田　真知子

外来看護課
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育児と家事と仕事、そして、おばちゃん

外来看護課　伊吹　奈奈

　私は高齢出産といわれる年齢で子供を２人出産、し
かも年子で授かってしまいました。有り難いことです
が、それがどういうことか、「疲れ」と仲良くしなけ
ればならないという生活をしているということです。
　子供が乳児と幼児だった頃、夜泣きや授乳での睡眠
不足、食事介助、おむつ交換、そして、仕事や家事
（ほとんど手抜き）に追われ、体力的にも精神的にも
辛かったのか、可愛かった時期の子供の記憶がうっす
らとしかありません。もっと写真やビデオに収めてお
けば良かったと後悔先に立たずです。でも、鮮明に覚
えていることは、小児科に子供を熱や嘔吐で受診に連
れて行ったとき、20歳代だと思われるお母さんが、
化粧や身なりをきちんとしていたということです。私
はというと、すっぴん眼鏡に髪も一本に結んで、しか
も服なんてジーンズとシャツみたいな適当な服で、俗
にいう所帯じみてるお母さん、子供が調子悪いと、夜
泣きや嘔吐で布団を汚染するなど、子供もお母さんも
眠れない夜を過ごしているはずなのに…、「あれ？」
と思いましたが、「あっ私、おばちゃんだから体力が
衰えていて、おしゃれするパワーが0なんだ」と理解
しました。
　今は子供も小学校の中学年と高学年となり、夜泣き
なんてないですが、私の年齢が年齢なだけに慢性疲労
で過ごしています。仕事が忙しかった日や週の後半に
なってくると、夜ご飯は生協のトドックの冷凍食品
や、ほっともっとにお世話になったり、元気になるサ
プリメントを飲んで、プラセボ効果なのか、本当に効
いているのかは定かではありませんが満足している次
第です。
　今後は反抗期に突入するであろう子供と戦い、程々
に手抜きした家事をおこない、慢性疲労だけど、元気
なおばちゃんナースを邁進していきたいと思います。

日々の戦い

外来看護課　本間　　文

　私は外来の半日パートとして日々働かせていただい
ております。半日ですので戦力としてはわずかです
が、日々自分なりに精一杯仕事に従事しています。
　私は現在、外来において、内視鏡室での検査におけ
る患者対応や中央処置室での患者対応が主な業務と
なっています。
　中央処置室においては、時には心肺蘇生の場面に出
くわす事もありますし、どこの科にかかるとよいのか
わからないと言って来院された患者さんの情報をわか
る限り収集し、トリアージする場面にも出くわします。
　毎日いろんな患者さんを対応していますが、季節性
に増えてくる対応があり、毎年冬がやってくるとどん
どん増えてくるのが、ノロウイルスとインフルエンザ
罹患患者さんの対応でした。
　インフルエンザにおいてはワクチン接種もほぼ同時
期に出てくるため、毎年、今年も冬がやってきたなぁ…
と思いつつも、輪をかけて忙しくなる業務をとにかく
必死に行ってきていました。
そして、皆さんもご承知のとおり、
今、世界中で蔓延し、感染症の歴史に名を残すCOVID－19
またひとつ私たちの戦いの相手が増えました。
　この２年間で世の中の流れが大きく変わったことは
すでに誰もが記憶に新しく、いまだ大変不自由な日々
が続いています。
　そして私たち外来部門でも毎日、発熱患者対応や入
院前患者さんの対応でPCR検査の検体採取が行われ
るようになりました。
　対応の際には汗だくになることもしばしば…業務中
のフェイスシールドも慣れつつありますが、曇って大
変になることも…
　今後、どんな変化が起きてくるのか、いまだ誰にも
わかりませんが、とにかく日々この戦いの場での患者
対応をがんばっていきます。

元気になると思われるサプリメント 戦いの場
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【スタッフ】
松江知加子　　　看護課長
本間美穂子　　　看護係長
井上　晶子　　　看護主任
看護師　　６名
看護補助者　２名（午前１名・午後１名）

【部署の特徴】
　透析装置を25台有し、月水金は午前・午後の２
クール、火木土は午前のみの１クールで最大75人の
患者さんの血液透析を行うことができます。
　地域の基幹病院として、他院からの手術やリハビリ
テーション目的で入院された患者さんも多く受け入れ
を行っています。入院治療と並行して、維持透析に関
わる看護を提供させていただいています。
　透析患者さん一人ひとりに受け持ち看護師が存在
し、透析治療中だけでなく、地域の中での生活者であ
る患者さんの透析ライフを支えるお手伝いをしていま
す。

【実　績】  （件）

平成30年度 令和元年度 令和2年度

血液透析件数 9,478 9,458 8,411

　　　　　入院 1,098 876 869

　　　　　外来 8,380 8,582 7,542

新規導入件数 15 11 9

他院からの転入件数 30 15 26

旅行透析件数 8 7 0

【令和２年度の取り組み】
　令和２年度は部署目標として「患者の思いを知り、
その人らしく生きるを支える看護を提供する」ことを
掲げました。年代や背景が様々な透析患者さんの意思
決定を支援するには、患者さんの「思い」を引き出し
理解することが必要と考え、部署で傾聴学習会を開催
しスキルの習得に取り組みました。
　また、感染管理の観点から感染リンクナースが中心
となって、穿刺時のマニュアルを新たに作成しまし
た。このマニュアルは看護師だけでなく、透析セン
ターで協働する臨床工学技士とも共有し、センター全
体が共通認識のもと、より安全な手技で透析治療が提
供できるようになりました。
　令和２年度は新型コロナ感染症の蔓延により、以前
にも増して強固な感染対策が必要となりました。早期
から患者さんへのマスク着用・手指衛生などの教育と
指導、食事提供の中止、密を避ける環境調整などに取
り組み、１人の感染者も出すことなく過ごすことがで
きました。今後も、易感染性で重篤化しやすい透析患
者さんを守るため、厳重な感染対策を継続していきま
す。

【今後の目標】
　透析患者さん、ご家族にとって一生涯つづく透析治
療を支えるパートナーとして、よりよい透析看護の提
供を目指していきます。

  文責　看護係長　本間　美穂子

透析看護課
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コロナと私

透析センター　田中　葉子

　令和２年度、思い出すことは当然ですがコロナの流
行でしょうか。
　昨年の春には、コロナ禍での生活がこんなに長期化
するとは思いもしませんでした。
友達と旅行へ行こうと思っていたのに「こんな状況
じゃいけないね」で終わり。
少し恨めしい気持ちではありますが、悪いことばかり
ではありません。
　感染リンクナースであった私は「今がチャンス！」
透析室でのコロナに対する感染対策として、ベッド周
囲の環境清掃の頻度が増えました。感染対策として密

かに行いたかったことが、コロナの流行により実現で
きました。
　そして、何より私が作成したかったベストプラク
ティス（以下、ベスプラ）の「透析穿刺」マニュアル
に取り組むことが出来ました。
　令和元年度から企画準備をしつつも、なかなか進め
られずにいた「ベスプラ」感染対策室の澤主幹にアド
バイスを受けベスプラ担当の感染の認定看護師さんに
も相談にのってもらい他の施設では、どのような感染
対策を行っているのか教えて貰いつつ１番は透析室ス
タッフの協力があってこそ、完成できたと思います。
個人としては、目標に向けて取り組む楽しい時間だっ
たと思います。
　患者さんに対し、少しでもより良い看護が提供でき
るようにまた自分自身も楽しく看護が行えるように、
日々の業務を大切にしていきたいと思います。
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【スタッフ】
谷川原智恵子　　　　課長
臼杵　美花　　　　　係長
佐々木雪絵　　　　　主任
看護師　　　　　　　６名
准看護師　　　　　　１名
助手　　　　　　　　１名

【部署の特徴】
　人員は、十分ではないが病棟経験者の異動が有り手
術センタ－看護師の層が厚くなりました。患者にとっ
て手術という大きなイベントに対して安全な手術を行
い患者に寄り添い不安の軽減に努めています。

【実　績】
手術件数：1421例（前年度153例増）
整　　形：1015例　外科：185例　泌尿器：221例
脊椎の手術、小児の手術の増加
　新型コロナ感染症の蔓延でも手術制限を行うことな
く手術を受けてきた成果だと思います。

【令和２年度の取り組み】
　安全面からカウント業務の見直しや術前訪問開始を
固定チ－ム中心に取り組んで来ました。カウント業務
に関しては、器械セットを見直し局所麻酔手術、泌尿
器科に（ＴＵＲ）取り組みました。全症例には至りま
せんがその他の手術への取り組み、基準の作成等、来
年度に持ち越すこととなりました。
　術前訪問も実施は数件できたものの基準、実施に関
わる書類の整備も来年度に持ち越しとなりました。

【今後の目標】
　カウント業務の完全実施、術前訪問の実施（看護計
画含め）により安全で患者に寄り添う看護を継続でき
る様に努めていきたいと思います

  文責　看護課長　谷川原　智恵子

はじめての手術室

手術・中材看護課　藤原　揚子

　令和元年に第二子を出産し令和２年に育休から復帰
しました。どこの部署で復帰をするのかドキドキしな
がら、配属されたのは手術室。ペアンとコッヘルの違
いもわからなかった私は、急いで手術室看護の本を買
いに行きました。以前ミャンマーでのボランティアツ
アーに参加したときに、一番必要とされていたのが手
術介助のできる看護師でした。挑戦してみたいなと思
いつつ自分には無理だと諦めていましたが、その数年
後にまさか自分が手術室で働くことになるとは思って
もみませんでした。
　勤務初日は心臓が飛び出そうになるくらいの緊張。
実際に働き始めると聞いたことのない言葉が飛び交
い、聴力が低下したのかな？と思うくらい言葉を聞き
取ることすら出来ません。麻酔導入時にはシリンジを
持つ手が震え、初めての直接介助では緊張しすぎて記
憶がありません。何も出来ない自分にがっかりし、落
ち込む毎日でした。
　それでもなんとか続けていられたのは、手術室の看
護師・臨床工学技士・助手さんのおかげです。忙しい

業務の中何もわからない私に優しく丁寧に指導してく
ださり本当に感謝しています。まだまだわからないこ
とばかりですが、チームの一員として少しでも役に立
つことが出来るよう頑張ります。
　病棟と比べると患者さんと接する時間が少ないです
が、手術は患者さんにとって人生の一大イベントで
す。その手術に関わる看護師として、患者さんに少し
でも安心感を与えられるようにしていきたいです。

手術・中材看護課
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私の楽しみ

手術・中材看護課　髙橋　久美子

　私の趣味は２つあります。１つは旅行です。13年
間欠かさず国内や海外に、息子と二人で行くか、友達
と一緒に行きます。夫はいつも留守番と言うのが、我
が家の定番です（笑）
　私と息子は、最近テーマパークと寺院がお気に入り
でよく行きます。京都の貴船で６月～９月期間限定
で行われている川床での会席料理は風流で最高の贅沢
を味わい癒やされました。御朱印帳も3冊目に突入で
す。
　もう一つの趣味はLIVEです。これも子供と友達と
一緒に行きます。やはり夫は、留守番です。LIVEは
息子の好きなダンス系で盛り上がるものから、私が昔
からファンのアーティスト等、色々なLIVEに参加し
ています。LIVEで盛り上がり、すっきりして「頑張
るぞ」という気持ちになります。旅行や、LIVEでス
トレス発散していましたが、コロナウイルスの影響で
旅行にも行けず、日程が決まっていたLIVEは中止に
なりました。ショックを受けました。そんな時にさら
に追い打ちが…我が家が水害に遭い大変だったことで
す。手術センターのスタッフの皆さんの、優しさや思
いやりの心に感謝しています。大変な日常でしたが、
職場に来てホッと出来ました。
　以前は事務職で全く違う職場環境で、驚き戸惑い、
仕事が分からず落ち込む日々でした。しかし今は、仕
事も楽しくこれからも頑張っていきたいです。早くコ

ロナウイルスが落ち着いたら、今年度は怪我や水害に
遭ったので、旅行に行きたくさんの寺院を廻りお祓い
をして悪い運を断ち切り、これからも頑張っていきた
いです。
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【スタッフ】
高井　奈津子　看護課長　診療看護師（NP）
　　　　　　　　　　　　（日本NP教育大学院協議会認定）
　　　　　　　　　　　　慢性疾患看護専門看護師（CNS）
　　　　　　　　　　　　介護支援専門員
高野　純子　　看護師　　慢性疾患看護専門看護師（CNS）
　　　　　　　　　　　　脳卒中リハビリテーション看護認定看護師
今野　晶子　　看護師

【部署の特徴】
　地域看護課は、主に入退院支援・調整、在宅療養移
行支援を実践しています。院内外の多職種と連携・協
働し、患者・家族へより良い看護・医療等を提供する
ことを目指して、病気との付き合い方、生活上の工
夫、地域サービスの利用などの情報提供、相談、調整
を行い、患者・家族ができるだけ自分らしく療養生活
を送ることができるよう支援しています。

【実　績】
１．入院支援
　当院は50％の予約入院、50％の緊急入院の入院傾
向があり、その中で整形外科の予約は70～80％であ
るため、令和元年8月からＰＦＭ機能の導入として整
形外科予約患者を対象に支援しています。この入院支
援は地域看護課が主で実践していますが、外来スタッ
フをはじめ多職種の協力により、入院時支援加算の算
定にも繋がっています。入院時から退院後の生活を見
据え、多職種協働による支援を早期に介入できるよう
に体制を整えています。令和２年度は218件の入院支
援を実施し、入院時支援加算２の算定件数は192件/
年でした。
　地域連携経由の紹介患者の情報（診療情報提供書、
看護添書など）入力も継続実践し、看護業務の負担軽
減、看護ケアへの時間転換などへの評価をしています。
２．退院支援・調整（在宅療養移行支援）
　地域看護課の看護師は、地域連携課（MSWや事務職）
との日々のカンファレンスや、病棟のカンファレンス
参加・退院前カンファレンス開催、家屋調査を実施
し、院内外の多職種と連携・協働し、患者・家族が安
心・安全に地域で過ごせるような支援を継続していま
す。しかし、今年度はコロナ禍による影響により、感
染対策に重点を置き、院内での面談や退院前カンファ
レンス、家屋調査などに制限が生じました。ご家族、
地域医療関係者とは電話やタブレット面談など連絡方
法に変化があり、直接対面して状況把握できることの
大切さを痛感した１年でした。時世の変化に対応し、
患者・家族の意向に添えるような支援体制を検討・構
築していくことを改めて考える機会にもなりました。

３．教　育
　院内外の看護教育・人材育成に貢献できるような体
制作りを継続しています。慢性疾患看護専門看護師の
大学院講義及び実習、看護師特定行為研修を院内ス
タッフの協力を得ながら、高井が担当いたしました。
また、看護部入退院支援委員会と共に退院支援研修を
実施し、退院支援は日常の看護過程として展開するこ
とであること、患者の生活を見据えた看護をするため
には対象理解を深めることへの気づきが研修生から得
られた研修に関わりました。
　入退院支援における課題を抽出・検討していく中
で、看護部全体で活用するデータベース、看護計画に
ついての課題も明らかになりました。次年度、看護
部、委員会等関係者と解決に向けて策を講じていきた
いと考えます。
　地域看護課各人が教育的支援及び実践ができるよう
に修練を積んでいきます。

【令和２年度の取り組み】
　患者にとってより良い支援体制作りを目指すととも
に、看護業務の負担軽減、看護ケアへの時間転換など
への評価をしながら、入退院支援体制の構築を継続し
ています。当院としてできるＰＦＭ機能を整形外科予
約患者の入院支援を実践し、現行できる体制は整い、
入院時支援加算２算定実績もできました。
　今年度はコロナ禍による感染対策により、面会制
限・面会禁止が続いています。その中で、患者・家族
が安心・安全に治療・療養生活をしていただくために
は、どのような看護実践、医療提供ができるのかを改
めて考える１年でした。入退院支援における課題を抽
出・検討していく中で、看護部全体で活用するデータ
ベース、看護計画についての課題も明らかになりまし
た。次年度、看護部、委員会等関係者と解決に向けて
策を講じていきたいと考えます。

【今後の目標】
　コロナ禍による影響も鑑み時世の変化に対応し、こ
れまでと同様に入院・在宅の場だけでなく、病気を抱
えながら、希望する生活場所で、安全に安心してその
人らしく暮らせるような支援ができるように、医療・
福祉・介護の連携・協働の強化・整備を継続的に実践
していきます。繁雑な看護実践の中、これまでの入退
院支援の課題を含め、看護師が患者主体のケアを実践
し、生活と医療を統合したケアマネジメントができる
ようにアセスメント力の向上を目指し、体制作りを継
続していきます。

  文責　看護課長　高井　奈津子

地域看護課
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【スタッフ】
教育委員長：早川　明美（教育課長）
教育委員： 岡本　麻理、兒玉　真夕美、伊井　洋子
　　　　　（以上課長）
　　　　　臼杵　美花（係長）
　　　　　佐野　　舞、中山　祐子（以上主任）

【部署の特徴】
　教育理念「済生会の看護理念を理解し、安全で安心
できる質の高い看護を提供できる看護師を育成」のも
と教育委員会を運営し、新人の研修とラダー研修の企
画、運営、評価を行っています。

【実　績】
　看護部新人入職時研修、看護部新人研修、看護部ラ
ダー研修の企画、運営、評価し、次年度の計画企画、
立案を行います。

【令和２年度の取り組み】
１．新人看護職員入職時研修
　新人６名が入職し、４月２日（木）、3日（金）の
２日間で入職時研修を行いました。新型コロナ感染の
影響で急遽プログラムを縮小し、感染対策を万全に研
修を行いました。研修は社会人・組織人としての心構
え、看護部の概要、各部署の紹介など看護職員として
働くための基礎学習と、研修後すぐ職場で看護実践が
できるように電子カルテ、看護記録、看護技術「採
血」「静脈注射」など演習を多く取り入れました。

２．新人研修
　新人研修は新人看護職員研修ガイドラインをもと
に、当院の「新人看護職員指導計画」に合わせ研修計
画を立案しました。４月、５月、６月は新人のリアリ
ティショックが少なくなるよう基礎看護技術「清潔」
「排泄」「環境調整」「移動・休息」日常生活援助技術
の向上と、「感染予防」「与薬」「バイタルサイン測定」
「採血」の実践力を強化しました。その後は看護部の
目標に合わせ「認知症ケア」「退院支援」「緩和ケア」「メ
ンバーシップ」を行いました。新型コロナ感染の拡大
により当初の研修計画の中止、変更を余儀なくされま
したが万全の感染対策の中新人研修を行うことができ
ました。

３．ラダー研修
　今年度より「なでしこキャリア開発ラダー」の改訂
があり新たな認定制度の運用となりました。それに伴
いラダー研修のあり方、企画、記録を根本から見直し
しました。さらにラダーと研修の連動について、研修
内容について時間をかけて検討し新たなラダー計画と
書式を作成することができました。今年度はラダーⅡ
「メンバーシップ」とラダーⅢ「リーダーシップ」２
研修を行いましたが、来年度へとつながる研修となり
ました。

【今後の目標】
　2025年に向け必要とされる「安心できる質の高い
看護師」を育成するため教育委員と共に取り組んで行
きます。

  文責　看護部教育看護課長　早川　明美

新人研修「初めてのＢＬＳ、急変対応」

新人研修「シリンジポンプ、輸液ポンプ」

教育看護課
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事 務 部

	■総 括

【事務部の体制】
（組織体制）
・管理事務室：総務課、経理課
・医療支援室： 医事課、地域連携課、   

医療クラーク課、健康診断課
・情報システム課

（職員数）
正職員　43名
常勤雇用契約職員　23名
非常勤雇用契約職員　13名
計　79名

（役職者）
部長１名、室長２名、課長１名、主幹２名、
係長3名、主任11名

（主な保有資格）
診療情報管理士、社会福祉士、精神保健福祉士、社会
保険労務士、医療クラーク、医療メディエーター、医
療経営士、医療情報技士、作業療法士
※令和3年3月31日現在

【令和２年度の取り組み】
１． 重症心身障がい児（者）施設みどりの里との施設
統合に係る各種準備と統合後の運営

　令和２年度は新型コロナウイルスの感染拡大が進む
中、大きな事業として令和２年９月に重症心身障が
い児（者）施設みどりの里との施設統合が行われまし
た。
　北海道済生会第１期基本構想（平成22年～平成31
年）では、小樽市が地区計画に定める小樽市築港の医
療・福祉関連サービス業務地区にて、新たな事業価値
の創造として「まちづくり」を掲げており、その第一
次事業として平成25年に済生会小樽病院の移転新築
が行われ、この度、第二次事業として令和２年９月
にみどりの里の移転新築・済生会小樽病院との統合が
行われました。
　みどりの里との統合に合わせ、健診センターを拡充
し、また北海道済生会が運営する介護サービス事業も
新施設に移設統合することで医療・福祉・介護の一体
的な提供が可能となり、地域の介護事業所、商業施設
等と連携し、地域住民、高齢者や障がい者の利便性を
向上し、まちづくりを実現することを目指しています。
　施設統合により済生会小樽病院、みどりの里にて

別々にある機能を集約させ、業務の効率化、生産性の
向上が図れます。事務部門では施設管理、購買管理、
情報システム管理を集約し、医療技術部門では薬剤
室、臨床検査室、放射線室、栄養管理室、臨床工学室
を集約しました。
　その他、移転統合に合わせて病院情報システム（電
子カルテシステム、各種部門システム）の更新、MRI
を始めとした各種医療機器の更新を行い、一部、済生
会小樽病院の建物改修も行いました。

２．事務部の行動計画と取り組み
　戦略テーマを「強みを活かそう（ONE　TEAM）」
とし、基本的には前年度の計画を継続し次の通り取り
組むこととしました。
≪財務の視点≫
・健全経営（経営の黒字化）
≪顧客の視点≫
・患者満足度の向上
・紹介・逆紹介の強化
・職員満足度の向上
・地域健康増進サービスの強化
≪内部プロセスの視点≫
・みどりの里との統合による業務の効率化
・働き方改革に係る業務改善
・部門横断的業務の連携推進
≪学習と成長の視点≫
・医療関連システムの更新・活用
・多職種連携・相互理解
　
3．新型コロナウイルス感染症対策・対応
　令和２年４月より新型コロナウイルス感染症が急
速に拡大したため、前述２．の行動計画を踏まえなが
らも、感染症対策を最重点項目と定めて通常診療の継
続と感染症対応の両立を図るため、感染対策室、診療
部、看護部、医療技術部と連携し、職員一同となって
以下の事項を取り組みました。
・ 新型コロナウイルス感染症に係る職員行動指針の策
定・徹底
（かからない、持ち込まない、うつさない為の行動
指針、第１報～第8報）
・発熱外来の設置、運営（令和２年12月～）
・ 新型コロナウイルス検査体制整備・運営（令和２年
12月～）
・ 新型コロナウイルス入院患者受入体制整備・運営
（令和２年7月～）
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　新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、三密
（密閉、密集、密接）を避けるため、様々な活動に制
限がかかりました。
　患者さんへの影響としては、入院患者さんの面会制
限、外来の密集防止として症状が安定した慢性期疾患
の患者への電話等を用いた投薬中心の診療、発熱の症
状がある患者さんの診療時間・場所の制限などが生じ
ました。そのため、感染対策を図りながら、少しでも
環境を改善するよう、検温モニターの設置、オンライ
ン面会の実施など取り組んで参りました。
　業務への影響としては、密を避けるため、院内外の
関係者との会議や集合研修、集合イベント開催の制限
等がありました。一方で、デジタルトランスフォー
メーション（DX:最新のデジタル技術を駆使した、デ
ジタル化時代に対応するための企業の変革）が急速に
進んできたため、当院でも事業の継続のため、管理部
門等におけるテレワーク環境の整備、緊急時の職員一

斉メール機能の整備、オンライン会議の推進等を行っ
て参りました。

【今後の目標】
　新型コロナウイルス感染症の拡大は未だ続いてお
り、今後の終息の鍵としてワクチン接種が期待されて
います。当院では自治体、地域医療機関と連携し、積
極的にワクチン接種に取り組んで早期の感染終息に貢
献して参りたいと考えております。感染対策を図りな
がらワクチン接種、通常の医療を両立させる体制を早
期に構築して参ります。
　また今後はポストコロナを見据えた病院改革が求め
られます。DXの更なる推進を図り、感染流行時や災
害時にも医療の継続的提供ができる体制と経営基盤の
確立に並行して取り組んで参ります。

  文責　事務部長　五十嵐　浩司
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【スタッフ】
蝦名　哲行　課長（管理事務室長兼務）
秋元かおり　人事・給与グループ、臨床研修・秘書グループ（主任）
内山　泰男　人事・給与グループ（主任）
細松　有香　庶務グループ、臨床研修・秘書グループ
中川　雅美　庶務グループ
吉田　理恵　臨床研修・秘書グループ
成田　明美　電話交換グループ
寺島　光代　電話交換グループ
吉田　悦子　電話交換グループ
神山　拓也　施設管理グループ（主任）
豊川　哲康　施設管理グループ
古田　順一　施設管理グループ
島田　宜幸　施設管理グループ
松原　　明　施設管理グループ

《委託職員》　　 中央監視スタッフ　3名（夜間・休日）   
警備スタッフ　　　５名（夜間・休日）

【部署の特徴】
総務課は、大きく４部門に分かれて業務を行っております。
①　人事管理、労務管理、給与計算、文書管理、庶務関係
②　臨床研修事務、医局秘書業務
③　電話交換、防災センター業務・窓口受付、制服の在庫管理
④　 施設管理、法定検査・自主検査の計画及び実施、備品の点検・修繕対応、中央監視室・防災センターの管
理、委託業務の管理

　
【実　績】
常勤職員数の推移　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：人）

区分 平成30年4月 平成31年4月 令和2年4月

医師 24.8 25.1 25.8

看護師・准看護師 183.9 176.4 165.8

看護補助者 40.2 40.1 49.2

医療技術職 107.9 111.5 110.0

事務職員 61.4 72.9 66.3

その他職員 14.6 15.6 24.0

合　計 432.8 441.6 441.1

光熱水使用量実績

平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

電気使用量（kWh） 2,711,832 2,743,010 2,531,846 2,544,260 3,253,294

ガス使用量（㎥） 366,810 400,262 384,411 390,815 526,559

水道使用量（㎥） 31,808 31,666 31,708 31,796 35,776

※令和２年９月以降、みどりの里増築棟光熱費含む

総 務 課

管理事務室
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【令和２年度の取り組み】
○労務管理業務の効率化と新制度への対応
・新勤怠管理システム「勤次郎」導入
打刻システムにより、客観的な出退勤時間を把
握、給与ソフトへの取り込みによる　給与計算一
部自動化、出勤簿のペーパーレス化、職員の在院
状況の把握、院内統一の勤務表、様式９（入院基
本料等の施設基準に係る看護事務の配置）の自動
化の実現、職員が利用しやすい環境構築の為の
メーカー交渉
・職員満足度調査の実施
・ストレスチェックの集団分析の実施
・対象職員への生活習慣病予防健診の実施
・保健師による無料の特定保健指導の実施
・ 新型コロナウイルス感染症に関する職員周知
・受入体制情報の外部提供禁止について
・ 職員本人及び家族発熱の際の対応について
・対応職員の手当等について他
・職員緊急連絡メールのシステム構築
・男性育児休業休暇取得制度の職員周知

○研修管理体制の強化
・専門医制度内科専門研修プログラム　２名在籍
・看護師特定行為研修
①第２期生研修開始
② 平成30年２月指定の8区分に加え、令和3年
２月に「ろう孔管理関連」新規区分指定を受ける

○ 電話交換業務の更なる応対力の強化と顧客サービス
の向上
・ 電話交換グループが管理事務室に移動となった
為、管理事務室内他グループとの情報共有・連携
強化の実現
・「不審電話対策マニュアル」の院内周知　 

○施設管理
《法定点検》
・建築設備定期報告
・消防設備点検（総合点検、機器点検）
・簡易専用水道検査、受水槽定期清掃
・ 作業環境測定（ホルムアルデヒド、エチレンオキ
シド）
・煤煙測定（冷温水発生器２機）
・事業場排水測定結果報告
・医療ガス設備点検
・ 第一種圧力容器性能検査（貯湯槽２機、滅菌機２機）
《その他》
・自衛消防訓練の実施
・安全運転管理者等講習の受講
・自衛消防業務講習の受講

・みどりの里増築に伴う改修工事
・ 非常電源増設工事（内視鏡、放射線、生理検査、
薬剤冷蔵庫の停電対策）

　
〇その他
・院内Wi-Fiシステムの構築
・ 図書室の移動、情報システム課と連携した図書貸
出システムの運用開始
・ 職員のタクシーチケットの取扱い規則を再構築し
職員へ周知

【今後の目標】
　今年度から本格導入となりました勤怠管理システム
「勤次郎」の活用による更なる業務改善と標準化・平
準化を図り、各部門と連携していきます。
昨年度同様、初期臨床研修医の受け入れを目指し、臨
床研修体制の更なる強化を目指します。
今年度、看護師の特定行為研修第２期生がスター
ト。設備やカリキュラムなど働きながら学びやすい環
境づくりを進めます。
　また、施設の維持・管理をし、患者さんに快適な療
養環境を提供し、健全な病院経営の一助となれるよう
日々の業務を進めていきます。
　令和２年９月にみどりの里と統合致しました。総
務課として双方の職員の皆さんが安心し気持ちよく働
けるよう、業務に取り組みます。

  総務課　事務主任　内山　泰男
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33年振りのピアノ

総務課　寺島　光代

　私は今ピアノに夢中です。50手前の再開組です。
　子供のころピアノを習っていましたが中学の時、親
に「ピアノを辞めたい」と言ってやめた後も家で気ま
まに弾くなどし、中学校の文化祭で合唱の伴奏を１回
しました。
　その後、引っ越しに伴い弾く機会がないまま数年が
過ぎ、久しぶりに弾いてみたら全く弾けず、指も全く
動かずショックで茫然としました。　
　それからはもっぱら「聴く」専門です。動画で演奏
を鑑賞するのは大好きでそれで満足でしたが、好きな
曲の楽譜は弾かないのに時々購入しておりました。
　それが令和元年、約30年ぶりにピアノ再開に至っ
た一番のきっかけは総務課の中川さんが新人歓迎会の
時に「トロンボーンをやっている」と話していたの
と、蝦名室長も楽器をやっていると聞いて「何か楽器
やりたい…！」との思いが募りました。
　そしておよそ30年ぶりにピアノに向かいました。
　恐る恐る右手で「ドレミファソラシド」と弾いてみ
ましたが、音が大きくご近所に恥ずかしいので慌てて
小さな音で弾き、左手は全くもって動かなくフニャフ
ニャの「ド、レ、ミ…」
　そんな状態で、ラヴェルの「亡き王女のためのパ
ヴァーヌ」の最初の２小節、時間にして8秒程をたど
たどしく、下手くそに弾いた時、「ドーン！」とお腹

の底に美しい音楽が鳴り響く感覚とピアノという楽器
の素晴らしさに、雷に打たれたような衝撃でした。
　その日、家までの道中、世界がバラ色に見えました。
　それから丸２年、動かない指に脳から指令を送り、
自分の手と対話しながら多い時は、毎日２～3時間、
休日は５～６時間、ハノン、スケール、アルペジオ、
ツェルニー、バッハのインベンションなど訓練中です。
　ようやく指もまわるようになり今年初め、モーツァ
ルト「ピアノソナタ　Ｋ５４５　第１楽章」と、ショ
パンの「子犬のワルツ」が弾けるようになりました。
　練習していると気付きと発見に日々驚かされます。
もっと精度を上げ、目指す音に近づけるよう奮闘中で
す。ピアノは奥深いです。やっと入口に立てました。
果てしない道のりですが、いつの日か、憧れの曲が弾
けるようになりたいです。今度は辞めません。
　一生続けたいと思います。
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【スタッフ】
蝦名　哲行　　課長（管理事務室長兼務）
堀　　博一　　係長
佐藤　　緑　　主任
世戸　収子

【部署の特徴】
　主な業務は、出納（現金・預金の管理）、旅費計
算、会計システムへの入力・帳票の作成、郵便物の発
送、予算・決算業務、借入金、経営分析、財務諸表作
成、未収金管理、固定資産管理など　病院の『資産』
に関する業務全般となります。

　令和２年度は、昨年度に引き続き　新型コロナウイ
ルス感染症に関する手続きや　各種研修会のWebで
の開催など例年とは違った１年となりました。
　さらに課員の異動が年度末にあり令和3年度は新た
なメンバーでコロナに立ち向かって行く事となります。

【実　績】＜令和２年度　経理課関係行事＞
４月　令和元年度　決算報告、支部監事監査
５月　 令和元年度　消費税報告、支部理事会（コロナ

ウイルス感染症対策の為、書面での開催）
６月　令和元年度　法人税報告
7月　 全国済生会病院長会開催（於：グランドパーク

小樽）
９月　 みどりの里　移転統合、支部理事会（令和２年

度施設整備計画・補正予算）　
10月　令和２年９月期　プレ決算実施
12月　 有限責任監査法人トーマツ訪問往査⇒新型コロ

ナウイルス感染拡大防止の為延期
１月　支部理事会（令和3年度事業計画、予算）
3月　 有限責任監査法人トーマツ訪問監査 ⇒訪問監

査１日、Web監査２日間

【令和２年度の取り組み】
　以前からの目標である月次決算・集計・分析作業等
の迅速かつ正確に行えるよう業務の平準化、簡略化、
作業分担の見直しなどにより他部署との連携強化さら
に時間外勤務の減少など成果がみられました。
　また、今年度はみどりの里との統合により医療機関
としては、１つに統合しましたが、経理としての業務
では、収入・支出などの按分計算をするなど新たな業
務も増えました。

【今後の目標】
　ここ数年、毎年のように課員の異動がある事を踏ま
え詳細な業務マニュアルの作成や、みどりの里との統
合による業務の煩雑を改善し更なる経費節減を目指し
たいと思います。

  文責　事務主任　佐藤　　緑

経理課　経理グループ
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【スタッフ】　
蝦名　哲行　　　課長（管理事務室長兼務）
小野　翔平　　　主任
宮崎　広次
荒木亜由美　　　SPDスタッフ
碓井あさこ　　　SPDスタッフ
片岡　真彩　　　SPDスタッフ
山澤　啓子　　　SPDスタッフ
須貝　洋子　　　SPDスタッフ
吉田　有希　　　SPDスタッフ

【部署の特徴】
　一昨年度末からSPD業務の自営化を行い、新体制
になってから２年目を迎えました。初年度から引き続
きのメンバーでやっておりましたが、みどりの里との
統合で業務が増えたことの影響で新たな人員を２名迎
え入れることとなりました。みどりの里との統合によ
り、配送部署や取り扱い品目が増えたため、より一層
ピッキングミスや配送ミスなどを減らすように努力し
ました。
　業務としては各部署で使用する物品の在庫管理・院
内配送・業者との受発注をメインに行い突発的に発生
したりする医療機器の修理対応や新規購入の交渉の窓
口として担当して調整などを行う部署です。

【令和２年度の取り組み】
　令和元年度の後半から新型コロナウイルスの影響で
診療材料等の物品の供給不足などが多数発生し、令和

２年度についても引き続き診療材料の欠品がないよう
に調整をする日々が続きました。併せて今年度はみど
りの里との統合もあり、全体の診療材料の使用量が増
加しているため、その点も含めて各業者・メーカーと
の物品の供給や出荷日などの調整を行ったうえで、院
内で欠品の恐れがある場合は事前に各部署と相談し対
応策などを検討して何とか乗り切りました。
　今年度はみどりの里との統合ということもありまし
たが、高額な購入物品が多かったです。電子カルテの
更新や放射線の一般撮影装置・テレビ装置・MRIなど
メーカーやディーラーとの価格交渉などに苦戦したと
ころもありましたが、各部署の方々の協力もあり、終
えることができました。
　また、新型コロナウイルス感染症の補助金の活用の
ために院内で感染対策として必要な物品や医療機器、
発熱外来のプレハブなどの購入手配や契約手続きなど
令和２年度も新型コロナウイルスに振り回される１
年となった気がします。

【今後の目標】
　みどりの里と統合して業務が増えた一方で生産性を
上げることもできる部分もあると思いますので、シス
テムなどを活用して業務の効率化を目指して行いたい
と思います。また、費用についても施設ごとの按分な
どの計算もあるため経理Gとも共有しながら取りこぼ
しがないように業務を遂行したいと思います。

  文責　事務主任　小野　翔平

経理課　用度購買グループ
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入職して３年目。環境の変化を経て

経理課　宮崎　広次

　済生会小樽病院に入職して丸２年が経ち、今年度が
3年目となります。この数年間で社会には様々な変化
が訪れましたが、振り返ると私自身、多くの変化が
あったと思います。その中の変化の一つとして大き
かったのが、部署異動でした。
　元々大学で福祉を学び、社会福祉によって困ってい
る方の力になりたいと思っていた私は、福祉を実践し
ていく場として病院を選択しました。福祉の分野はと
にかく幅広く、高齢者～児童、障がい、母子…と多く
の形があります。これからの時代どの領域も極めて重
要であり、私自身も関心がありました。その中から私
は医療を選びましたが、それは一つの挑戦でもありま
した。というのも、病院という場所は様々な専門職が
集まる場であり、福祉の分野の中でも強い専門性と多
岐に渡る知識を求められる領域であるからです。のん
びりとして穏やかな気質の私には、病院は（職域とし
て）向いていないのでは？という声もありました。確
かに私自身、ハードルの高さは感じておりましたが、
だからこそ医療現場で私にもできることがあるのでは
ないか？と思い、この世界に飛び込みました。
　そして私は現在、巡り巡って、事務部経理課として
用度・購買部門を担当させて頂いております。「用度」
という言葉を知らず、「購買」といえば学食を思い浮
かべるほどこの分野から縁遠かった私にとって、最初
は大きな不安がありました。後に、病院の収支におけ
る「支（支出）」を司る部門であると理解した時には、
大きなプレッシャーを感じたのを覚えています。
　私が異動した当時、用度・購買部門は「SPD」の
病院自前化という、大きな転機を迎えておりました。
SPDとはなにか、病院に勤めて初めて聞いたという
方が大半かと思われます。かくいう私も、例に漏れず
その一人でした。SPDとは「Supply Processing 
Distribution」の略であり、「院内物流管理システム」
などと訳すとイメージしやすいと思います。簡単に言
うと病院内での物品の流通を一か所で管理し、看護師
やその他の専門職が本業に集中できるようにサポート
する部門です。
　SPDは自前化と同時にスタッフ編成も新たにな
り、その時に入職された方々は私からすると同期のよ

うな親しみがありました。最初こそ不安はありました
が、わからないことがあれば相談できる上司、先輩、
同期（SPD入職スタッフ）がおり、段々と不安は解
消され、「済生会小樽病院のSPD」が徐々に形作られ
ていくことに楽しさすら感じておりました。
　SPDのスタッフは入れ替わることもありますが、
私が異動した当時から今まで在籍されている方々は共
に頑張ってきた共通体験もあり、わからないことを相
談し合える良い関係が築けています。今年で3年目と
なる私が、ここまで頑張ってこれたのは、こうした共
に働く方との関係性や環境に助けられたことが大きい
と常に思っております。
　今の業務内容で私がいいなと思うことは、病院内の
様々な方と関わりを持ち、医療材料や医薬品、時には
消耗品を通じて、その方の専門分野に触れることがで
きる点です。また、単純に専門職同士の連携だけでは
知ることのなかったであろう各部署の苦労も肌で感じ
ることができ、よい勉強になります。
　最初に目指していた形とは違いますが、福祉分野を
極めるだけでは得られないような部分まで見ることが
できて、医療という領域の奥深さを感じ取ることがで
きるのは、私にとって大切な経験であると考えていま
す。
　来年度を迎えれば４年目となります。「仕事はまず
は3年」という言葉もあり、後輩はなかなか出来ませ
んが、もう新人のような振る舞いはできないと強く感
じるようになりました。今後も部署異動によって業務
が変わることはあると思いますが、どの業務も病院、
つまりは患者さんの「よい生活」のためにあると思っ
ています。自身が病院でしたかったことは何か、何を
したくて病院を目指したのか、迷うときはその原点を
思い起こし、これからも業務、そして勉強に励んでい
きたいと思います。

実家の癒しの翔くん 今春旅立ったラブちゃん
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【医事課員名簿】

氏名 役職名 専門・認定資格等

堀　　博一 係長

武田　和博 係長

舘林くるみ

伝法　俊和

平澤　慎吾 診療情報管理士・

医療経営士3級

世戸　収子 （R3.２月～）

太田　歌子

小泉　幸代

本間　美江

（その他　雇用契約職員　8名）

【部署の特徴】
　患者さんが病院を受診するとき、最初と最後（受付
と会計）に係わりを持ち、患者さんが病院のイメージ
を決める大きなファクターがある部署です。きめ細や
かな対応はもちろんのこと、苦しい立場である患者さ
んに寄り添い、診療部門や看護部門等とは違ったサー
ビスを提供していく部署になります。
　また、医療サービスを診療報酬請求ベースに医療収
入へ置き換える中心的な役割があり、病院経営におけ
る最も重要な業務を病院全体と連携し担っています。

【実　績】
・査定金額　　20％削減（前年度比　約320万円削減）
・返戻件数　　20％削減
・未収金金額　15％削減
施設基準動向
・認知症ケア加算２　⇒　認知症ケア加算１
・医療安全連携加算　連携先追加
・感染防止連携対策加算　連携先追加
・妥結率
・急性期一般入院基本料１　⇒　２　⇒　１
・入退院支援加算
・感染防止対策加算　AST加算
・看護職員夜間配置加算
各種加算・管理料等算定数増加となった項目
・がん性疼痛緩和指導管理料
・肺血栓塞栓症予防管理料
・診療情報提供書料、退院時診療状況添付加算
・摂食機能療法

【令和２年度の取り組み】
①顧客の視点
・新型コロナウイルス対応（電話投薬、発熱外来）
・ 消費税増税によるわかりやすい掲示へ変更（外来フ
ロアマネジャー・病棟担当スタッフ）
②内部プロセスの視点
・ みどりの里との統合に伴い、請求業務が一本化され
た。
・ 月１回定例ミーティングの実施
（査定・返戻対策、DPCコーディング精度向上につ
いて、未収金対策）
③学習と成長の視点

その他重点課題
・査定対策・レセプト点検の精度向上
・未収金対策
・DPC請求精度向上
・医事課スタッフの働き方の見直し

【今後の目標】
　DPCの導入という請求上の大きな変化を乗り切り
さらにステップアップを図るべく各スタッフの研鑽や
連携・協力が進んだ年でした。各自自主的にコーディ
ングを学び医事課終礼をもちい情報共有をおこなえる
仕組み化も進みタイムリーに情報共有できたことで査
定・返戻対策にも波及効果がうまれました。
　今後としては、診療報酬改定対策はもちろんのこと
DPC請求のさらなる精度向上を目指して、より適切
なコーディングの組み立て方を学び、詳細不明病名の
理解を深め、できる限り減らせるようにしていきたい
と考えております。レセプト請求の面でも査定・返戻
をさらに減らせるよう、月１回の課内ミーティングを
常態化し、情報の共有を行うなどして研鑽を積み重ね
ていけるようにしていきたいです。
　また、働き方改革関連法が施行されました。事務職
員は他職種の職員に比べ有休取得率が特に低いといわ
れております。職員と協力しながら、業務分掌による
正規職員と非正規職員の業務内容のバランスを考え残
業をできる限り減らし、仕事の効率化を図り、有休の
完全消化へとつなげていきたいと思っています。

  文責　事務係長　武田　和博

医療支援室

医 事 課
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我が家のかわいい小さな家族

医事課　舘林　くるみ

　我が家には個性豊かな雄犬が3匹います。
　そもそも犬を飼い始めたのは犬好きの旦那がもらっ
てきたのが始まりでした。犬を飼い始めた当時は今ま
でインコしか飼育経験がなく悪銭苦闘の毎日でした。
長男の「マロン（雑種）」は水が大嫌いです。マロン
は実はカナヅチだったのです。水嫌いになった原因
は、予防接種後初めての散歩デビューで家族との海水
浴でした。波うち際で遊んでいると、波に襲われて
（笑）そのことがトラウマとなり雨降りは軒下を歩き
水たまりはよけて通り、｛お風呂｝と言った言葉には
家中逃げ回る等本当に水が大嫌いでした。
　中型犬より大きくなったマロンの散歩中にはよく
引っ張られ、ある時は頭を４針縫う大けがをしたこと
もありました。
　温泉好きの旦那はマロンを必ず連れて行き、家族で
行動を共にしていました。
　亡くなった旦那の療養生活では、マロンは家族に

とってなくてはならない存在となり、子供達それから
マロンの存在があったからこそ辛い事も乗り超えられ
たと思います。
　そんな中、娘が父親のいない寂しさからかマロンも
一匹ではかわいそうだからと、店で売られている人気
ＮＯ.１の小型犬で次男の「ココ（ＭＩＸ）」が家族に
なりました。ＮＯ.１だけあってとても可愛く社交性
もありやんちゃな犬だけどおだやかなマロンとの相性
も良好でした。
　その後、動物好きな娘がトリマーの職を目指し、専
門学校の先生にカットの練習台にと、進められて買っ
たのが3男の「うり（トイプードル）」です。うりは
あまえんぼうで食いしん坊！犬同士にはツンデレだけ
ど、そんな3男坊を先住犬は心よく受け入れてくれま
した。
　匂いフェチなマロン・愛嬌のあるココ・臆病なうり
と、大きさや個性の違う3匹を飼うのは大変です
が、散歩していると町内では3匹は人気者で皆によく
声をかけてもらいかまってもらっている姿を見るとい
やされ、大変さを忘れてしまいます。
　皆さんも見かけたら是非、声を掛けて下さい。
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【スタッフ】　
浦見　悦子　　事務係長
・医師事務補助グループ　　16名
柴田　幸子　　事務主任　　ドクターズクラーク
葛西　淳子　　事務主任　　ドクターズクラーク
平尾　　愛　　　　　　　　ドクターズクラーク
焼田久美子　　　　　　　　ドクターズクラーク
田宮　千晶
伊藤紀美江　　　　　　　　ドクターズクラーク
他、雇用契約職員11名のうちドクターズクラーク５名
・外来受付グループ　　　　7名

【部署の特徴】
　医療クラーク課では外来診察補助業務、医療文書の
作成補助業務、回復期リハビリテーション病棟専従医
師の事務作業補助業務、医療の質の向上に資する事務
作業業務、予約センター業務等を行っています。

１．外来診察補助業務
　業務の中心となる外来診察補助業務では各ブロック
受付、各外来診察室、内視鏡室、中央処置室にスタッ
フを配置し診療がスムーズに進められ、医師・看護師
の事務的負担軽減が出来るよう各種検査・処方・リハ
ビリ等のオーダー代行入力、次回予約入力、検査説明
等を行い多職種と連携し業務を行っています。

２．医療文書の作成補助業務
　各種診断書、介護保険主治医意見書、医療要否意見
書等の作成依頼・作成代行及び医師が作成した完成書
類の処理、問合せ当に対応しています。

3． 回復期リハビリテーション病棟専従医師の事務作
業補助業務

　医師の回診に同行し、各種検査・診察記録等のオー
ダー代行入力や入退院に係る文書作成代行業務を行っ
ています。

４．医療の質の向上に資する事務作業業務
　診療に関するデーター整理、手術の症例登録等を
行っています。

５．予約センター業務
　平日14～16時まで患者さんからの診察予約や予約
変更等の電話連絡に応対し、患者さんに寄り添いご希
望にお応えできるよう努めています。

【実　績】
文書取扱い件数  （件）

診断書（入院証明書・通院証明書） 1,187

診断書（当院書式） 537

傷病手当 246

身体障害者診断書 85

特定疾患個人調査票 44

労災（照会・意見書） 445

介護保険主治医意見書 775

医療要否意見書（生保） 1,372

計 4,691

予約センターでの予約件数（各外来での対応も含む）  （件）

予約 4,158

予約キャンセル 786

予約外案内 866

その他 2,408

計 8,218

【令和２年度の取り組み】
　令和２年度は新型コロナウイルス感染症流行により
感染症拡大防止対策として、症状が安定している慢性
疾患で外来受診されている患者さんの電話による診療
（投薬）の対応、外来受診に来院される患者さんへの
体温・体調確認等、感染対策を図りながら外来診察補
助業務につとめてまいりました。
　業務改善としては全クラークが医療文書の作成補助
業務を行えるよう取り組み、作成日数の短縮及びク
ラークの知識習得にもつながりました。さらにはク
ラーク業務の質の向上・教育強化を図るため、ラ
ダー・ＯＪＴプログラム作成・キャリアパスの修正に
ついて検討を行いました。
　また、医師の事務作業の負担軽減を図るため更なるタ
スクシフティングを進め、業務の拡大につながりました。

【今後の目標】
　患者さんを中心とした医療を提供できる環境作りを
サポートしていくため、医師・看護師の事務的負担を
より軽減出来るようスタッフのスキルアップを図り、
各部門とのコミュニケーション・連携を強化してまい
ります。また、文書業務の効率化・精度向上を図り、
患者さんからの問合せにスムーズに対応出来るよう
日々心掛けていきたいと考えています。
　新型コロナウイルス感染症の終息の目途が立ってい
ない状況です。継続して感染症対策を徹底しながら外
来診察補助業務等につとめて参りたいと思います。
  文責　事務係長　浦見　悦子

医療クラーク課
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これまでを振り返って

医療クラーク課　伊藤　紀美江

　私は平成25年の済生会小樽病院新築移転の時期に
入職しました。
　早いもので8年が経ちました。入職時は医療ク
ラーク課としての経験、知識もなく失敗ばかりで落ち
込む毎日でした。そんな中、医療クラーク課の先輩、
医師、看護師の皆さんに励まされ、ご指導頂きながら

何とか働く事ができました。とても感謝しています。
ありがとうございます。
　内科外来、整形外来と経験させて頂き、患者さんを
中心とした医療を提供していくことや医師の事務的作
業負担を軽減していく為にはどのようにしていくかブ
ロックスタッフと考える事ができる迄に成長させて頂
きました。現在たくさんの後輩も増えました。昨年か
らは後輩に業務を教える側に立たせて頂き、伝える事
の難しさを改めて感じ初心を思い出し業務を行ってい
ます。とても前向きで一生懸命な後輩達と共に今後も
貢献していきたいと思います。
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【スタッフ】
三上　　亨　　　課長
窪田　恭子
吉田　幸恵

【部署の特徴】
　小樽市内の企業健診、各種がん検診を含む市民健診
のほか、余市町のがん検診をはじめとする後志管内の
市町村や、近年は札幌方面からなど、広範囲よりご利
用いただいております。今年の8月に支部北海道済生
会の関連施設の病院敷地内への移転に伴い、当科も新
たに「健診センター」として、新棟１階に移転し、今
までの６倍の広さになり、利便性向上を目的に採尿室
や採血室などをセンター内に設けた事により、スムー
ズに健診を受けていただけるよう対応しております。

【実　績】

生活習慣病
予防健診

特定健診
・市民健診 人間ドック 企業健診 一般健診 ちょこっと健診 合計

人数（人） 1,219 789 116 2,124 441 264 4,953
収益（円） 18,189,943 6,002,775 3,806,622 15,544,282 3,459,156 178,800 47,181,578

【令和２年度の取り組み】
　今年度は、小樽市内でも４月頃から新型コロナウイ
ルス陽性者が出始めたため、市の要請により、市民健
診の中止を余儀なくされました。それに伴い、前半の
四半期は前年比59.2％、中でも、５月の単月は前年
比18.2％の稼働率でした。8月からは、健診セン
ターに移転し、採尿、採血が同室内で行えることか
ら、検査部門と連携し待ち時間の短縮など、効率的に
実施することにより、一人一人のトータルの健診時間
を短くできるように取り組んで行きました。さらに、
後期は、前半分を取り返す勢いで積極的に健診を受入
れ、結果前年比、約95％の実績で推移しております。

【今後の目標】
　地域の方々に、健康管理、健康診断の重要性の理解
を深めていっていただけるよう、またニーズに合った
健診内容を提供できるよう、健診知識の向上に努めま
す。

  文責　吉田　幸恵

健康診断課
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【スタッフ】
阿畠　亮　　　課長（医療支援室長兼務）
三﨑　一彦　　主幹
村上　京子　　主任
吉田みのり　　社会福祉士
小林　政彦　　社会福祉士
田中　　諭　　社会福祉士
佐藤　愛友　　社会福祉士
福森　星輔　　社会福祉士
金田智香子
石橋　慶悟

【部署の特徴】
　当院の特徴である回復期リハビリテーション病棟の
運営・管理のため事務部地域連携課では入退院支援の
ための専従スタッフを配置しております。（MSW２
名・事務職員１名）
　業務内容としては院内・院外の入院患者さんを急性
期病棟から回復期リハビリテーション病棟へ転棟させ
るため病状確認・日程調整・院内各部門調整・施設基
準管理・稼働率管理・患者支援など多岐に渡ります。
専従のスタッフは主治医や病棟看護師・リハビリテー
ション室と連携し情報共有を図っております。
　また、MSWは認知症ケアチームや緩和ケアチーム
など各種専門チームにも所属し社会福祉士とて専門性
を発揮しております。更に済生会の根幹事業である生
活困窮者等に対する無料・低額診療を推進するため
MSWを中心に周知活動・広報活動などを行い相談窓
口として各種活動をしております。
　その他、経験豊富な事務職員（医事課や医師事務作
業補助など）が地域のクリニックや介護施設等とも入
院が必要な患者さんの窓口として対応しております。

【実　績】
紹介率　38％
逆紹介率　38％
平均在院日数　急性期病棟　16.5日（3月末時点）   
　　　　　　　回復期リハビリテーション病棟
  52.4日（3月末時点）

【令和２年度の取り組み】
　当院の特徴である急性期から回復期までの診療をよ
り強化するため回復期リハビリテーション病棟へのス
ムーズな転棟に取り組んでおります。回復期リハビリ
テーション病棟の専従MSWと入退院支援をする事務
職員が入院と退院を一体的に把握し病棟の高稼働率を
維持するためのチームづくりや施設基準をクリアする
ために医師・看護師・リハビリテーションスタッフと
の連携をより強化するため情報の共有・発信を積極的
（DX等）に実施しております。
　その結果としては病床の高稼働と施設基準の達成を
継続できております。今後も各部門との連携やサポー
トを強化し患者サービスの向上にも取り組んでいきた
いと思います。

【今後の目標】
紹介率　40％
逆紹介率　40％
無料低額診療率　10％（延べ患者数に占める割合）

  文責　事務課長　阿畠　　亮

地域連携課
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そして挑戦は続く

地域連携課　三﨑　一彦

　早いもので作業療法士として働き始めて30年、当
院に勤めて10年が経ちました。この紙面をお借りし
て、これまでを振り返りたいと思います。
　この30年間にタイトルをつけるなら“挑戦”にな
るかなと考えました。平成２年札幌医大衛生短期大学
部を卒業してから作業療法士としての挑戦は始まりま
した。就職では「リハの最先端を学びたい」と思い、
神奈川にある大学病院の採用試験に挑戦しました。ラ
イバルはいましたが「たまたま男性が欲しかったか
ら」という理由で採用してもらえました。ここでの臨
床業務は右も左も上も下も前も後ろもわからない事だ
らけで毎日が挑戦の連続でした。また初めての全国学
会発表、分担執筆等にも挑戦しました。４年目の
時、先輩から非常勤での新宿区の訪問作業療法を受け
継ぎ、超急性期リハと在宅リハの二刀流に挑戦しまし
た。歌舞伎町をママチャリで駆け抜けてクライエント
の自宅へ向かうのは違った意味で挑戦でした。６年間
勤めた後、茨城の大学に移り、付属病院の開院に関わ
りました。この時は教育職と研究職と付属病院職員と
大学院生と父親の五刀流に挑戦しました。平成12年
４月の診療報酬改定で回復期リハビリテーション病棟
が制度化されたことに伴い、付属病院の回リハ病棟の
立ち上げに挑戦しました。結果、日本で最初に認可さ
れた7つの病棟の中の１つになることが出来まし
た。初の国際学会発表のため、カナダのモントリオー
ルまで一人で全て手配して旅をしたのも刺激的な挑戦
でした。５年間勤めた後、北海道に戻り恵庭の専門学
校に勤めました。ここではE病院の新築移転に関わ
り、新しい作業療法室のデザインに挑戦させてもらい
ました。
　済生会小樽病院での挑戦は、学生が就職したという
ご縁で、指導のため週に１回非常勤で来ることに

なったのが始まりです。関わる中で「小樽市のリハビ
リテーションの質向上に挑戦したい」と思うようにな
り、専門学校を退職し、正職員として採用してもらい
ました。新病院の新築移転に向け、作業療法室と５B
病棟のデザインにスタッフの皆さんと挑戦したことは
強く記憶に残っています。移転後は回リハ病棟のマネ
ジメントにも挑戦させていただき、入院料２から１
へ引き上げたことも大きな挑戦でした。和田院長には
「大丈夫です！」と酔った勢いで自信満々に言いまし
たが、実は内心不安でした。
　そして令和２年12月より、リハビリテーション室
から病床管理室および地域連携課へ異動となり、回リ
ハ病棟の病床管理に専念することとなりました。「小
樽、後志圏域のリハビリテーションの中核を担う病棟
として、回復期リハビリテーションを必要とするクラ
イエントを誰一人取り残さない」を自身のミッション
として掲げ、新たな仕事に挑戦しています。他にも多
くの事に挑戦してきましたが、「ホームランバッター
は三振も多い」と言われるように、成功もあれば失敗
も数多くあります。それでも挑戦の場を与えていただ
いた方々、支えていただいた方々にはこの場を借りて
感謝申し上げます。
　写真は昨年千歳川で釣り上げた60cmのブラウント
ラウトです。更なるサイズアップを目指して挑戦して
いるのですが…。この挑戦が一番難しい。

60cmのブラウントラウト
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【スタッフ】　
大田　隆宏　　主幹
井上智香子　　主任
本間　真一　　主任

【部署の特徴】
　電子カルテ、医事コンピュータ等のシステムの保
守、運用とともに、医療情報のデータベースの構築、
利用、データ活用の為、アプリケーション作成を行っ
ています。
　電子カルテ、医事コンピュータのほかに独自の
SQL Serverによるデータベースを構築しているた
め、データの医療情報以外に救急のデータ、紹介デー
タ等を随時必要なデータを追加してデータを作成でき
るようになっています。医事データは平成27年度か
ら前日までの、2,000万件以上のデータを即時取り出
せるよう毎日OLAPへ格納して、Excelで簡単にデー
タを取得できるようにしています。
また、北海道済生会支部の他施設へのシステム導入支
援を行っています。

【実　績】
◦　電子カルテ導入
令和２年９月に電子カルテ切り替えを行いまい
た。Nutanix社製 HCIサーバーにして電子カル
テ、PACSなど合計7部門のシステムを仮想化し
ました。24台のサーバーで稼働していたシステ
ムを４台のサーバーに集約しました。仮想化する
ときにベンダから今までのリソース（メモリ容
量）を倍にして提示されメモリが足りなくなった
のは反省しています。リソースを倍にする必要は
ありませんでした。HCIですのでサーバー更新時
もベンダSEがいなくてもサーバーの入替が可能
になりサーバー更新時の費用を圧縮できます。
サーバーメンテナンスもシステムを停止せずにメ
ンテナンス可能になりました。VMwareで稼働し
ていたシステムも一部信頼性の高いNutanixへ移
行しました。仮想環境のセットアップ、運用は情
報システム課で行っています。

◦　ネットワーク更新準備
電子カルテ切り替えに伴いネットワークの更新を
行いました。患者の利用可能にしました。

◦　電子カルテ用ウイルスサーバー構築
電子カルテで使用するウイルススキャンソフトを
済生会本部共同購入に変更するため、電子カルテ
用ウイルスサーバーを構築しました。

◦　バックアップサーバーの構築
バックアップサーバーをテープ保存するため構築

を行いました。電子カルテ、PACSなど重要デー
タをテープへ保存しています。

◦　みどりの里統合による各種レポートの修正
日計表、債権レポート、未収金、Tableau、書損
レポートなどのレポートを修正しました。

◦　みどりの里環境構築
AD、ファイル共有など構築を行いました。ファ
イルサーバーも容量拡大するなど再構築を行いま
した。

◦　給与明細メール送信
メールの確認処理をAzure（クラウド）を利用して、
院内のデータベースと連携できるようにしました。

◦　COVID19支援プログラム
検体採取、発熱外来など対等した職員への手当支
払いのためレポートを作成しました。

◦　リモート利用
自宅から院内のパソコンにアクセスできるよう設
定を行いました。当初、SoftEtherのフリーソフ
トで接続していましたが、通信の安定性、セ
キュリティの観点からPaloalto（ファイアウォー
ル）にVPN機能を設定して接続できるようにし
ました。認証はAD認証にして、自分のパソコ
ン、自分の仮想環境のみアクセスできるようにし
ました。

◦　心臓リハレポート作成
心臓リハの対象患者がいないか検査結果を表示す
るレポートを作成しました。

◦　輸血レポート作成
輸血関連の結果をスキャンしていますが、ス
キャンデータと算定が一致しているかレポートを
作成しました。

◦　勤次郎（勤怠管理システム）関連
支援プログラムの機能追加および各種手続きの自
動化を進めました。みどりの里の移転対応、支
部、老健はまなすでの本稼働支援を行いまし
た。リビジョンアップ作業を２回行いました。
（PC打刻および看護休暇・介護休暇の時間取得
対応）

◦　緊急連絡メールのシステム化
勤次郎において職員のメールアドレスの収集を行
い、緊急時に取集したメールアドレスに一斉送信
できるシステムを構築しました。また、みどりの
里移転後にみどりの里向けの同システムも構築し
ました。

◦　デジタルサイネージのシステム化
職員用デジタルサイネージのシステム化を行いま
した。

◦　テレビ・冷蔵庫レンタル管理システムの開発

情報システム課
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テレビ・冷蔵庫の定額サービス化に伴い管理シス
テムを構築しました。

◦　済生会ビレッジ移転支援
地域ケアセンターの済生会ビレッジへの移転に伴
いネットワーク構築等の支援を行いました。

◦　感染対策室支援
感染対策室依頼によりCVカテーテル挿入患者等
の情報収集を行うプログラムを開発しました。

【令和３年度の取り組み】
　DWHのサーバーが入替時期になりDWHの再構築に
取り組みます。DX(Digital Transformation)の手法
を含め院内業務の効率改善を目指します。

【今後の目標】
　たくさんプログラムが稼働しているため、途中異常
終了してもわからなくなることがあり、処理を可視化
したいと考えています。COVID-19関連等の突発的
な対応にもシステム面で支援を行います。

  文責　事務主幹　大田　隆宏



─ 87─

各委員会・診療チーム

【メンバー】
Adviser       ：水越　常徳　医師
Chairman     ：安達　秀樹　医師
Director      ：多田　梨保　管理栄養士
Sub Director ：友原妃東美　管理栄養士
・医 師…水越　常徳、安達　秀樹、明石　浩史
・管理栄養士…多田　梨保、權城　　泉、友原妃東美
・看 護 師… 中山　祐子、五嶋　佳奈、村山　綾香 

田中　寛子、平岩　悠子、森　　靖子 
照井　りか、高橋　知子

・薬 剤 師…鈴木　景就、笠井　一憲、佐渡　　望
・理学療法士… 松村　真満、米田健太郎、浅香　翔梧 

廣田　正和
・言語聴覚士…加賀　潤輝
・臨床工学士…横道　宏幸、吉田　昌也
・事 務 部…金田智香子、田宮　千晶
　
◆ 日本静脈経腸栄養学会TNT研修修了(医師)…   
明石　浩史、安達　秀樹、高田美喜生、松谷　　学  
水越　常徳、宮地　敏樹
◆日本静脈経腸栄養学会認定NST専門療法士…
逢坂裕美子、笠井　一憲、權城　　泉、鈴木　景就 
多田　梨保、辻田　早苗、友原妃東美、中山　祐子

【活動内容】
◆ NSTメンバーの退職や所属部署でのメンバー選出
の調整を行う中で、NST専門療法士の回診・カン

ファレンスへの参加が難しい状況となり、令和２年
１月～令和２年９月まで一時活動を休止していま
した。再活動のためにNST運営の見直しを行い、
より良い栄養療法を提供できるように体制を整え、
令和２年10月より活動を再開致しました。
◆ 経腸栄養管理の見直しとして、管理栄養士による院
内採用の経腸栄養剤・栄養補助食品の選定、経腸栄
養ポンプによる投与速度管理の徹底、PEGパスの
見直しなどを行いました。
◆ 例年行っていた集合型の栄養楽習会「小樽
Metabolic Club」などの勉強会は、感染予防の観
点より実施しませんでした。

【実　績】
◆栄養サポート加算算定件数…466件
◆カンファレンス・回診…毎週木曜日、20回
◆委員会…毎月第3木曜日、４回

【今後の目標】
◆ NST加算算定要件である職種(医師・看護師・薬剤
師・管理栄養士)について、栄養管理に係る所定の
研修受講者の確保に努め、さらに新たな専門療法士
の育成を目指します。
◆ Web視聴やオンラインなど活用し、栄養療法に関
する勉強会の実施を計画します。

  文責　NST専門療法士　多田　梨保

ＮＳＴ委員会
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【メンバー】

委員会構成 役職又は所属部署 氏名 専門・認定資格等

病院長 病院長 和田　卓郎 　

施設長 施設長 堤　　裕幸 日本感染症学会/専門医・指導医

委員長 副院長 堀田　浩貴（ＩＣＴ・ＡＳＴ） ＩＣＤ
日本化学療法学会/抗菌化学療法認定医

副委員長 看護部長 菅原　実夏

診療部 副診療部長 安達　秀樹 　

療育看護部 療育看護部長 石井　絢子 　

医療技術部責任者 医療技術部長 野村　信平 　

事務部責任者 事務部長 五十嵐浩司 　

手術・中材責任者 手術・中材課長 谷川原智恵子 　

薬剤室責任者 薬剤室室長 上野　誠子 　

栄養管理室責任者 栄養管理室課長 多田　梨保 　

臨床検査室責任者 臨床検査室係長 木谷　洋介（ＩＣＴ・ＡＳＴ） 　

透析水管理者 臨床工学室係長 横道　宏幸 　

認定看護師（感染対策室専従）TQMセンター主幹 澤　　裕美（ＩＣＴ・ＡＳＴ） 認定感染制御実践看護師

薬剤師 薬剤室主任 小野　　徹（ＩＣＴ・ＡＳＴ） 日本化学療法学会/抗菌化学療法認定薬剤師
感染制御認定薬剤師

委員会事務局（事務部）

総務課主任 神山　拓也（ＩＣＴ・ＡＳＴ）

健康診断課 吉田　幸恵

医事課 伝法　俊和 　

総務課課長 岩山　隆史 　

【オブザーバー】

オブザーバー構成 役職又は所属部署 氏名 専門・認定資格等

診療部 副院長 水越　常徳 ＩＣＤ

看護部

3Ａ病棟 山本　　信 リンクスタッフ

3Ｂ病棟 石丸　恵子 リンクスタッフ

４Ａ病棟 岸本　悦子 リンクスタッフ

４Ｂ病棟 大崎　朱美 リンクスタッフ

５Ｂ病棟 小野　智子 リンクスタッフ

外来 伊藤　瑞代 リンクスタッフ

手術室 坪田　朝美 リンクスタッフ

透析室 田中　葉子 リンクスタッフ

医療技術部

薬剤室 一野　勇太（AST）

検査室 岡本　晃光（AST）

放射線室 小林　洸貴 　

リハビリテーション室ＰT 平塚　　渉 　

リハビリテーション室ＰT 室矢　康治 　

リハビリテーション室ＯT 山岸　祐太 　

リハビリテーション室ＯT 林　　知代 　

療育看護部

Ａ病棟 棚田　綾子 リンクスタッフ

Ｂ病棟 知久　歩美 リンクスタッフ

Ｃ病棟 氣谷のり子 リンクスタッフ

療育医療技術室 機能訓練課 木村　　侑 　

院内感染予防対策委員会
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【部署の特徴】
　院内感染とは入院後48時間以降に発症した感染症と定義され、「医療関連感染」とも言われています。近年は
高齢化に伴い多くの基礎疾患を持つ患者さんや抗がん剤などの免疫低下の可能性がある高度な治療が増え、入院
患者さんは感染症にかかりやすい状態と考えられます。本来感染症とは違う疾患で入院された患者さんが院内感
染を発症すれば、入院期間の延長など様々な不利益を被ることとなります。院内感染を抑制し、患者さんが安心
して疾患治療を受けられるよう全病院的に取り組む事がとても重要です。院内感染予防対策委員会は病院長の諮
問機関として院内各部門からメンバーを選出し、病院の感染対策の方針を決定し、全病院的に取り組んでいま
す。さらに、感染対策方針を具体的に形にして院内で実践するための計画や指導を行う感染対策チーム（ＩＣ
Ｔ）と、感染症を治療するために必要な抗菌薬が適切に使用されるようアドバイスする抗菌薬適正使用チーム
（ＡＳＴ）があり、院内感染予防と感染症治療をスピーディーに行っていく体制が取られています。

【実　績】
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【令和２年度の取り組み】
　令和元年12月に中国湖北省武漢にて発生した新型コロナウイルス感染症（COVID-19）は、全世界で急速に
広がり、多数の犠牲者を出しています。日本でも流行第１波、第２波を越え、現在は第3波に突入したといわれ
ております。令和２年度は新型コロナ対策に心血を注いだ１年となりました。特に注意が必要だったことは職
員が感染しないこと、そして職員の持ち込みによって患者さんに感染させないことでした。日々手指衛生励行の
発信やソーシャルディスタンス確保のための院内設備の点検、個人防護具（ＰＰＥ）の指導を行いました。院内
からの問い合わせについても感染対策室で対応し、対策改善につなげていきました。幸いにも当院では院内での
新型コロナウイルス感染症の発生は無く、患者さんの安全を確保することができたと考えています。
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＜取り組みの一例＞

【今後の目標】
　新型コロナウイルス感染症への対応は今後も年単位で続くものと考えられます。ワクチン接種が始まったもの
の、十分な集団免疫（抗体保有者が多数を占める状況）が得られるのはまだまだ時間がかかるものと考えられま
す。ウイルスの変異も報告されておりまだまだ緊張感を持って感染対策を行っていかなければ患者さんの安全は
守れないと考え、今後も全力で対策を講じていきたいと思っています。また、感染症は新型コロナウイルス感染
症だけではありません。インフルエンザや耐性菌など、院内感染アウトブレイクを引き起こす感染症は多く、患
者さんの安全を脅かす存在です。これまでも日常の院内感染対策を進めてきましたが、コロナ禍にあっても疎か
にならないよう十分に対策を進めていきたいと考えています。
  文責　ＩＣＴ・ＡＳＴメンバー　薬剤室主任　小野　　徹

自動検温機を導入

ソーシャルディスタンス（社会的距離）の確保

面談室にアクリル板を設置

職員の感染対策を徹底
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【スタッフ】　
委員長：宮地　敏樹（医療安全管理責任者）
診療部：安達　秀樹（マネージメントリーダー）
看護部：谷川原智恵子（兼任医療安全管理者）
　　　　原田　真里（兼任医療安全管理者）
　　　　中川　尚美、早川　明美、松江知加子
　　　　杉崎　美香、浅田　孝章、青木　昭人
　　　　大石　睦美、本間　未知
医療技術部： 上野　誠子（マネージメントリーダー、

医薬品安全管理責任者）
　　　　　　平塚　　渉（マネージメントリーダー）
　　　　　　 松尾　覚志（医療放射線安全管理責任者）
　　　　　　多田　梨保、木谷　洋介、奥嶋　一允
事務部：蝦名　哲行、阿畠　　亮、吉田みのり
医療安全管理室：笹山　貴司（専従医療安全管理者）
　　　　　　　　平尾　愛
その他：横道　宏幸（医療機器安全管理責任者）

（みどりの里）
療育診療部：新飯田裕一（マネージメントリーダー）
療育看護部：大場美穂子（兼任医療安全管理者）
　　　　　　佐藤　辰也、中山　美幸、古澤　光之
療育医療技術室：前田　美穂（マネージメントリーダー）
事務部：岩山　隆史（マネージメントリーダー）

【部署の特徴】
　医療安全は、医療の質に関わる重要な課題であり、
安全な医療の提供は医療の基本となるものです。各部
署から選出されたリスクマネージャーのもとに、医療
安全管理のためのマニュアル整備することや、ヒヤ
リ・ハット事例分析によりマニュアル等の定期的な見
直し等を行い、医療安全管理の強化充実を図っていま
す。
　また、医療安全ネットワークを構築することにより
連携施設以外とも情報交換をし、地域の医療安全向上
を目指しています。

【実　績】
①活動実績
医療安全管理対策委員会： 毎月第一金曜日、12回

実施
医療安全カンファレンス：毎週水曜日、50回実施
医療安全連携施設ラウンド： 小樽掖済会病院、朝里中

央病院、島田脳神経外科
  （ZOOMを活用し、４施設会議実施）
②医療安全セミナー実績
※ 今年度はコロナウイルス感染防止対策のため、web
セミナーにて開催

・開催日：令和２年07月21日～令和２年08月31日
　講習内容： 「転ばぬ先の知恵」
　参加者人数： 389名
・開催日： 令和２年02月01日～令和3年03月21日
　講習内容： 教科書にはなかった、転倒を予防する介

助のポイント」
　参加者人数： 536名（みどりの里職員含む）
③レポート報告件数について
・インシデントレポート報告件数　706件
  ※令和２年９月よりみどりの里の分含む

・報告内容概要別件数

概　　要 件　数

薬剤 165

輸血 0

治療・処置 11

医療機器等 19

ドレーン・チューブ 97

検査 47

療養上の世話 321

その他 46

・職種別報告件数

職　　種 件　数

医師 6

看護師 494

看護助手 8

薬剤師 22

放射線技師 10

臨床検査技師 4

臨床工学士(CE) 23

管理栄養士 10

理学療法士(PT) 27

作業療法士(OT) 17

言語聴覚士(ST) 4

助手 0

事務 11

システム管理 0

社会福祉士 3

保育士 1

児童指導員 1

調理委託 58

その他 0

医療安全管理委員会、医療安全管理室
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・報告内容
薬剤関連（84件）

報告内容 件　数

無投薬・未配薬 45

投与時間・日付間違い 13

過剰投与 13

過小投与 7

過剰与薬準備 6

輸血関連（0件）

治療・処置（11件）

概　　要 件　数

方法（手技）の誤り 4

治療・処置の管理 1

時間間違い 1

治療・処置指示間違い 1

治療・処置の管理 1

その他 4

医療機器等（19件）

概　　要 件　数

医療機器等・医療材料の不適切使用 6

破損 3

使用前の点検・管理ミス 1

使用方法指示間違い 1

保守・点検不良 1

その他 4

ドレーン・チューブ類（97件）

概　　要 件　数

自己抜去 44

ドレーン･チューブ類の不適切使用 9

抜去 8

自然抜去 5

接続はずれ 6

使用中の点検・管理ミス 6

その他 6

検査関連（44件）

概　　要 件　数

未実施 14

患者取違え 5

部位間違い 4

検体採取時のミス 4

検体取違え 2

結果報告 2

指示出し忘れ 1

検体紛失 1

検査の手技・判定技術の間違い 1

データ取違え 1

指示検査の間違い 1

指示出し忘れ 1

その他 9

療養上の世話（320件）

概　　要 件　数

転倒 152

給食の内容の間違い 43

転落 36

スキンケア 34

異物混入 13

誤配膳 6

中止の忘れ 4

禁食指示 4

実施忘れ 3

遅延 2

患者間違い 2

計画又は指示の内容間違
い 1

誤飲・誤食 1

衝突 1

その他 18

その他（46件）

概　　要 件　数

針刺し事故 3

情報・記録 9

手術 2

リハビリテーション 7

事務 2

その他 23
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項目別患者影響度件数

レベル0 レベル1 レベル2 レベル3a レベル3b レベル4a レベル4b レベル5 その他

薬剤関係 20 141 1 2 0 0 0 0 2

輸血 0 0 0 0 0 0 0 0 0

処置 1 4 0 0 0 0 0 0 0

医療用具（機器） 5 17 0 0 0 0 0 0 0

ドレーン・チューブ類 1 86 5 6 0 0 0 0 0

手術 1 1 0 1 1 0 0 0 0

検査 5 38 0 1 0 0 0 0 0

転倒・転落 3 3 161 15 4 0 0 0 0

食事と栄養 5 81 1 0 0 0 0 0 0

リハビリテーション 4 7 2 2 0 0 0 0 0

事務 1 1 0 0 0 0 0 0 0

針刺し事故 0 0 0 0 0 0 0 0 3

情報・記録 4 5 0 0 0 0 0 0 1

その他 6 41 2 6 2 0 0 0 6

【令和２年度の取り組み】
・ 「患者確認ミス、薬剤確認ミス、情報の確認ミスな
ど、確認時のヒューマンエラーを少なくする」を医
療安全の年間テーマとし、各部署において目標設定
し実践した。
・ 感染拡大防止の観点から、Zoomなどを活用し医療
安全活動を行った。

【今後の目標】
　安心、安全な医療の提供をするため、部署の垣根を
越えた医療安全活動を行えるような組織風土の醸成を
目指す。
  文責　医療安全管理室副室長　笹山　貴司
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【スタッフ】

孫　　誠一 外科部長 委員長
兒玉真夕美 ５B病棟看護課長 副委員長

根布　実穂 外来看護課 皮膚・排泄ケア
認定看護師

川﨑　雅美
　　 3A病棟看護課

越智　侑哉 3B病棟看護課
伊藤　初采 ４A病棟看護課
金田真智子 ４B病棟看護課
中村　美幸 ５B病棟看護課
宮崎ゆかり 手術・中材看護課
友原妃恵美    栄養管理室
太田　歌子 医事課 事務局

宮崎　広次 経理課（用度・購買G）事務局

【部署の特徴】
　褥瘡は難治性の創傷のため、一度発生すると完治す
るまでに時間を要します。そのため、褥瘡が治癒しな
いことで入院期間が長くなり、身体的・精神的苦痛を
伴うと予測されます。
　褥瘡予防や治療には、発生原因の把握や局所治療だ
けではなく、全身状態やADL、社会的背景など多方
面からの介入が必要となります。当院では多職種で
チームを組み、日々活動を行なっています。

【年間患者状況（毎月末〆）】
１．総入院患者数

総
入
院
患
者
数

４月 ５月 ６月 7月 8月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 3月
3A 21 39 36 26 30 37 36 31 44 38 29
3B 38 36 40 37 37 39 34 38 31 33 51 38
４A 35 43 47 41 41 44 45 40 30 44 45 44
４B 40 36 36 43 46 38 41 45 37 51 48 38
５B 47 45 37 43 37 43 40 43 45 46 45 38
総数 184 181 199 200 187 194 197 202 174 218 227 187

２．危険患者総数：Ｂ,Ｃランク

全
危
険
患
者

４月 ５月 ６月 7月 8月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 3月
3A 11 0 10 11 10 4 10 7 7 12 13 10
3B 20 17 19 21 20 26 17 23 20 22 26 22
４A 11 15 2 10 11 12 13 16 14 14 14 16
４B 5 5 10 5 4 2 3 5 5 10 9 4
５B 26 25 17 21 28 15 13 17 13 18 17 13
総数 73 62 58 68 73 59 56 68 59 76 79 65

3．有褥瘡患者数

新
規
発
生

４月 ５月 ６月 7月 8月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 3月
3A 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
3B 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 1 2
４A 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
４B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
５B 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
総数 1 2 1 1 4 1 1 0 1 0 2 7

持
ち
込
み

４月 ５月 ６月 7月 8月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 3月
3A 1 0 0 0 1 0 1 0 0 1 2 2
3B 0 1 1 1 0 0 1 0 2 4 3 0
４A 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 1 2
４B 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
５B 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
総数 1 2 2 2 1 2 2 0 2 9 6 4

褥瘡対策委員会
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有
褥
瘡
患
者
数

４月 ５月 ６月 7月 8月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 3月
3A 1 1 0 0 3 0 1 0 0 1 3 4
3B 2 2 2 0 0 2 0 3 4 4 1
４A 1 1 1 1 2 0 0 0 0 1 1 5
４B 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
５B 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0
総数 2 4 3 3 5 3 3 0 3 9 8 12

４．危険発生率

危
険
発
生
率

４月 ５月 ６月 7月 8月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 3月

3A 45.8 0.0 25.6 30.6 38.5 13.3 27.0 19.4 22.6 27.3 34.2 34.5

3B 52.6 47.2 47.5 56.8 54.1 66.7 50.0 60.5 64.5 66.7 51.0 57.9

４A 31.4 34.9 4.3 24.4 26.8 27.3 28.9 40.0 46.7 31.8 31.1 36.4

４B 12.5 13.9 27.8 11.6 8.7 5.3 7.3 11.1 13.5 19.6 18.8 10.5

５B 55.3 55.6 45.9 48.8 75.7 34.9 32.5 39.5 28.9 39.1 37.8 34.2

全体 39.7 34.3 29.1 34.0 39.0 30.4 28.4 33.7 33.9 34.9 34.8 34.8

褥
瘡
有
病
率

４月 ５月 ６月 7月 8月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 3月

3A 4.17 4.76 0.00 0.00 11.54 0.00 2.70 0.00 0.00 2.27 7.89 13.79

3B 0.00 5.56 5.00 5.41 0.00 0.00 5.88 0.00 9.68 12.12 7.84 2.63

４A 2.86 2.33 2.13 2.44 4.88 0.00 0.00 0.00 0.00 2.27 2.22 11.36

４B 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 5.26 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.26

５B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.33 0.00 0.00 0.00 6.52 0.00 0.00

全体 1.09 2.21 1.51 1.50 2.67 1.55 1.52 0.00 1.72 4.13 3.52 6.42

推
定
発
生
率

４月 ５月 ６月 7月 8月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 3月

3A 4.17 4.76 0.00 0.00 7.69 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.63 0.00

3B 0.00 2.78 2.50 2.70 0.00 0.00 2.94 0.00 3.23 0.00 1.96 5.26

４A 0.00 0.00 0.00 0.00 4.88 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 9.09

４B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.63

５B 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.33 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

全体 0.54 1.10 0.50 0.50 2.14 0.52 0.51 0.00 0.57 0.00 0.88 3.74

【令和２年度の取り組み】
１．毎月第3木曜日に委員会を開催
２． 週１回病棟担当医師または皮膚・排泄ケア認定看護師が褥瘡回診を実施
3．定期的に体圧分散寝具のチェックを実施
４．マニュアルの見直し、改訂

【今後の目標】
　当院は後志全域の患者さんを受け入れをしています。後志は高齢化がすすみ、老々介護や独居の状態で入院さ
れる方が多い状況です。その中には褥瘡を抱えた状態で入院される患者さんが少なくありません。そのような
方々は退院後に再発する可能性が非常に高い状態です。再発予防をするめにも院内チームだけではなく、地域と
の連携が重要となってきます。さらに本年はみどりの里が合併となりました。
　褥瘡は全人的ケアが必要となります。今年度から患者層が変化し、より多職種で構成されたチーム活動が重要
となります。院内だけではなく、地域医療と連携し、治療・予防を実施し、質の向上を目指します。

  文責　3B病棟　皮膚・排泄ケア認定看護師　根布　実穂
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【概　要】
　平成18年よりクリニカルパス部会として発足し、
紙カルテ期よりクリニカルパス作成に従事し済生会小
樽病院の医療の標準化、患者インフォームドコンセン
トの充実の支援をしております。平成25年から電子
カルテ移行に伴いクリニカルパスも電子化へと移行し
ております。平成30年度よりDPC開始となり、質・
量ともに向上を目指して活動中です。

【スタッフ】
委員長：織田　　崇
医師： 水越　常徳、安達　秀樹、高田　美喜生   

孫　　誠一
看護師： 臼杵　美花、砂川　友紀、会津　郁美   

安宅　春華、石田ゆかり、桑鶴　律子   
早川　晃子、古瀬　康江、森内　彩音   
山崎多寿子

薬剤師：芦名　正生
放射線技師：松尾　覚志
臨床検査技師：高橋　賢規
臨床工学技士：山内　揚介
理学療法士： 髭内　紀幸、花田　健、浅香　翔梧   

四十坊麻由
管理栄養士：權城　　泉
事務職員： 堀　　博一、葛西　淳子、石橋　慶悟   

伝法　俊和、平澤　慎吾

【業務内容】
　済生会小樽病院の医療の標準化に向けたツールとし
てクリニカルパスの作成、運用方法の検討、クリニカ
ルパスの啓蒙、質の改善（バリアンス分析、ベンチ
マーキング）、患者インフォームドコンセントの充実
などに従事しております。平成25年度よりクリニカ
ルパスの電子化へも従事しております。

【当委員会の特徴】
　委員会を7つのチーム（新規作成チーム、監査チー
ム、分析・改訂チーム、活動推進チーム、大腿骨近位
部骨折改訂チーム、サポートチーム、脊椎圧迫骨折パ
ス作成ワークショップ）に編成し、各チーム単位でク
リニカルパス活動の検討をしております。
　今年度はコロナ禍で全員参加での活動が困難であっ
た為、各チームリーダー、クリニカルパス活動推進ス
タッフからなるコアチームが中心となって活動してい
きました。

【実　績】

クリニカルパス委員会
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稼働クリニカルパス
		稼働クリニカルパス
 内科
胃瘻造設術（４種類）、R-CHOP療法、糖尿病検査入
院、大腸E M R（６種）
 外科
腹腔鏡視下胆嚢摘出術（２種類）、腹腔鏡下鼠径ヘル
ニア手術（２種類）、ヘルニア根治術（２種類）、外科
大腸癌化学療法、甲状腺手術（２種類）
 整形外科
膝関節鏡視下術、左・右BHA（２種類）、左・右大腿
骨近位部骨折（２種類）、左・右橈骨遠位端骨折（４
種類）、左・右TKAパス、左・右THA、左・右ACL
（２種類）、下肢抜釘（3種類）、左・右アキレス腱断
裂縫合術、左・右腱板断裂術（２種類）、膝AS半月板
縫合術、急性腰痛、骨盤骨折、腰部脊柱管狭窄症（２
種類）、頚椎症性脊髄症（２種類）、左・右足関節果部
骨折骨接合、手根管症候群、肘部管症候群、上肢抜釘
（４種類）、腰痛椎間板ヘルニア、ミエログラフィー
（3種）、左・右高位脛骨骨切術

 泌尿器科
前立腺生検、経尿道的膀胱腫瘍切除術（TUR-BT）、
ESWL、尿管ステント留置・交換術、GC（ジェム
ザール+シプラスチン）、TUL　
  計65パス

【令和２年度の取り組み】
　今年度はコロナ禍で思うように委員会活動が出来な
い日々となりました。計画していた活動は十分に行う
ことが出来ませんでしたが、クリニカルパス使用率昨
年度を上回る実績となり、クリニカルパスの使用が病
院全体へ標準化されてきました。
　来年度もコロナ禍で活動に制限がある中とは思われ
ますが、質の高いクリニカルパス　作成に励み、既存
のクリニカルパスをバリアンス分析していき、クリニ
カルパス全体の質向上に励みます。それら委員会活動
が病院全体の医療の質向上へ寄与できるよう努めて　
いきます。

  文責　リハビリテーション室　髭内　紀幸
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【スタッフ】

部署・職種 氏名 資格など
センター長 医師 水越　常徳 　

看護部 看護師
木藤　絢子 糖尿病療養指導士
仙保　知子 糖尿病療養指導士
早川惠美子 糖尿病療養指導士

医療技術部

薬剤師
青木有希子

糖尿病療養指導士、
糖尿病薬物療法准
認定薬剤師

松倉　瑞希 糖尿病療養指導士
村川麻里子 糖尿病療養指導士

管理栄養士
權城　　泉 糖尿病療養指導士
多田　梨保 糖尿病療養指導士

理学療法士
城田　祐輔 糖尿病療養指導士

三浦富美彦 糖尿病療養指導士、代謝認定理学療法士
臨床検査技師 岡本　晃光 糖尿病療養指導士

医療事務部
阿畠　　亮
柴田　幸子

【部署の特徴】
　当センターでは、医師・看護師・薬剤師・管理栄養
士・理学療法士・臨床検査技師・事務で構成していま
す。外来診療の活動としては、糖尿病透析予防指導・
フットケア外来・インスリン自己注射や血糖自己測定
指導を通して、各職種の特徴を生かし、患者様の個々
のライフスタイルに合わせた療養指導を提供していま
す。糖尿病透析予防指導は、人数としては減少傾向で
はありますが医師・看護師・管理栄養士で定期的にカ
ンファレンスの場を設け、透析にならぬよう患者さん
にじっくり向き合いながら行っています。
　糖尿病の教育入院は、当院で作成した教育入院スケ
ジュールに沿って、個々の理解度や入院期間に合わ
せ、多職種の糖尿病療養指導士のスタッフ同士情報共
有を行いながら行っています。入院という自分自身に
向き合える時間を活かし、自身の生活を一緒に振り返
り、個々の生活スタイルに合った具体的な療養生活を
行っていけるよう、患者様中心のチーム医療を実践し
ています。また、近年増加傾向である妊娠糖尿病・糖
尿病合併妊娠に対して、近医産科と連携を図り、診療
を行っています。以前から行っているCGM(持続グル
コース測定)・フリースタイルリブレなどの機器を使
用することで、24時間の血糖値の推移を把握し、日
常の診療や患者さん自身の糖尿病管理の動機付けに役
立てています。
　当センターとは別になりますが、「小樽なでしこ友
の会」という糖尿病患者会があります。患者さんとそ
の家族、当センターの職員で主に行っていますが、コ
ロナ禍のため対面での活動が実施できなくなり、さか

えのみの配布となっていますが、今後活動内容を試行
錯誤していきたいと思っています。

【実　績】
糖尿病教育入院　実施人数：20人
糖尿病透析予防指導　指導人数：１人
CGM装着・解析　 実施件数：14件(ipro2　２件   

リブレプロ10件)
フリースタイルリブレ　実施件数：132件
フットケア　実施件数：64件
糖尿病合併妊娠及び妊娠糖尿病　 介入人数：7名   

栄養指導22件

【令和２年度の取り組み】
〇センター会議開催
　毎月定例　12回(休会7回　開催５回)
〇院内セミナー
　なし
○院外勉強会・活動・学会発表
　なし

【今後の目標】
　糖尿病治療の目的は、治療を行いながらも健康な人
と変わらない生活を送れるように支援することです。
患者さんは皆生活スタイルが違い、糖尿病に対する考
え方はもちろん、生活の中で何が大事か、どのように
生活していきたいかもそれぞれです。それぞれの専門
職種を生かしつつ連携を取りながら、その人に合った
療養生活を皆で考えながら行っていきたいと思ってい
ます。また来年度よりKAGRAシステムを導入し
CGM・FGM件数、教育入院件数を増やしていき、医
療に貢献できるよう我々スタッフも自己研鑽・コミュ
ニケーションを充実し、よりよい医療サービス・療養
指導の提供に邁進していきたいと思います。
  文責　薬剤師　青木　有希子

内分泌・糖尿病診療センター
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役職・職種 氏名

診療部

内科診療部長 明石　浩史

外科副診療部長 木村　雅美

緩和ケア内科
（精神腫瘍科） 菊地未紗子

整形外科 清水　淳也

内科 今井　貴史

看護部

主幹
緩和ケア認定看護師 石渡　明子

係長 吉田真知子

主任 齋藤　亜妙

主任 仙保　知子

主任 佐々木雪絵

主任 佐野　　舞

看護師
緩和ケア認定看護師 藤原　大地

看護師 丸岡　貴子

薬剤室

課長
緩和薬物療法認定
薬剤師

鈴木　景就

薬剤師 村川麻里子

栄養課
管理栄養士
がん病態栄養管理
栄養士

権城　　泉

リハビリ
理学療法士 米田健太郎

作業療法士 山岸　祐太

地域連携 社会福祉士 小林　政彦

【活動内容】
　2020年度より菊地未紗子医師が常勤となり緩和ケ
ア内科として診療科ができました。また、整形外科の
清水淳也医師がチームメンバーとして加わり、これま
で以上に様々な視点からの緩和ケアができるようにな
りました。また、精神科医である菊地医師が常勤に
なったこと、緩和ケア認定看護師が専従になったこと
で、緩和ケア診療加算を算定できるようになり、経営
にもさらなる貢献ができました。
　チームとしてはこれまで同様、医師、看護師、薬剤
師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、今までな
かなか介入が難しかったMSWなど多職種で構成され
たチームで患者さん、ご家族のつらさに寄り添い、ま
た、希望をもって生活が継続できるよう活動していま
す。緩和ケアチーム回診（毎週火曜日午前）カンファ
レンス開催（毎週木曜日午後）外来カンファレンス
（毎週火曜日午後）院内講演会の企画、マニュアル整
備、地域連携を行っています。整形外科清水医師と隔
月１回程度ではありますが、骨転移カンファレンスを
新たに開始し、生存率が延長されることで増加してい

る骨転移の患者さんへのケアに活かしています。
　2020年度は外来機能が強化され、毎日外来が始ま
りました。今年度はコロナ禍であったため、これまで
以上にほぼ在宅、時々入院を地域の往診医や訪問看護
師と連携しながら実践してきました。そして、2020
年度からはACP（アドバンス・ケア・プランニング）
にも特に力を入れて取り組み、「もしもノート」を作
成。もしものときに備えて、主に外来で患者、家族と
医療者が話し合いを行い、最期までその人らしく過ご
すことができるような体制を作ってきました。
　入院緩和ケアチーム介入件数はさらに増加しまし
た。自宅退院を希望される患者さんには、それがかな
えられるよう早めにリハビリを開始、患者さんやご家
族の思いを聞きながら在宅調整し、地域の医療、福祉
関係の皆様と協同することでなるべく家で過ごしたい
という希望を叶えることができました。また、身体症
状だけではなく、精神症状についても菊地未紗子先生
が常勤になったことにより、今まで以上に早くかつ適
切な対応ができるようになりました。また、看護師の
中から藤原大地さんが緩和ケア認定看護師試験に合格
し、認定看護師が２名になりました。

【診療実績】

緩和ケアチーム
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【今後の目標】
１・地域医療への貢献
　今後も引き続き住み慣れた地域で誰もが緩和ケア
が受けられるように、地域医療福祉関係者と連携し

ながら活動していきます。

２・研究活動の推進
　チームメンバー個々の能力の向上は、ケアの質を
さらに高めることにつながります。メンバーそれぞ
れが自己研鑽を行い、多職種チーム医療の成果を関
係学会等に積極的に発表していきたいと思います。

3・リンクナースの育成
　2019年度から看護部の協力を得ながら、看護部
に対して院内緩和ケア研修（初級）（中級）を今年
度も開講しました。今後も継続的に上級のコースも
開講し、看護師の緩和ケアに関する知識、技術の向
上に寄与していきます。

４・ACPの推進
2020年度から取り組みを強化したACPを継続的に
実施していきます。

５・デスカンファレンスの実施
2021年度はデスカンファレンスを可能であれば地
域医療福祉スタッフとも協同して実施したいと考え
ています。

  文責　緩和ケア認定看護師　石渡　明子

【講演実績】

講演名 発表者 主催 年月日/場所

新しい試みとしてのACP 石渡　明子 小樽市病診連携 2021/2/19　小樽市
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【スタッフ】
診療部
林　　貴士　　脳神経内科部長　認知症サポート医
菊地未紗子　　緩和ケア内科医長　　
看護部
岸本　悦子　　看護係長
千坂あかね　　看護主任
佐藤由紀枝　　看護主任　認知症看護認定看護師
早川恵美子
安達奈那子
小田桐由梨香
見澤　早苗
佐々木知美
木藤　絢子
佐々木真琴　　認知症看護認定看護師
田中　幸希
森　　愛華
宮本　七海
金田　匡代
又村　健太
中村　圭介
栄養管理室
多田　梨保　　管理栄養士課長
白井美奈子　　作業療法科係長
松村　真満　　理学療法科主任
對馬　啓介
地域連携室
福森　星輔
佐藤　愛友
事務部
堀　　博一　　医事課係長
伝法　俊和

【部署の特徴】
　認知症ケア推進室は平成28年に認知症ケア委員会
として発足し、令和元年からは推進室として活動して
います。急性期疾患の治療が必要となった認知症の患
者さんが入院という急な環境の変化に対し、混乱なく
安心して療養生活が送られるよう認知症ケアの質の向
上を目的として活動しています。前年度の６月からは
認知症ケア加算１を取得し、より質の高いケアを実践
するために専門的知識をもつ多職種で取り組みを行っ
ています。主な活動内容は①認知症ケアチームによる
週１回以上の回診・カンファレンスの実施（毎週火曜
日午後）②院内・院外研修会の開催③院内レクリエー
ションの開催④身体的拘束軽減のためのケアなどを行
なっています。多職種が専門的な視点から患者さんに
とってどのような対応が必要であるかを考え、人とし

ての思いを尊重したケアを病院全体で実践出来るよう
活動しています。
　また、今年の４月からはせん妄ハイリスク患者ケア
加算を取得し更なる活動を行っています。せん妄とは
脳の一時的な機能失調によっておこる注意の障害を
伴った軽い意識のくもりを基盤とする症候群であり、
様々な誘因によって起こります。入院する患者さんは
全身状態の悪化や環境の変化などの誘因によって、睡
眠覚醒障害や幻覚、失見当識などのせん妄症状がみら
れることがあります。せん妄は患者さんの回復を妨げ
死亡率を上げ、医療費を増大させるため、いかに予防
するかが大切になります。こうした症状が起こらない
よう薬物療法・非薬物療法で予防的に介入することで
評価されます。
　認知症ケア推進室の活動が認知症やせん妄で苦痛を
抱える患者さんを少しでも軽減できるよう取り組んで
いきたいと思います。

【実　績】
令和２年度　
認知症ケア加算１算定患者数  20,944件
認知症ケア加算１収益  13,028,700円
せん妄ハイリスク患者ケア加算算定数  １,492件
せん妄ハイリスク患者ケア加算収益  １,307,850円

【今後の目標】
　認知症ケアの更なる質向上を目指し、認知症ケア
チームカンファレンスでの話し合いを看護計画に反映
させケアに活かしてもらうことや認知症の方の意思を
知り尊重することの支援に力を入れたいと考えていま
す。また、今年度から始まったせん妄予防対策を強化
し、リスク因子を把握し予防的なケアが実施できるよ
う、院内研修などを活用し周知していきたいと思いま
す。

  文責　認知症看護認定看護師　佐藤　由紀枝

認知症ケア推進室
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【スタッフ】　
和田　卓郎　病院長　　　整形外科専門医
　　　　　　　　　　　　手外科専門医
　　　　　　　　　　　　上肢専門
織田　　崇　診療部長　　整形外科専門医
　　　　　　　　　　　　手外科専門医
　　　　　　　　　　　　骨粗鬆症専門医
　　　　　　　　　　　　上肢専門
山中　佑香　技術係長　　作業療法士
小島　希望　　　　　　　作業療法士
伊藤　大登　　　　　　　作業療法士
五嶋　　渉　　　　　　　作業療法士
河村　　結　　　　　　　作業療法士
白戸　力弥　　　　　　　認定作業療法士

【部署の特徴】
　日本手外科学会専門医の資格をもつ和田医師、織田
医師と専属の作業療法士が連携して、一貫した専門性
の高いリハビリテーションを提供しています。手や肘
を中心とした外傷疾患(骨折や靭帯損傷など)、慢性疾
患（変形性肘関節症、上腕骨外側上顆炎などの）に高
い実績を上げています。保存加療や手術加療によっ
て、関節の動きや痛み、しびれの改善を図り、再び日
常生活動作や仕事、趣味活動で手を使用することを目
指します。個々に合わせたQOL（生活の質）向上の
ための治療・リハビリテーションを行っております。

【実　績】
手・肘センター対象疾患　新規リハビリ処方　355件
精密知覚機能検査　205件
スプリント作成　154件

【令和２年度の取り組み】
　医師と作業療法士が月１回、ケースディスカッ
ションを実施し、症例や研究の相談・検討をし、患者
治療の向上に努めています。また、北海道ハンドセラ
ピィ研究会の症例検討会に月１回参加し、年２回以
上の発表を行っています。さらに、日本手外科学会や
日本作業療法学会、北海道作業療法学会に学会発表
し、論文作成を精力的に行っており、昨年度は、作業
療法士として日本手外科学会、日本肘関節学会、日本
ハンドセラピィ学会に計3編の論文が掲載されまし
た。更なる安全で質の高い治療のためのプロトコル作
成、北海道では数少ない、専門的に筋電義手訓練を行
える施設として取り組んでいます。

【今後の目標】
　北海道の手・肘専門診療にあたる施設の一つとして、
日々の診療を丁寧に行うこと、臨床・学術活動を通し
て、更なる治療効果の向上、患者満足度の向上を目指
します。専門的で、信頼される部門として、患者と医
療者の双方に選ばれる手・肘センターを目指します。

  文責　技術係長　山中　佑香

手・肘センター
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臨床研修医　地域研修

地域医療研修を終えて

令和２年8月3日～28日 
札幌医科大学附属病院　研修医　雨池　秀憲

　１か月間、地域医療研修をさせていただきまし
た。まずは研修を受け入れてくださった済生会小樽病
院の先生方、コメディカルの方々に感謝申し上げま
す。コロナウイルスで大変な時期であったにもかかわ
らず、最後まで熱心にご指導いただき有意義な１か月
間を過ごすことができました。
　現在私は研修医２年目になりますが、普段は札幌市
内の病院で様々な診療科をローテートしながら研修し
ております。今まで様々な診療科で研修させていただ
きましたが、市中病院で脳神経内科がある病院は少な
く、変性疾患・脳血管疾患などの専門的な診療に触れ
る機会がありませんでした。そこで地域医療研修では
済生会小樽病院を選択し、脳神経内科を中心にみせて
いただきました。
　神経伝導検査の解釈を丁寧に教えていただき、実際
に検査をやらせていただくことで神経局在診断への理
解が一層深まりました。また、腰椎穿刺などの手技も
積極的にやらせていただき、良い経験になりました。
　研修中の１か月間では印象的な症例をいくつか経験
することができました。アルコール多飲歴のあるけい
れん重積の症例、認知機能障害とともにMRIで急速に
白質病変が出現した症例、電解質補正に伴う脱髄で意
識障害が遷延する症例など、どれも複雑な病態で治療
方針を考えるのに苦労しましたが大変勉強になりまし
た。
　脳神経内科とは別に、週１回の内科新患外来も担当
させていただきました。コロナウイルスの影響で外来
受診が減っており、多くの患者さんを診ることはでき
ませんでしたが、普段経験できない慢性疾患への対応
をよく学ぶことができました。また、毎週水曜・木曜
の朝に参加させていただいたプライマリケアのWEB
カンファは日常診療に活かせる内容でした。
　短い期間でしたが、ここで学んだことを糧としより
良い診療ができるよう日々努力していきたいと思いま
す。ありがとうございました。

地域医療研修を終えて

令和２年９月7日～10月２日 
KKR札幌医療センター　研修医　溝渕　匠平

　この度は１か月間、地域医療研修でお世話にな
り、誠にありがとうございました。
　急性期から地域包括ケア、回復期病棟を併せ持つ病
院ということで、普段はMSWなどの方々や療養型医
療施設に大部分を任せてしまっている急性期から回復
期、慢性期へ移行する際に留意すべき点を改めて学び
たいと考え、研修に臨ませていただきました。皆様に
ご配慮いただき、回復期カンファレンスやIC、家屋
調査などに同席する機会を得ることができ、病状だけ
でなく、患者の身体機能や高次脳機能、介護能力や金
銭面などを含めた家庭環境、介護サービスや退院先の
選択などについて、以前より具体的に思考を巡らせて
いくことができるようになったのではないかと感じま
す。
　また、自分の研修病院には神経内科病棟がなく、神
経内科の研修ができないため、病棟患者紹介やカン
ファレンスでは国家試験以来であったり初めて聞くよ
うな疾患が度々ありましたが、先生方が都度丁寧に説
明してくださり、理解を深めることができました。疾
患概念や治療だけでなく、神経学的所見の取り方や諸
検査などについてもご教授いただき、とても良い経験
となりました。
　その他にも、内視鏡検査やCVカテーテル、CVポー
トなどの検査や処置も見学させていただき、施設ごと
の方法や設備の違いといった部分も多少なりとも感じ
ることができました。
　今後、今回の研修で学んだことを活かしていくこと
ができればと思います。松谷先生をはじめとした先生
方、職員の皆様に改めましてお礼申し上げます。

Ⅳ　教育・研究報告
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済生会小樽病院での地域研修を終えて

　　　　 
KKR札幌医療センター研修医　木村　彩萌

　10月12日から11月６日までの４週間, 地域研修で
脳神経内科を中心に研修させていただきました。
私の研修元の病院は急性期病院ですが、済生会小樽病
院では急性期から慢性期までの診療が行われており、 
病棟内でリハビリに励む大勢の患者さんの姿が印象に
残っています。KKR札幌医療センターには神経内科
がないため神経変性疾患の方の診療に携わったのは学
生以来でしたが、カンファレンスや診察を通してどの
ような点に注意して診察を進めるべきかをご指導頂き
ました。多職種での認知症ケアカンファレンスでは入
院中の方のせん妄などの問題点について解決策を話し
合い, その後回診を行うことで具体的なアプローチの
方法についても学ぶことができました。またWebカ
ンファレンスでの全国の先生方の症例報告やプライマ
リーケアについての講義は大変勉強になり、今後の研
修に活かしていきたいです。
　４週間という短い期間でしたが、普段の研修では学
ぶことのできない貴重な経験ができました。スタッフ
の皆様にお気遣い頂き充実した研修となりました。研
修担当の松谷先生をはじめ多くの先生方、スタッフの
皆様に感謝申し上げます。ありがとうございました。

2週間の小樽研修を終えて

令和２年11月2日～13日 
済生会吹田病院研修医　鬼頭　雄也

　初期研修２年目での地域研修先に小樽があると知っ
て希望してから早１年、当時は全く予想していなかっ
たがその間にCOVID-19感染が拡大し、研修先の病
院から受け入れを断られた同期もいる中で無事に当初
の予定通り小樽に来られたことはとてもラッキーだっ
たのだと思う。到着初日にはちょうど見ごろを迎えた
紅葉に感動したし、研修期間半分終えたころには初雪
と積雪を体験して北海道の季節の移ろいを十分に感じ
た。本当にいい時期に研修を設定できたと思う。
　研修面では麻酔科研修を快く許可していただき、常
勤の先生がいない環境でありながらも、札幌医科大学
からの非常勤の先生をはじめ、執刀する外科・整形外
科・泌尿器科などの先生、看護師の皆さんにやさしく
見守られながらのびのびと、かつ充実した２週間を過
ごした。基本的な麻酔の知識や手技を身につけること
ができた上に、普段ではあまり見学する機会のなかっ
た他科の手術を同時に見学できたのも非常にありがた
かった。
　生活面でも担当の吉田さんに細かく気を遣っていた
だき、歴代の研修医が少しずつ住みやすくしている宿
舎で楽しく過ごすことができた。買い足したいものが
あっても、徒歩圏内にイオンとニトリがあるので非常
に便利な立地であり、予想していた地域医療研修生活
よりもはるかに快適な２週間だった。
　このような感じで、希望通りの研修を組んでいただ
き、美味しいものを食べ、時々寒さに震えながら控え
めな観光をし、あっという間の２週間。一つ心残りが
あるとすれば、先生たちとご飯に行けなかったこと。
来年の研修医が来るころには状況も落ち着いて、充実
した時間を過ごしてほしいと思う。
　最後に、お世話になった先生方・スタッフの方にお
礼申し上げます。ありがとうございました。



─ 107─

論文発表

執筆者・共同執筆者 タイトル 掲載誌 巻・号・項 発行年月
山中　佑香　織田　　崇
白戸　力也　林　　知代
和田　拓郎

北海道の労働者災害補償制度における筋電電動義手普及
に対する今後の課題－アンケート調査から－

日本手外科学会
雑誌 37巻3号 2020年

山中　佑香　白戸　力也
織田　　崇　和田拓郎

尺側側副靭帯再建術後に競技復帰したアームレスラーの
一症例－リハビリテーション・プロトコルを中心に－

日本肘関節学会
雑誌 27巻2号 2020年

林裕　美子　橋本来瑠美
小倉あかね　三浦　絢華
原田　寛人　井上　瑠実
松原三智子

地域で活動する高齢者の介護予防事業の参加に関連する
要因

北海道公衆衛生
学会雑誌

34(2)
131-137 2020年

Shutaro Fujimoto
Takashi Oda     
Kousuke Iba
(原著)

A juvenile recurrent elbow dislocation resolved by 
internal fixation　of the avulsed lateral chondral
fragment after ossification:A case report

J Clin　Orthop 
Trauma

15
42-45 2020年

森　　勇太　興村慎一郎
織田　　崇　和田　卓郎
佐治　　翼　山下　敏彦
(原著)

成人例に発生した膝蓋骨上極sleeve骨折の2例 整形・災外 63
1109-1113 2020年

栗原　拓也　織田　　崇
和田　卓郎(原著) 手根管症候群の電気生理学的重症度による術後の成績 日手会誌 36

959-961 2020年

織田　　崇　和田　卓郎
(総説) 難治性内側上顆炎に対する鏡視下手術 別冊　整形外科 77

120-124 2020年

織田　　崇(総説) 手根管症候群の直視下手術 MB Orthop 33(4)
53-59 2020年

織田　　崇　和田　卓郎 
(総説) 上腕骨外側上顆炎に対する鏡視下手術の臨床成績 MB Orthop 33

47-54 2020年

織田　　崇　齋藤　　憲
和田　卓郎 (総説) 上腕骨外側上顆炎に対する鏡視下手術 整形・災外 53

1803-1811 2020年

松谷　　学　林　　貴士
大橋とも子(原著)

入院高齢患者のせん妄の背景と転帰予後
-2次病院における後方視的検討 神経治療 VOL.37(5)

755-759 2020年

新海　信雄　市原　浩司
小林　　皇　田端　秀敏
橋本　浩平　福多　史昌
田中　俊明　舛森　直哉

Long-term tadalafil administrarion can prevent 
functional and structural changes of the urinary 
bladder in male rats with partial bladder outlet 
obstruction

Neurourology 
and 
Urodynamics

39(5); 
1330-1337

2020年
5月

Shutaro Fujimoto
Atsushi Teramoto    
Ken Anzai
Yasutaka Murahashi   
Yohei Okada
Tomoaki Kamiya      
Kota Watanabe
Mineko Fujimiya   
Toshihiko Yamashita

Tibial Plafond Attachment of the Posterior-Inferior 
Tibiofibular Ligament:A Cadaveric Study

Foot＆Ankle 
Orthopaedics

2020  
Oct 12

著書

著者 タイトル 著書名 編者 ページ 発行年 出版社

友原妃東美
現場発！管理栄養士のための臨
床研究Tips 第13回
よくわかる論文の構成と書き方

臨床栄養 Vol.137 No.1 2020-7 85-89 2020 医歯薬
出版
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学会・研究発表
部署名

（発表者） 演題名 発表者 共同発表者 学会名 発表年月日 場所（市町村）

診
療
部

後下脛腓靭帯付着部と脛骨天蓋の
解剖学的位置関係 藤本秀太郎

寺本　篤史　安斉　　見
村橋　靖崇　岡田　葉平
神谷　智昭　山下　敏彦
渡邉　耕太(札幌医科大学)

JOSKAS-
JOSSM2020 R2.6.18 web開催

診
療
部

Oral administration of tadalafil 
can supress both bladder 
dysfunction and detrusor 
fibrosis in male rats with partial 
bladder outlet obstruction 
(BOO)

新海　信雄

小林　　皇　市原　浩司
田端　秀敏　橋本　浩平
福多　史昌　田中　俊明
舛森　直哉

European 
Assosiation of 
Urology 
Congress 
2020

R2.7 web発表

診
療
部

好酸球性胃腸炎に急性膵炎を併発
した１例 工藤　準也

明石　浩史　榮浪　洋介
志谷　真啓　水越　常徳
宮地　敏樹　舛谷　治郎

第127回日本消
化器病学会北
海道支部例会

R2.9.5 札幌市

診
療
部

肝性脳症を契機に、神経核内封入
体病が疑われた１例 小田　亮介 藤倉　　舞　林　　貴士

松谷　　学

第106回日本神
経学会北海道
地方会

R2.9.5 札幌市

診
療
部

腰椎変性すべり症における椎体間
不安定性の計測法による結果の違
いと臨床症状との関連

藤本秀太郎

吉本三徳　森田智慶千葉
充将　押切勉　黄金勲矢
家里典幸　寺島嘉紀　山
下敏彦(札幌医科大学)

第49回日本脊
椎脊髄病学会 R2.9.7 web開催

診
療
部

後下脛腓靭帯付着部と脛骨天蓋の
解剖学的位置関係に関する検討 藤本秀太郎

寺本　篤史　安斉　　見
神谷　智昭　山下　敏彦
(札幌医科大学)

第46回日本骨
折治療学会 R2.9.19 Web開催

栄
養
管
理
室

病院食を通じ地域との繋がりを持
ち、地域住民の栄養教育に繋げた
栄養ケアマネジメント

多田　梨保 和田　卓郎

第22回日本医
療マネジメン
ト学会学術総
会

R2.10.6 Web発表

栄
養
管
理
室

災害時における食事提供体制の構
築－北海道胆振東部地震ブラック
アウトを経験して－

多田　梨保 和田　卓郎

第22回日本医
療マネジメン
ト学会学術総
会

R2.10.6 Web発表

診
療
部

後下脛腓靭帯付着部に関する解剖
学的検討 藤本秀太郎

寺本　篤史　安斉　　見
村橋　靖崇　神谷　智昭
山下　敏彦　渡邉　耕太
(札幌医科大学)

第45回日本足
の外科学会学
術集会

R2.11.26 Web開催

薬
剤
室

アムホテリシンBリポソーム製剤
投与患者における低マグネシウム
血症の発生と腎機能への影響

一野　勇太 小野　　徹　鈴木　景就
上野　誠子

第14回日本腎
臓病薬物療法
学会学術集
会・総会2020

R2.12.14 オンライン

リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ

ン
室

当院におけるがんリハビリテー
ションの介入 林　　知代

第9回日本がん
リハビリテー
ション研究会

R3.1.9 web発表

診
療
部

脊髄神経鞘腫と髄膜腫の単純MRI
を用いた鑑別法の検討 藤本秀太郎

寺島　嘉紀　板橋　尚秀
廣田　亮介　押切　　勉
黄金　勲矢　家里　典幸
吉本　三徳　山下　敏彦
高島　弘幸　園田　智子
(札幌医科大学)

第139回北海道
整形災害外科
学会

R3.1.30 Web開催

診
療
部

上腕骨内側上顆炎に対する鏡視下
手術 織田　　崇 和田　卓郎 第33回日本肘

関節学会 R3.2.13 Web発表

診
療
部

難治性テニス肘の多数回鏡視下手
術例(肘関節外科悪夢再び) 和田　卓郎

第33回日本肘
関節学会学術
集会

R3.2.13 大阪市
(Web開催)

診
療
部

左尾状核出血例の高次脳機能回復
過程 平野理都子

山本　晃匡　藤倉　　舞
林　　貴士　松谷　　学
石合　純夫　下濱　　俊

第107回日本神
経学会北海道
地方会

R3.2.27 Web発表

診
療
部

椎骨動脈狭窄による脳梗塞を再発
し点状軟骨異形成症の関与が疑わ
れた１例

山本　晃匡
平野理都子　藤倉　　舞
林　　貴士　松谷　　学
清水　淳也　下濱　　俊

第107回日本神
経学会北海道
地方会

R3.2.27 Web発表
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薬
剤
室

オキサリプラチン投与患者に対し
て薬剤師の介入により吃逆が改善
した症例

芦名　正生

上野　誠子　鈴木　景就
小野　　徹　笠井　一憲
青木有希子　一野　勇太
村川麻里子　中村　圭介
寺嶋　　望　又村　健太

日本臨床腫瘍
薬学会学術大
会2021

R3.3.6
～ R3.3.7 web発表

診
療
部

当院における腹腔鏡下総胆管切石
術の状況 木村　雅美 孫　　誠一　田山　　誠

竹政伊知朗

第33回日本内
視鏡外科学会
総会

R3.3.10
～ R3.3.13 横浜/web発表

リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
室

（
手·

肘
セ
ン
タ
ー
）

北海道の筋電電動義手普及に対す
る今後の課題ーアンケート調査結
果からー

山中　佑香
織田　　崇　白戸　力也
林　　知代　小島　希望
伊藤　大登　和田　拓郎

第63回日本手
外科学会学術
集会

R3.4 web発表

リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
室

（
手·

肘
セ
ン
タ
ー
）

加齢が手根管症候群患者の
Semmes-Weinstein 
Monofilamentの結果に及ぼす影
響について

奥村　修也 工藤　文孝　野島　美希
高山　拓人　山中　佑香

第63回日本手
外科学会学術
集会

R3.4 web発表

リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
室

（
手·

肘
セ
ン
タ
ー
）

前腕切断に対する筋電義手のソ
ケット適合性のための一工夫 白戸　力也 山中　佑香　野坂　利也

織田　　崇　和田　拓郎

第32回日本ハ
ンドセラピイ
学術集会

R3.4 web発表

リ
ハ
ビ
リ

テ
ー
シ
ョ
ン
室

（
手·

肘
セ
ン
タ
ー
）

北海道での作業療法士による筋電
電動義手の認知度ー手外科医、技
師装具士との比較ー

山中　佑香 織田　　崇　白戸　力也
野坂　利也　和田　拓郎

第32回日本ハ
ンドセラピイ
学術集会

R3.4 web発表

地方会会長
部署名
（発表者） 学会名 会　長 開催年月日 場所（市町村）
診
療
部

第107回
日本神経学会北海道地方会 松谷　　学 R3.2.27 オンライン

開催
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講 義

講師 講義テーマ 講義名 講義先 年月日 場所

水越　常徳 内分泌 看護学授業 小樽市医師会看護
高等専修学校 2020.4 ～ 小樽市

明石　浩史 バイオインフォマティクス 応用医療情報科学 札幌医科大学医学
部医学科４年

2020.4.7
オンライン 札幌市

明石　浩史 情報倫理とリスク 応用医療情報科学 札幌医科大学医学
部医学科４年

2020.4.14
オンライン 札幌市

明石　浩史 医療情報の標準化 応用医療情報科学 札幌医科大学医学
部医学科４年

2020.5.12
オンライン 札幌市

安達　秀樹 人体のしくみとはたらき（腎泌尿器）成人
看護III　（腎泌尿器疾患） 看護学校授業 小樽市医師会看護

高等専修学校
2020/5/25
～ 7/27全9回 小樽市

安達　秀樹 疾病論IV　腎泌尿器 看護学校授業 小樽看護専門学校 2020/7/17
～ 9/3全3回 小樽市

權城　　泉 栄養学 看護学授業 小樽看護専門学校 2020.7.14
～ 9.7 小樽市

山本　晃匡
松谷　　学 院内急変時対応 看護部教育 済生会小樽病院 2020.9.16 小樽市

松谷　　学 不随意運動について 臨床症候学 札幌医科大学医学部 2020.9.28
(オンライン併用) 札幌市

多田　梨保 経腸栄養と静脈栄養について 臨床栄養学実習Ⅲ 天使大学 2020.10.22 オンライン

織田　　崇 作業療法治療学特論－手の外科療法と画
像診断－ リハビリテーション医学 日本医療大学リハビ

リテーション学部 2021.1.18 恵庭市

松谷　　学 成人看護学 看護学授業 小樽看護専門学校

2021 1.20        
1.26         
1.28
(オンライン併用)

小樽市

多田　梨保 病院における管理栄養士の役割 基礎看護学実習Ⅰ 北海道科学大学 2021.2.1 小樽市

多田　梨保 医療施設における管理栄養士業務の実際
～済生会小樽病院の事例～ 基礎看護学実習Ⅰ 北海道文教大学 2021.3.1 オンライン

講 演

演者 演題 講演会名 主催者 年月日 場所

菊地未紗子
がん・心不全患者における認知
症・せん妄対策～患者QOL向上
を目指して～

Mylan緩和ケアZOOM講演会
～病診連携ネットワークの重
要性～

マイラインEPD合
同会社
札幌市医師会

2020.11.13 札幌市
(zoom開催)

和田　卓郎 上肢のスポーツ外傷・障害 神奈川県臨床整形外科医会
第165回学術講演会

神奈川県臨床
整形外科医会 2020.11.14 横浜市

(オンライン開催)
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座 長

座長 学会・講演名 座長を行った演題 主催者 年月日 場所

林　　貴士 パーキンソン病WEBクリニカル
カンファレンスセミナー

with COVID-19での空知地域
の神経難病患者への影響 エーザイ株式会社 2020.9.15

(WEB開催)

織田　　崇 Withコロナ時代の骨粗鬆症治療
を考える会

テリパラチドの有用性
－ストック型外来診療でコロナ
禍の経営不振を乗り切る－

日本イーライリ
リー株式会社 2020.9.29 小樽市

和田　卓郎 第22回日本医療マネジメント学
会学術集会

チーム医療を支える医師事務作
業補助者の生涯教育について考
える(シンポジウム)

第22回日本医療
マネジメント学
会学術集会

2020.10.7 京都市

和田　卓郎 Asia Pacific Hand Upper 
Extremity Society Webinar

Principle of Management of 
distal humeral fractures 
- simple to 
complex(Instructional 
lecture, Shawn O'Driscoll)

Asia Pacific 
Hand Upper 
Extremity 
Society 

2020.11.21
(webinar)

和田　卓郎 第33回日本肘関節学会学術集会 肘関節鏡の新しいtechnique
(シンポジウム)

第33回日本肘関
節学会学術集会

2021.2.13
(WEB開催) 大阪市

菊地未紗子 せん妄と睡眠障害WEBセミナー

せん妄のハイリスクを考慮した
不眠への対応
～せん妄と不眠の鑑別に配慮し
た薬剤選択について～

エーザイ株式会社 2021.3.5 札幌市

松谷　　学 History of neurology下濱教授
退任記念講演会

私が下濱研で学んだこと
(鈴木秀一郎講演)

札幌医科大学脳
神経内科学講座

2021.3.17
(オンライン併用)

認定資格

名前 認定学会名 評議員

診
療
部

近藤　真章

日本整形外科学会 専門医・認定脊椎脊髄病医・認定スポーツ医・リウマチ医

日本体育協会 公認スポーツドクター

日本医師会 認定産業医

和田　卓郎

日本整形外科学会　 専門医

日本手外科学会　 専門医

日本体育協会 スポーツドクター

水越　常徳

日本内科学会 総合内科専門医・認定医・指導医

日本内分泌学会 指導医・専門医

日本甲状腺学会 専門医

日本消化器病学会 専門医

日本環境感染学会 ＩＣＤ

日本人間ドック学会 認定医

日本医師会 認定産業医

明石　浩史

日本内科学会 総合内科専門医・認定医

日本消化器病学会 専門医

日本がん治療認定医機構 がん治療認定医

日本消化器内視鏡学会 専門医

今井　貴史 
日本内科学会 認定医

日本緩和医療学会 認定医

舛谷　治郎
日本内科学会 認定内科医

日本消化器内視鏡学会 専門医

髙田美喜生 日本病院会 病院総合医
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診
療
部

松谷　　学

日本神経学会 指導医、専門医

日本内科学会 認定内科医・指導医・総合内科専門医

臨床研修医制度プログラム責任者  養成講習会終了

日本認知症学会 専門医・指導医

厚生労働省 厚生労働省指定オンライン診療研修終了

図書館法第６条規定 司書講習修了

林　　貴士

日本神経学会 専門医

日本内科学会 認定内科医・総合内科専門医・指導医

認知症サポート医

藤倉　　舞

日本神経学会 専門医

日本内科学会 認定内科医

日本認知症学会 指導医・専門医

平野理都子 日本神経学会 専門医

木村　雅美

日本外科学会 指導医・専門医

日本消化器外科学会 指導医・専門医・消化器がん外科治療認定医

日本内視鏡外科学会 技術認定取得者

日本消化器病学会 専門医・指導医

日本がん治療認定医機構 がん治療認定医

日本乳がん検診精度管理中央委員会 検診マンモグラフィ認定医

難病指導医

孫　　誠一

日本消化器病学会 指導医・専門医

日本外科学会 指導医・専門医・認定医

日本消化器外科学会 指導医・専門医・消化器がん外科治療認定医

日本乳がん検診精度管理中央委員会 検診マンモグラフィ読影認定医

日本がん治療認定医機構 がん治療認定医・暫定教育医

田山　　誠 日本外科学会 専門医

織田　　崇

日本整形外科学会 専門医・脊椎脊髄病医

日本手外科学会 専門医

日本骨粗鬆学会 認定医

藤本秀太郎 日本整形外科学会 専門医

堀田　浩貴

日本泌尿器科学会 専門医・指導医

ＩＣＤ制度協議会 インフェクションコントロールドクター

日本性機能学会 専門医

日本がん治療認定医機構 がん治療認定医

日本医師会 認定産業医

日本化学療法学会 抗菌化学療法認定医

安達　秀樹
日本泌尿器科学会 指導医・専門医

日本性機能学会 専門医

新海　信雄

日本泌尿器科学会 指導医・専門医・泌尿器腹腔鏡技術認定医

日本がん治療認定医機構 がん治療認定医

日本内視鏡外科学会 泌尿器腹腔鏡技術認定医

菊池未紗子
日本精神神経学会 指導医、専門医

精神保健指定医

看
護
部

大橋とも子
日本消化器内視鏡技師会 内視鏡技師

北海道病院協会・全日本病院協会 医療安全管理者

金澤ひかり 日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡技師

伊藤　瑞代 日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡技師

兒玉真夕美 日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡技師

高井奈津子 日本看護協会 慢性疾患看護専門看護師
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看
護
部

石渡　明子

日本緩和医療学会 ELNEC-J指導者

日本看護協会 緩和ケア認定看護師

北海道看護協会 災害支援ナース

看護師特定行為（栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連
・循環動態に係る薬剤投与関連・精神及び神経症状に係る薬剤投与関連）

仙保　知子 日本糖尿病療養指導士認定機構 日本糖尿病療養指導士

中山　祐子 日本静脈経腸栄養学会 ＮＳＴ専門療法士

瀬川　信子 日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡技師

藤田真由美 日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡技師

菊地麻衣子 日本消化器内視鏡学会 消化器内視鏡技師

根布　実穂
日本看護協会 皮膚・排泄ケア認定看護師

看護師特定行為（栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連・創傷管理関連）

早川恵美子 日本糖尿病療養指導士認定機構 日本糖尿病療養指導士

藤原　大地
日本緩和医療学会 ELNEC-Jコアカリキュラム指導者

看護協会 災害支援ナース

五嶋　佳奈 3学会合同呼吸療法認定士認定委員会 呼吸療法認定士

感
染

対
策
室

澤　　裕美 感染抑制実践看護師

薬
剤
室

上野　誠子

日本薬剤師研修センター 研修認定薬剤師

日本アンチドーピング機構 公認スポーツファーマシスト

都道府県知事 介護支援専門員

鈴木　景就

日本薬剤師研修センター 認定実務実習指導薬剤師・研修認定薬剤師

日本静脈経腸栄養学会 ＮＳＴ専門療法士

日本緩和医療薬学会 緩和薬物療法認定薬剤師

日本病院薬剤師会 認定指導薬剤師・生涯研修履修認定薬剤師

日本緩和医療薬学会 麻薬教育認定薬剤師

小野　　徹

日本病院薬剤師会 感染制御認定薬剤師

日本薬剤師研修センター 認定実務実習指導薬剤師・研修認定薬剤師

日本化学療法学会 抗菌化学療法認定薬剤師

日本病院薬剤師会 日病薬病院薬学認定薬剤師

一野　勇太

日本薬剤師研修センター 認定実務実習指導薬剤師

日本病院薬剤師会 日本病院薬剤師会生涯研修認定薬剤師

日本腎臓病薬物療法学会 腎臓病薬物療法認定薬剤師

笠井　一憲

日本薬剤師研修センター 認定実務実習指導薬剤師・研修認定薬剤師

日本静脈経腸栄養学会 ＮＳＴ専門療法士

都道府県知事 介護支援専門員

日本病院薬剤師会 認定指導薬剤師・生涯研修履修認定薬剤師

日本アンチドーピング機構 公認スポーツファーマシスト

日本食品安全協会 健康食品管理士

日本腎臓病薬物療法学会 腎臓病薬物療法単位履修修了薬剤師

日本薬剤師会 JPALS認定薬剤師

村川麻里子

日本糖尿病療養指導士認定機構 日本糖尿病療養指導士

日本薬剤師研修センター 研修認定薬剤師

日本病院薬剤師会 日本病院薬剤師会生涯研修認定薬剤師

日本薬剤師研修センター 認定実務実習指導薬剤師

青木有希子

日本糖尿病療養指導士認定機構 日本糖尿病療養指導士

日本高血圧学会・日本循環器病予防学会 高血圧・循環器病予防療養指導士

日本薬剤師研修センター 研修認定薬剤師

日本くすりと糖尿病学会 糖尿病薬物療法准認定薬剤師

中村　圭介

日本薬剤師研修センター 研修認定薬剤師

日本アンチドーピング機構 公認スポーツファーマシスト

日本老年薬学会 老年薬学認定薬剤師

日本病院薬剤師会 日本病院薬剤師会認定指導薬剤師
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薬
剤
室

芦名　正生
日本薬剤師研修センター 研修認定薬剤師

日本臨床腫瘍薬学会 外来がん治療認定薬剤師

佐渡　　望
日本高血圧学会・日本循環器病予防学会 高血圧・循環器病予防療養指導士

日本薬剤師研修センター 研修認定薬剤師

臨
床

検
査
室

岡本　晃光 日本糖尿病療養指導士認定機構 日本糖尿病療養指導士

放
射
線
室

松尾　覚志

医療情報学会 医療情技師

科学技術庁 第一種放射線取扱主任者

日本Ｘ線専門技師認定機構 Ｘ線ＣＴ認定技師

舟見　　基
日本Ｘ線専門技師認定機構 Ｘ線ＣＴ認定技師

日本放射線技師会 放射線管理士・放射線機器管理士

久保田裕美 日本乳がん検診制度管理中央機構 検診マンモグラフィー撮影認定技師

髙橋　志織
日本Ｘ線専門技師認定機構 Ｘ線ＣＴ認定技師

日本乳がん検診制度管理中央機構 検診マンモグラフィー撮影認定技師

リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
室

髭内　紀幸

日本理学療法士協会 運動器認定理学療法士

3学会合同呼吸療法認定士認定委員会 呼吸療法認定士

日本認知症ケア学会 認知症ケア専門士

国際統合リハビリケーション協会 ＩＬＰＴプラクティショナー

三﨑　一彦
日本作業療法士協会 認定作業療法士

テクノエイド協会 福祉用具プランナー

米田健太郎 3学会合同呼吸療法認定士認定委員会 呼吸療法認定士

花田　　健 日本理学療法士協会 運動器認定理学療法士

廣田　正和 3学会合同呼吸療法認定士認定委員会 呼吸療法認定士

髭内　朝美 3学会合同呼吸療法認定士認定委員会 呼吸療法認定士

栄
養
管
理
室

多田　梨保

日本静脈経腸栄養学会 ＮＳＴ専門療法士

日本糖尿病療養指導士認定機構 日本糖尿病療養指導士

日本病態栄養学会 病態栄養認定管理栄養士

日本人間ドック学会 人間ドック健診情報管理指導士

日本栄養経営実践協会 日本栄養経営士

權城　　泉

日本静脈経腸栄養学会 ＮＳＴ専門療法士

日本糖尿病療養指導士認定機構 日本糖尿病療養指導士

日本人間ドック学会 人間ドック健診情報管理指導士

病態栄養認定管理栄養士 日本病態栄養学会

日本病態栄養学会 病態栄養専門（認定）管理栄養士・がん病態栄養専門管理栄養士

臨
床
工
学
室

笹山　貴司

日本生体医工学会 第２種ＭＥ技術実力検定

北海道病院協会 医療安全管理者

日本医療メディエーター協会 認定医療メディエーター

横道　宏幸
日本生体医工学会 第２種ＭＥ技術実力検定

胸部外科・呼吸器・麻酔科学会 3学会合同呼吸療法認定士

奥嶋　一允 日本生体医工学会 第２種ME技術実力検定

吉田　昌也
日本生体医工学会 第２種ME技術実力検定

日本胸部・呼吸・麻酔科学会 3学会合同呼吸療法認定士

今野　義大

日本医療機器学会 第２種滅菌技士

北海道労働基準協会連合会 特定化学物質・四アルキル鉛等作業責任者

日本生体医工学会 第２種ME技術実力検定

中村　友洋
日本生体医工学会 第２種ME技術実力検定

透析療法合同専門委員会 透析技術認定士

服部　淳貴 日本生体医工学会 第２種ME技術実力検定

山内　揚介
厚生労働省 北海道DMAT

日本生体医工学会 第２種ME技術実力検定

中野裕城子 日本生体医工学会 第２種ME技術実力検定
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	■総 括

【総　括】
　職員福利厚生会は、職員の福利厚生の増進と職員相
互の親睦を図ることを目的に平成15年４月に設立さ
れました。小樽潮まつりでの練りこみ参加やクラブ活
動補助など様々な活動を行っておりましたが、令和２
年度は新型コロナウイルス感染症の影響で屋外イベン
トや集合イベントがことごとく中止となりました。そ
んな中福利厚生会ではコロナ禍において大変苦労して
いる職員に何か「たのしめる」イベントができないか
と、「Zoom忘年会」を企画しました。
　はじめての試みでしたので不安のなか準備を進めま
したが、そこは百戦錬磨の福利厚生役員です。過去の
経験を活かしアクリル板を用いて表彰会場を作った
り、余興会場にも即席のスポットライト、ミラーボー
ルを設置し、雰囲気はコンサート会場。
　さあ、本番当日です。地元新聞社も新しい試みに取
材に訪れる中、忘年会がスタート。約１時間のZoom
忘年会は参加者170名、スタッフ等を含むと250名規
模の大忘年会となりました。

【クラブ活動】
◦　野球部
◦　写真部（コロナの為休部）
◦　フットサル部
◦　釣り部
◦　自転車・陸上競技部

  文責　職員福利厚生会総務理事　清水　雅成

Ⅴ　職員福利厚生会
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部 活 動

整形外科医１名
看護師１名
薬剤師１名
臨床工学技士１名
放射線技師２名
理学療法士8名
言語聴覚士１名

【活動内容・報告・成績等】
春季・夏季合同大会
（予選）
6/20　１回戦　　１-8　敗退
7/17　２回戦　　0-９　敗退
　予選敗退・決勝トーナメント進出ならず

秋季大会
（予選）
8/26　１回戦　　0-7　敗退
　予選敗退・決勝トーナメント進出ならず

【野球部よりひとこと】
　今年度は新型コロナウイルスの影響により、年間を
通して3回ある大会のうち、２大会の開催となりま
した。年間を通し、怪我・感染等無くプレーできたの
は良かったですが、主力メンバーがなかなか集まら
ず、大敗してしまう試合が目立ちました。
　部員で相談の結果、来年度からは新キャプテンを中
田氏とし、Bクラスでの大会参加でチームの立て直し
を図る形となりました。新体制で来年度頑張っていき
たいと思います、応援よろしくお願いします。

  文責　リハビリテーション室　東谷　駿佑

野 球 部
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【メンバー】
医療技術部　リハビリテーション室　8名
看護部　　　　　　　　　　　　　　3名
  計11名(男９名　女２名)

【活動報告】
　新型コロナウイルスの影響により、令和２年度は部
としての活動を行っていません。

【フットサル部よりひとこと】
　初心者、経験者が混ざって楽しく活動しています。
令和２年度は新型コロナウイルスの影響により活動で
きておりませんが、通常では基本的に月数回程度の
ゲーム形式の練習をしています。その他フットサルの
１DAY大会参加や他院チームとの練習試合なども
行っています。
　来年度以降も、感染拡大の状況に合わせて、対策を
行いつつ活動を検討していく予定です。（※下の写真
は過去のものになります）

  リハビリテーション室　阿部　健太郎

フットサル部
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【メンバー】
リハビリテーション室15名
医師１名
（計16名）

【活動内容・報告・成績等】
・済生会沖堤防バトル（R２/11/7）　
・古平根魚釣り（R２/11/23）  少集団
・ワカサギ釣り（R3/１/９）  　少集団
・ワカサギ釣り（R3/１/16）  少集団
・ワカサギ釣り（R3/１/23）  少集団
・ワカサギ釣り（R3/１/25）  小集団
・ワカサギ釣り（R3/１/30）  小集団
・ワカサギ釣り（R3/２/7）  個人
・苫小牧サクラマスジギング（R3/２/13）  個人
・小樽ホッケ釣り（R3.２.15）  個人
・島牧サクラマス釣り（R3/3/14）  小集団
・島牧サクラマス釣り（R3/3/23）  小集団

　昨年度に引き続き、部員の森國さやかさんが令和２
年１月より、週間釣り新聞ほっかいどう「つりしん」
にて“tsurikatsu”という部門で、４名の釣りガール
の中に選ばれて月１回の執筆をしています。

【釣り部よりひとこと】
　今年度は新型コロナウィルスの影響により、春から
釣りができず、すべての釣り大会が中止となってしま
い、少人数または個人単位での釣りとなりました。ま
たアウトドアブームの影響もあり、釣り場での密を避
けるために人の少ないポイントを選ぶようにしていま
した。
　釣り部発足より3年が経過しましたが、開始当初よ
りも部員全員の釣りのスキルが向上したと思います。
新入部員も楽しめるようなポイント選びや釣り方をレ
クチャーできるメンバーが増えて、釣って楽しい、食
べておいしい部活となっています。また、近藤名誉院
長が「サクラマス食べたい」とおっしゃったら年明け
から苫小牧へ。夏に「ブリ食べたい」とおっしゃった
ら、全力で積丹まで釣りに行きました。秋に「鮭食べ
たい」とおっしゃっていましたので、１週間通い詰め
て無事献上できました。（笑）
　釣りは屋外かつ密接した状態では行わないので、こ
のご時世でも緊急事態宣言が出ていなければ比較的導
入しやすい趣味活動になると思います。飲み会などの
集まりができないこの機会に、釣りをしてご自宅で美
味しい酒と魚を食べましょう。釣り部の入部お待ちし
ています。

  文責　リハビリテーション室　小島　希望

釣 り 部
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【メンバー】

氏　　名 性別 年齢 所属部署 他クラブ加入状況

神田　充博 男 29 リハビリテーション室

富樫　優樹 男 28 リハビリテーション室

平塚　　渉 男 46 リハビリテーション室

髭内　紀幸 男 38 リハビリテーション室

長瀬　拓真 男 28 リハビリテーション室

城田　裕輔 男 28 リハビリテーション室 フットサル部

髙橋　靖明 男 35 リハビリテーション室 釣り部

齋藤　生夏 女 31 リハビリテーション室

阿部　将也 男 24 リハビリテーション室 釣り部

【活動報告、成績】
　新型コロナウィルスの影響により、参加予定の大会
は全て中止。

【ひとこと】
　令和２年度では感染状況もあり、エントリーしてい
た大会が軒並み中止となり、各自練習の日々を過ごし
ておりました。感染予防の観点から、トレーニングで
は自宅内・屋内でも行なえるよう、最近流行りの
e-sportsにも着手しております（上記写真より）。来
年度に開催可能となる大会があれば、感染対策を徹底
し、出場していきたいと考えております。

  文責　リハビリテーション室　神田　充博

自転車・陸上競技部
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院内保育所「なでしこキッズクラブ」院内保育所「なでしこキッズクラブ」

　職員の福利厚生の一環とし、子育て支援の充実を
図っています。内装並びに備品等も子どもたちの安全
面を配慮した施設になっています。一時保育も柔軟に
対応でき、安心して働きやすい環境づくりに努めてい
ます。

所　長　　　　和田　卓郎（病院長）
スタッフ　　　 12名（保育士５名　看護師１名   

保育補助６名）　
保育所面積　　222.64㎡
定員　　　　　40名
保育対象年齢　0歳～小学校就学前
開所時間　　　 8時～19時（月～金曜日、第２・４

土曜日（祝日・病院休日を除く））

【年間行事実績】
  4月　お買い物ごっこ
  8月　夏祭り
10月　ハロウィン
12月　クリスマス会
  2月　豆まき
  3月　お別れ・進級おめでとう会
　☆お誕生会、避難訓練、身体測定を毎月実施

【今後の目標】
　保育目標「いっぱい遊んですくすく育て～心もから
だもたくましく育ちあう子ども」を心がけ、子どもた
ちが怪我なく元気に笑顔で過ごせるように心がけてい
きます。
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コロナ禍でも楽しく過ごす 新行事「お買い物ごっこ」

保育士　富田　恭子

　院内保育所なでしこキッズクラブでは、毎年いろい
ろな行事を行ってきましたが、コロナの影響により、
病棟への訪問や、保護者のみなさんにも来ていただく
クリスマス発表会はできませんでした。
　そんな中、新たに「お買い物ごっこ」を行いまし

た。保育所職員が商品を手作りし、幼稚園児のお兄さ
んお姉さんたちが店員となり、思い思いの商品を買
い、子どもたちも楽しむことができました。
　今後も子どもたちがのびのびと保育所生活を送れる
よう、保護者の方々の協力をいただきながら日々努め
ていきたいと思います。
　コロナが終息し、例年通りたくさんの行事を行った
り、みなさんの前で歌や踊りを見てもらえる日が早く
来ることを願っています。

８月
わっしょい！わっしょい！おみこし担いで元気に病院の周りを歩きました

10月
みんなで仮装！
ハロウィンパーティ

12月
クリスマス会

今年はサンタさんからビデオメッセージが届いたよ
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娘が保育所に通い始めて

リハビリテーション室　花田　　健

　妻が仕事復帰に伴い、娘が保育所デビューさせてい
ただきました。
　当時は１歳3か月。なんとか歩けて「ママ」は言え
るけど「パパ」は言えない状態…。朝はなかなか起き
ることができない昼夜逆転の赤ちゃんでした。また、
コロナ禍のため、小樽市主催の赤ちゃん教室も開催さ
れず、他の赤ちゃんに会うことができなかったため、
親族以外を知らないので不安でした。そのため、私も
妻も保育所でうまくやっていけるのか心配しておりま
した。
～保育所デビュー～
　保育所につくと我々の元を離れない娘。抱っこから
離れず、小さな手で妻の服を強く握りしめていたのが
印象的でした。心を鬼にして無理やり離しましたが、
ぐしゃぐしゃ泣いた顔を見て、心が痛みました。保育
士さんに大変ご苦労かけたと思います。それでも保育
士さん達に優しく接していただき１ヵ月ほどで慣れて
いきました。ただ、慣れた頃に「保育所の洗礼」(い
わゆる風邪)を経験しました。恥ずかしながら私も風
邪が移ってしまい、家族みんなで発熱し、お仕事も数
日お休みいただく事態に…。その節は、同僚の皆さん
にはご迷惑をおかけしました。
　通い始めてからお迎えにいくと「パパ」と呼んでも

らえるようになりました。寂しかったのかなと。ま
た、なぜか「バイキン！」と声を出すように。他の子
どもの真似をしたのでしょうか。本来は“ばいきんま
ん”のことでしょうが、本人は理解できておらず、す
れ違うおじさんにも指をさし、大きな声で「バイキ
ン！」と言うので焦りました。
　普段の保育所の様子は、先生から連絡帳を通じて報
告していただいております。保育所内での様子や成
長、食事の量や遊んだ内容などを教えていただけるの
で、毎日読むのを楽しみにしております。また、制作
物も定期的にプレゼントしていただけるので、我が家
の玄関に飾っております。
　今では自ら靴下を履こうとしたり、自分で帽子を選
んで一生懸命準備している様子をみると、保育所に楽
しんで行ってるんだなと安心しております。
最後に
　いつも娘をみていただ
きありがとうございま
す。保育所の皆様のおか
げで私たちもお仕事に集
中できております。今後
も何かとご迷惑をおかけ
することも多いと思いま
すが、保育所の先生方、
職場の上司、同僚の皆さ
ん、よろしくお願いいた
します。

我が子の成長

5B病棟　浅香　香織

　私は、子供が生後10か月の時に仕事復帰し翌月に
は夜勤もやっていました。初めは、１歳未満で保育園
に預けることや、夜勤で子供と一緒に居ることができ
ない事にとても罪悪感があり、母親として本当にこの
ような働き方で良いのか悩む事もありました。
　保育園に通い始めた頃は、バイバイするとすぐに泣
きだす事も多かったですが、今は友達ととても楽しそ
うに過ごしているみたいで安心しています。保育園で
の様子は毎日、先生方が連絡帳に詳しく記載してくれ
るので、家では見ることのできない息子の姿も知るこ
とができ旦那とも『こんなこともできるんだね』と話
しながら毎日連絡帳を見るのが楽しみです。家では全
然ご飯を食べない息子も保育園では毎日完食し、常に
落ち着きのない息子が先生の指示が出るまで待つこと
ができたりと家では見せない姿に驚くことが多いで

す。親が知らないうちに、様々な言葉を覚え、出来な
かったことが出来るようになり保育園の先生方には感
謝の気持ちでいっぱいです。同じ世代の子供やお兄
ちゃんお姉ちゃんに囲まれ、楽しそうな姿や成長した
姿を見ると本当に保育園に通うことができてよかった
なと感じています。
　今後も、子供の成長を楽しみに仕事も育児も精一杯
頑張っていきたいと思います。

水遊びをする娘

１歳の記念写真
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売店・食堂売店・食堂

ヤマザキＹショップ
病院棟　１階
営業時間
月～金：8：00～19：00
土日祝：8：00～15：00
　食料品、日用雑貨、医療用品、その他季節限定商品など幅広く品揃えております。また、カウンターにはヤマ
ザキショップならではの大きなシュークリームやエクレア、豆大福など甘味物もいっぱい。患者さんへのお土産
にもいかがですか。

職員食堂
管理棟２階
営業時間　月～金曜日　11：00～14：00
全42席(コロナの為間引き)
　管理棟２階にあります職員食堂では、日替わりランチから麺類、カレーなどたくさんの美味しいメニューをと
り揃えております。令和２年度はコロナウイルス感染症の影響でテーブルのレイアウトを変更。会話等も自粛に
なったため、食堂内にBGMを流すようにしました。

  文責　北海道済生会　清水　雅成
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　令和２年度は、人類にとって決して忘れることはできない年となりました。
新型コロナウイルス感染症がこれ程までに猛威を振るうことになろうとは…。未知の感染症に、先が見えないこ
とへの絶望や不安を幾度となく経験し、そして未だにその状況は継続しています。
　我々小樽病院も、新型コロナウイルス感染症患者の受け入れに際しましては、それぞれの職種の専門性を終結
させてその時々にできる最善を尽くして参りました。直接対応している専用病棟では最前線でチーム医療を提供
しています。さらに小樽・後志地域の一般医療を必要としている方には、その他の病棟や外来などがチーム医療
に専念して参りました。それぞれが抱きました思いには計り知れないものがあったと思いますし、コロナ禍が想
定以上に長期化しております中、全職員のみならず、ご家族の皆様のご理解とご協力無くして、乗り越えること
は不可能なものでした。ここに、済生会の団結力を改めて感じる１年でもあり、さらなる使命に向かって一丸と
なって取り組んで参ります。
　令和２年度の総括に際し、皆様から頂きました多大なるご支援とご協力に、厚く御礼申し上げます。

  看護部長　菅原　実夏

あ と が き
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