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　12/11に恒例の院内ボウリング大会が行われま

した。例年に比べ参加者は少なめではありました

が、勝って美味しいお酒を飲むために白熱した戦いが繰り広げられました。

院内親睦ボウリング

病院忘年会
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高齢者の心不全：拡張不全とは？
循環器内科　神田　宗武

理事長　小川　繁晴

　明けましておめでとうございます。新年の
喜びを皆様に申し上げますとともに、旧年中
のお力添えに対し深く感謝申し上げます。

　昨年もまた自然災害により被災する事例が
多く発生しました。家族や家を失い、生活の
場を離れなくてはいけない人々には心からの
お見舞いを申し上げます。世界の各地でテロ
や内戦で多くの命が失われた一年でもありま
した。多数の難民がユーロ圏におしよせ、人の
移動の自由、通貨の一元化というユーロの壮
大な挑戦は試練に見舞われています。世界が
信仰の自由と、他の宗教に対する寛容とを失
わないでほしいと切に願います。

　今年は申年であります。本来は木の上で果
物が熟すことを意味する文字とのことで、猿
は音をあてたということだそうです。木と猿
は切っても切れない縁ですので、なかなかの
当て字ではあります。申年生まれの人は才智
にたけているといわれていますので、ともに
知恵を絞ってこの一年を乗り越えようと思い
ます。

　さて十善会病院は数年後に成人病センター
跡地に新築移転する運びとなりました。十善
会病院は社会福祉法人として約６５年が経過
しましたが、十善会病院の前身である十善寺
病院創立より起算しますと１４０年を数える
ものであります。十善とは仏教で言う「十善」
であり、十善会病院の名は十善寺地区に由来
するものでありましょう。地域の人々の好意に
支えられ現在まで存続、発展してきました。
愛着のあるこの地を離れることは、寂しくも
あり、不安でもありますが、敷地の面より現地
での建て替えが困難であり、移転を決意した

ごあいさつごあいさつ

次第であります。十善会病院の周辺地域の
方々のご支援に感謝しますと共に、これから
も同様にお願い致します。

　少子高齢化は社会のありようにも大きな変
革を求めます。医療、福祉はその影響が最も
強い分野であり、医療においては更なる効率
化が進められようとしています。診療報酬改
定のたびに医療現場は右往左往し、存続を図
らなくてはいけない有様です。もう少し落ち
着いた対策が取れないものかとは思うのです
が、高齢化社会がそれを許さないのでしょう。
全職員で社会に貢献するという目標を自覚し
つつ、変革に対処したいと思います。
　
　本年も引き続き暖かいご指導とご協力を賜
りますようお願い申し上げます。

　心不全とは病名ではなく、心臓のポンプとしての機能が低下して全身の臓器が必要とする血液を

十分に供給できなくなった状態のことです。特に超高齢化社会に突入した我が国においては、高齢者

を中心に心不全が増加の一途をたどっています。

　これまで、心不全の多くは心筋梗塞や心筋症、弁膜症など左心室の収縮能が低下した「収縮不

全」と考えられてきました。しかし、最近の研究から心不全の症状があるにも関わらず、収縮機能は

正常に保たれた「拡張不全」というタイプの心不全が多いことが分かってきました。「拡張不全」は

心不全の40-50%を占め、さらにその生命予後は「収縮不全」と変わりないこともわかってきまし

た。「拡張不全」患者は「収縮不全」患者と比べて高齢者、女性、高血圧症、糖尿病、肥満の基礎疾患

を持っている人に多く、「収縮不全」患者では不整脈死、心不全死する頻度が高いのに対して、「拡

張不全」患者では心不全以外の心疾患や非心血管疾患で死亡する率が比較的高いという特徴があ

ります。

　最近は拡張障害の存在証明を必須とせず、臨床的心不全症状を呈しながら、左室駆出率が保持

（EF≧45-50%）されている心不全（HFpEF；Heart Failure with Preserved Ejection Frac-

tion）を拡張不全として呼ぶことが主流になりつつあります。

①症状；息切れ、動悸、呼吸困難、下肢のむくみ、疲労感
②胸部レントゲン；心拡大、肺静脈うっ血、胸水
③心エコー；ドップラー検査を用いた拡張機能評価（図-１）

④血液検査；N末端プロ脳性ナトリウム利尿ペプチド（NT-proBNP）の測定

診断

治療

　拡張不全による急性心不全の発症時対処は、基本的に収縮不全による心不

全と変わることはありません。収縮不全の慢性期には利尿剤、心保護作用のあ

るACE阻害薬やARB、β遮断薬が用いられ治療方針は確立されています。し

かし、拡張不全の治療において前向き割り付け研究で有効性が認められた薬

剤はありませんでした。最近わかってきたことはアルドステロン拮抗薬スピロ

ノラクトンが心血管死を抑制することはできませんでしたが、心不全増悪による入院リス

クを減少させました。β遮断薬でもより低い心拍数が良好な予後と関連する可能性が示

唆されています。

　拡張不全の場合、心不全以外の原因で死亡することも多いため、糖尿病、慢性腎臓病

など併存する疾患を合わせて治療する必要性があります。

（図-１）
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医療機器安全管理責任者

             宮本　勘大

　近年、医療機関における医療事故の発生が大きく取り上げられ、皆さんもテレビやインターネット等で知

る機会も多くなったと思います。医療の世界は日進月歩で、高度複雑化に進む医療環境のなか、医療事故を

防止し、適切で安心な医療を提供すること、そして職員の安全を守ることを目的として、当院でも平成24年

４月に医療安全管理室が設置されました。

【組織体制】
　当院の医療安全管理体制は、病院全体の医療安全を管理・指揮する医療安全管理委員会を中心に、各部

署の担当者が委員会メンバーとなり、安全な医療について検討を行う医療安全推進委員会、感染予防対策を

行う感染対策委員会、医療機器の安全管理を行う医療機器安全管理委員会、医薬品の安全管理に関する活

動を行う医薬品事例検討会を、各専門の責任者の下に設置し、医療の安全確保に努めています。

【医療機器安全管理責任者の配置】
　当院では臨床工学技士が１名常勤しています。医療安全管理室所属とし、医療機器安全管理責任者として

の役割を担っています。医療機器の安全な取り扱いや保守管理に関する業務はもちろんのこと、医療機器購

入に際する提言や臨床現場での指導・管理を行っています。より良い質の医療を提供するために、院内には

専門性が極めて高い医療機器が多くあります。そこで臨床工学技士等のコメディカルの専門的知識を集結し、

医療機器の安全な使用、管理に努めています。

　医療安全管理委員会は、安全な医療を提供するために何

が必要かを考え活動しています。医療における安全確保に

は患者様及びご家族の協力も必要となります。私達も安全

で質の高い医療が患者様、皆様に提供できるよう日々努力

していきますのでよろしくお願いします。

　情報管理室は患者さんと直接かかわる部署ではないため、実際どんなことをする部署なのか
よくわからないと思います。そこで今回は当院の情報管理室について簡単にご紹介したいと思
います。
　情報管理室は電子カルテ導入に向けて平成 20 年 4 月より新設されました。当初は電子カル
テの導入が主な業務でしたが、電子カルテが利用されるようになると管理業務内容も大きく変
化しており、診療録の管理、臨床業務の電子化・情報化、医師業務の軽減など情報化時代に
おける診療の最適化とデータの有効活用を目指して、日々業務に取り組んでいます。
　現在、情報管理室には病院長を室長に、医療情報技師 1 名、診療情報管理士 2 名、医師事
務作業補助者 2 名の合計 6 名で構成されています。

主な業務内容は
 診療録の管理
  診療録（電子カルテ）の不備や必要な書類・データなどのチェック
  診療録の安全確実な保存・管理と、診療記録開示業務

 医療情報システムの保守管理
  システムの構築・改善
  病院の運用に支障が出ないように日々の保守管理
  コンピュータやプリンターなどの機器管理

 医療情報の分析と活用
  各種統計資料の作成
  全国がん登録やNCD（National Clinical Database）
  などの登録(補助)業務
  入院患者の病歴登録と適正コーディングの補助

 医師事務作業のサポート
  診断書等の文書作成補助
  診療録（電子カルテ）への代行入力
  行政などへの報告対応（救急医療情報システム）

　そのほかにも、診療録やそれ以外からの情報の収集・加工・
分析、資料作成のサポート、インターネット管理、ホームペー
ジ作成、携帯電話管理など多種多様な業務を行っています。

J y u z e n k a i  H o s p i t a l

情報管理室紹介 情報管理室課長　山﨑　哲也

J y u z e n k a i  H o s p i t a l

医療安全管理委員会紹介

医療情報技師

　医療スタッフが診療情報を的
確に収集・処理・伝送できるよう
にするため、医療情報システムを
導入しています。医療情報技師は
このような「医療情報システム」
を病院の事情に合わせて構築し、
24時間365日不具合なく稼働さ
せるための運用管理、データベー
スに蓄積された大量の診療情報
の分析処理などを担当します。

診療情報管理士

　病院には、診療内容や患者
様の病状、検査記録などを記
録した「診療録」、通称「カル
テ」と呼ばれるものがありま
す。「診療情報管理士」とは、こ
の診療記録と情報を正しく管
理し、さらにデータを分析、加
工することによって病院経営
や医療の質を高めるための業
務を担当します。

医師事務作業補助

　医師は、医療行為だけでは
なく様々な業務を行っていま
す。慢性的な医師不足とそれ
に伴う医師の長時間労働が大
きな問題となっているため、
医師の負担を少しでも軽減す
るために医師事務作業補助者
が医療文書の作成補助や医療
の質の向上に資する事務的な
業務をサポートします。

写真中央　医療安全管理室長　麻生医師

写真左　　医療安全管理者　小泉部長

写真右　　医療機器安全管理責任者　宮本

医療安全管理
委員会

医療安全推進委員会 医薬品事例検討会

医療機器安全管理
委員会

感染対策委員会
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写真中央　医療安全管理室長　麻生医師

写真左　　医療安全管理者　小泉部長
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医療安全管理
委員会

医療安全推進委員会 医薬品事例検討会

医療機器安全管理
委員会

感染対策委員会
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平成27年度　第2回NST院内研修会開催報告
NST委員会　栄養部課長　大下　正美

日　時　11月6日（金）17：45～19：30　

内　容　リハビリテーション栄養の基礎と実践～回復期リハ病棟を中心に～

講　師　是真会　長崎リハビリテーション病院　栄養管理室長　西岡心大先生

参加者　66名

　今回は2年ぶりに院外から講師をお招きして研修会を開催しました。西岡先生のご講演の後には、当

院から長崎リハビリテーション病院へ転院した患者様の一症例についてそれぞれが発表しました。急

性期病院と回復期リハビリ病院との連携の大切さ、急性期病院でやっておくべき栄養管理、そして、今

後のNST活動について考える良い機会となりました。

　この大会で勝つ事を目標に1年間練習してきたのですが、結果は2引き分け。昨年の

大会から引き続き2年連続での2引き分け、来年こそは勝ちます!! 

病院対抗ソフトボール大会

　手術室所属の松尾健さんは、当院に就職して20年目になります。看護補助者から准看護師歴18

年。27年度には看護師国家試験に見事合格し、改めて看護職としての意欲を高めています。

　看護師になるためには様々な道がありますが、彼は働きながらの資格取得を選択し“10年以上の

経験を有する准看護師”が看護師になるための道である「看護師学校養成所２年過程（通信制）」で教

育を受けました。当院では看護職のWLB推進において組織体制が組まれています。今回職場の支援

や仕事と家庭の両立についてインタビューしました。

Q１. 看護師になろうとしたきっかけはなんですか

娘から将来お父さんやお母さんみたいな看護師になりたいと聞かされた時に、準看護師のままではいけな

い、しっかり看護師となり勉強する過程も見せられたらと思ったから。

Q２. ２年間でつらかったことはなんですか

レポートの期日に追われる日々

Q３. ２年間で楽しかったことはなんですか

九州各地に仲間ができ、その仲間と福岡で飲みまくったこと。

Q４. 准看護師教育との違いを感じましたか。それはどのようなことですか

通信課程に入学し、学習を深めていくにつれて、今までは何となくこなしていた看護が根拠に基づいて行わ

なければならないこと。

Q５. 職場の支援で良かった事はなんですか

学費については病院の支援を受け自分での負担が少なくてよかった。

休暇は師長をはじめスタッフみんなにご迷惑をかけながら有給休暇をとらせて

もらった。学習に関しては救急室夜勤中など受診患者がいない時など、「今のうちに

勉強していいよ」などの支援をいただいた。

Q６. 家族の支援で良かった事はなんですか

自宅での学習をするにあたり、看護師である妻の助言をもらいレポートができたこと。

Q７. 看護師になって変化したことはなんですか

給与面では希望に近い昇給をしていただいた。

待遇ではタイムカードが上にいった。他は特に変化は見られない。

看護をするにあたり、患者の気持ち、思い、なぜこのような状況（疾患や、受診時間など）

になったのかを深く考え、行動するようになった。

Q８. 今後看護師としてどのようなキャリアを積みたいですか

今後は、この人に看護してもらえて良かった、この人と一緒に仕事が出来て良かったと、患者やスタッフ、他

の業種の人々から思われるように看護師としてのキャリアを積んでいきたい。

看護師への道
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　12/11に恒例の院内ボウリング大会が行われま

した。例年に比べ参加者は少なめではありました

が、勝って美味しいお酒を飲むために白熱した戦いが繰り広げられました。

院内親睦ボウリング

病院忘年会
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