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長崎県五島中央病院院長

巻 頭 言

平成２３年の日本は、３月１１日におきた東日本大震災で、経験したことが無いほどの津波による人的・

物的被害、また原発事故による地域全体の被害に見舞われ、大変な年となってしまいました。被害に遭

われ亡くなられた多くの人々のご冥福をお祈り申し上げます。さらに被害に遭われ今、必死に復興に携

わっておられる方々のご健康と、早く復旧されることをお祈りいたしております。

五島中央病院は、現在の敷地に移転してから、１０年になりました。外観は、島外から病院へ見えられ

た方に、１０年経っているようには見えないですねと言われるようにきれいにしておりますが、やはり、

医療機器や設備の老朽化が目立ってきております。今年度は、１０年目でようやくオーダリングの更新を

いたしました。電子カルテも考えましたが、当院も看護師不足に悩まされており、電子カルテを理由に

一人でも辞められたら困るということで、２５年度に電子カルテにする予定としました。診療におきまし

ては、医療技術や患者サービスの向上に努めていますが、退院時の患者さんのアンケートで満足度が年々

上昇しております。これは職員全員の努力の賜物と思っております。

ところで五島の人口は１年に７００－８００人減少していると言われています。しかし、本土から海を隔て

は当院への患者さんの受診は考えられない中で、今年はわずかながらですが入院患者さんの増加がみら

れています。さらに昨年度から、経常黒字になりましたが、今年も達成できそうです。

今後も、五島の住民に信頼され、満足されるような医療を提供していきたいと思います。

よろしくご指導お願いいたします。

平成２３年１２月

神 田 哲 郎

―１―



五島中央紀要１４：３－５，２０１２

The 30-core prostate biopsy as an initial strategy does not improve
the detection rate of prostate cancer in patients within 4-10 ng/ml

in PSA level compared with the 12-core prostate biopsy.

１Goto Chuo Hospital，２Sasebo Kyosai Hospital

SHOHEI TOBU１, JIRO EGUCHI２AND JUN YAMADA２

Abstract

Objectives: In this report, we studied whether the increasing of prostate biopsies cores improve the detec-

tion rate of prostate cancer in patients within 4-10 ng/ml in PSA level so called gray zone.

Methods: We picked up 74 patients whose PSA before exam was 4-10 ng/ml and performed transrectal

prostate biopsy. Patients whose PSA level was 4-10 ng/ml from June 2007 until May 2008 received 12 cores

transrectal prostate biopsy. And patients whose PSA level was 4-10 ng/ml from June 2008 until May 2009

received 30 cores transrectal prostate biopsy. All exams were performed by an identical physician.

Results: The detection rate of prostate cancer was 8 cases out of 27 cases (29.6%) in 12-core prostate

biopsy group and 15 cases out of 47 cases (31.9%) in 30-core prostate biopsy group respectively, so there

was no significant difference between two groups. There was no significant stastical difference between two

groups.

Conclusions:

Our data suggest the 30-core prostate biopsy as an initial strategy does not improve the detection rate of

prostate cancer in patients within 4-10 ng/ml in PSA level compared with the 12-core prostate biopsy.

Introduction

In recent years, development of Prostatic Specific An-

tigen (PSA) and prevalence of health check contribute to in-

crease discovery rate of early stage prostate cancer.And the

number of prostate biopsy are rapidly increasing. Prostate

biopsy is a mandatory examination for confirmed diagnosis

of prostate cancer. This may be called one of the most fa-

miliar methods of examination for urologist in clinical

practice.

From a historical angle, sextant biopsy which Hodge

et al reported in 1989 was very useful compared with di-

rected biopsy which has been executed till then１）. Sextant

biopsy contributed to improve diagnosis efficiency of pros-

tate cancer and this method was golden standard of prostate

biopsy in a long period. In the 90’s, some papers pointed

out the limitation of sextant biopsy and proposed new

methods, the number of biopsy cores and the biopsy part２，３）.

Presti report on 12-place biopsy of 2,299 examples (multi

part biopsy), Taille enforce the prostate biopsy in 21 places,

and each report also reports on the improvement of the de-

tection rate with an increase in the number of biopsy

cores４，５）. However, the group which we expected the im-

provement of discovery rate by prostate biopsy is the pa-

tients between 4.0 and 10.0 ng/ml as PSA level so called

gray zone. In this report, we studied whether the 30-core

prostate biopsy as an initial strategy contributes to the sig-

nificant improvement of discovery rate for the patients be-

tween 4.0 and 10.0 ng/ml as PSA level compared with the

12-core prostate biopsy.

Methods

Among patients who were received prostate biopsy at

our urology department from June 2007 until May 2009,

we picked up 74 patients whose PSA level before exam

was 4-10 ng/ml (Table 1). Patients from June 2007 until

May 2008 received 12 cores transrectal prostate biopsy.

These 27 patients became part of group 1. And patients

from June 2008 until May 2009 received 30 cores transrec-

―３―



tal prostate biopsy. These 47 patients became part of group

2. The prostate biopsy was performed shown in Fig.1 and

Fig.2 under the saddle block anesthesia. The number of

days in the hospital was the third two night stay. All exams

were performed by an identical physician. The detection

rate and the incidence rate of complication which was re-

quired prolongation of duration of hospital stays was com-

pared between two groups. Clinical data were analyzed us-

ing chi-square analysis and Mann-Whitney’s U-test with

significance considered at 0.05. Stastical analysis was per-

formed using Excel statistics 2008(SSRI Co., Ltd Tokyo).

Results

The detection rate of prostate cancer was 8 cases out

of 27 cases (29.6%) in group 1 and 15 cases out of 47

cases (31.9%) in group 2 respectively, so there was no sig-

nificant difference between two groups. Complication

which were required for prolongation of duration of hospi-

tal stays was only fever up, and 1 case (3.7%) in group 1

and 3 cases (6.3%) in group 2 respectively (Table 2). These

cases have left all hospital within the course of a few days

only by the antibiotic drip administering.

Discussion

The optimum number of prostate biopsy cores was re-

ported by many papers, and many of them mentioned that

the detection rate increases if the number of cores increases,

and there is little difference for the incidence of complica-

tions４，５，６）. However, the group of patients which we expect

the detection rate to rise is the patients whose PSA levels

are low. The detection rate of our data shows the tendency

to rise about the number of cores if increasing as well as

other reports. However, there was no significant difference.

The detection rate significantly rises with an increase in the

number of cores without setting the PSA level to 4-10 ng/

ml though data is not shown this time. However, there was

no defference of two groups when limiting it within the

range of 4-10 ng/ml.

Our data suggest that the number of prostate biopsy

cores for patients within the range of 4-10 ng/ml of PSA

level is enough in 12 cores and an increase in the number of

cores doesn’t lead to an increase at the detection rate in the

case where PSA that we expect a detection rate increase is

low. However, because the tendency that an increase in the

number of cores leads to an increase at the detection rate is

Fig 1 The 12-core biopsy
1=Apex central; 2=Mid-grand central; 3=Base central;

4=Apex periphery; 5=Mid-grand periphery; 6=Base periphery

Fig 2 The 30-core biopsy.
1-5; Periurethral zone

6-9; lateral zone
10-15; Far lateral zone

Table 1. Patient characteristics

Group 1
(12 PBx)

Group 2
(30 PBx)

No. patients 27 47

Mean±SD age
(range)

66.2±6.6 (54－81) 68.4±7.1 (55－81) P=0.29

Mean±SD
(ng/ml) PSA

(range)
6.3±1.8 (4.0－10.0) 6.0±1.8 (4.0－10.0) P=0.41

Mean±SD (ng/ml)
prostate volume

40.0±20.4 43.6±24.7 P=0.60

Table 2. Detection rates according to protocol type

Group 1
(12 PBx)

Group 2
(30 PBx)

No. malignancy
pathology

8/27
(29.6%)

15/47
(31.9%)

P=0.83

No. complication
1/27

(3.7%)
3/47

(6.3%)
P=0.62

―４―



certainly admitted, it might be efficient measures to in-

crease the number of prostate biopsy cores for the case

where PSA rises without detecting cancer by a standard

prostate biopsy.

At the same time, it is necessary to consider the in-

creasing tendency the incidence rate of complications

though there is no significant difference.

Conclusion

In this study, we investigated whether or not the increase of

the number of prostate biopsy core contribute to improve

the detection rate of prostate cancer for patients whose PSA

level was 4-10 ng/ml so-called gray zone. Our data demon-

strated that the increase of core did not contribute to im-

prove the detection rate in patients whose PSA level is low.

Reexamination in which the number of cases is increased

might be necessary.
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五島中央紀要１４：７－１１，２０１２

末梢性 T細胞性リンパ腫とびまん性大細胞型B細胞性
リンパ腫を合併した discordant lymphoma と考えられる１例

長崎県五島中央病院 内科１） 同 耳鼻咽喉科２） 久留米大学医学部病理学教室３）

長崎大学病院 原研内科４）

谷口 広明１，４） 海江田 哲２） 吉見 龍二１） 新野 大介３）

大島 孝一３） 宮� 泰司４）

【要約】

２つ以上の異なった組織型のリンパ腫が同一の組織に存在する場合、composite lymphoma、異なる組織に存在

する場合 discordant lymphoma と定義・呼称される。これらは非常に稀な病態であるが、今回、我々は末梢性T

細胞性リンパ腫とびまん性大細胞型B細胞性リンパ腫を合併した discordant lymphoma の１例を経験した。

症例は６３歳、男性。咽頭痛と右頚部腫瘤を自覚し、当院耳鼻科を受診。CTで上咽頭腫瘤と両側頚部リンパ節腫

大を認めた。上咽頭腫瘤の生検で、Diffuse large B-cell lymphoma（DLBCL）と診断されたが、右頚部リンパ節生

検ではPeripheral T-cell lymphoma, not otherwise specified(PTCL,NOS)の病理診断であった。PSは１、Stage

Ⅱ A、IPI は Low risk、PIT は Group２であった。

R-CHOP療法を開始した後、頚部リンパ節、上咽頭腫瘤ともに縮小し、奏功しているため、以後もR-CHOPを

継続している。

キーワード：Discordant lymphoma、DLBCL、PTCL、NOS

【緒言】

２つ以上の異なった組織型のリンパ腫が異なる組織

に存在する discordant lymphomaは稀である。今回、

我々は末梢性 T細胞性リンパ腫（Peripheral T-cell lym-

phoma, not otherwise specified; PTCL, NOS）とびまん

性大細胞型 B細胞性リンパ腫（Diffuse large B-cell lym-

phoma; DLBCL）を合併した症例を経験したので報告

する。

【症例】

患者：６３歳、男性

主訴：右頚部腫瘤、咽頭痛

既往歴：２年前に大腸ポリープで EMRを施行。２０年

前に腰椎ヘルニアで手術。

生活歴：職業は建設業、喫煙２０本 x３０年、飲酒は機会

飲酒

家族歴：特記事項なし

現病歴：２０１１年１０月下旬に右頚部の腫瘤と耳閉感、

咽頭痛を自覚。１１月１８日に当院耳鼻科を受診。上咽

頭に腫瘤（図１左）を認めたため、生検を施行し、病

理検査で DLBCL（EBV positive diffuse large B-cell lym-

phoma of the elderly）と診断された。１１月２９日に造影

CT検査で上咽頭腫瘤、両側頚部リンパ節腫大を認め

た（図２）。１１月３０日に、右頚部リンパ節の生検を施

図１ 上咽頭の肉眼所見
左：治療前、上咽頭に有茎性の腫瘤（○）を認める。
右：R-CHOP１コース後、腫瘤は著明に縮小している。

図２ 造影CT検査所見
A：上咽頭に最大径４．５�大の腫瘤（→）を認める。
B：両側頚部で右側優位に多数のリンパ節腫大（○）を認める。

―７―



行し、病理検査で Peripheral T-cell lymphoma、NOS（T

-zone pattern）と診断された。１２月９日に、当院血液

内科を紹介受診。治療目的で２０１２年１月４日に入院

された。

初診時現症：

身長１７２�、体重７４．５�、体表面積１．８７�
体温３６．５度、血圧１３２／７５mmHg、脈拍５６回／分（整）、

酸素飽和度９６％（room air）

頭頚部：眼瞼結膜に貧血所見なし、眼球結膜に黄疸所

見なし

口腔内：咽頭発赤なし。

胸部：心音異常なし、呼吸音異常なし

腹部：平坦・軟、肝脾腫は触知しない

四肢：下肢浮腫なし

表在リンパ節：右頚部に径４�大、弾性硬、可動性不
良で圧痛の無いリンパ節を１個触知

初診時血液検査所見：

WBC７７９０／μL（Neut５５％、Lym４４％、Mo０．５％、Eo

０．５％）、RBC４６７万／μL

Hb１４．３�／dL、Ht４４．３％、Plt１９．４万／μL、TP７．８�
／dL、Alb３．４�／dL、T.bil０．４�／dL

AST２４IU／L、ALT２８IU／L、LDH１３３IU／L、ALP３１７IU

／L、γ-GTP１３IU／L

BUN１７．３�／dL、Cr０．６３�／dL、Na１３８．６mEq／L、K

４．２３mEq／L、Cl９９．５mEq／L

Ca９．０�／dL、UA６．４�／dL、CRP０．７１�／dL、sIL‐２

R６９４U／mL

IgG２３７５�／dL、IgA２２７�／dL、IgM１０３�／dL

HBsAg（－）、HBsAb（＋）、HBcAb（－）、HBV PCR

（－）、HCVAb（－）、抗 HTLV‐１抗体（－）

臨床経過：

PET／CT検査では、上咽頭腫瘤と両側頚部リンパ節に

異常集積を認めた（図３）。

骨髄検査所見は、スメア上明らかな異常リンパ球は認

めず、フローサイトメトリー（FCM）検査でも clonal-

ityを示す所見は認めなかった。骨髄の染色体は正常 核型であった。上咽頭腫瘤と右頚部リンパ節の病理組

織検査では、上咽頭腫瘤は DLBCL（図４）で、右頚

部リンパ節は PTCL、NOS（図５）の診断であった。

FCM検査では、B細胞性、T細胞性いずれか clonality

を示す所見も認めなかった（表１）。染色体検査では、

右頚部リンパ節は４６，XY，t（３；６）（p２５；q２１）

［１］／７３，XYY，－１，＋２，－３，add（３）（q１１．２），－６，

add（６）（q２１），－１１，－１８，＋８mar

［１］／４６，XY［１８］と２０細胞中２細胞に染色体異常

を認めたが、clonalityを示す所見は認めなかった。最

終的に病理診断から、DLBCLと PTCL，NOSの合併

と判断した。International Prognosic Index（IPI）は Low

図４ 病理組織所見（上咽頭）
核小体の明瞭な大型異型核を有する異型リンパ球が増殖し、
CD２０（＋）、CD５（－）、CD１０（－）、CD３（－）、CD４（－）、
CD８（－）、CD５６（－）、TIA１（－）、EBER（＋）であった。
反応性と思われる小型リンパ球が介在している。

図５ 病理組織所見（右頚部リンパ節）
核不整を伴う中型～大型異型細胞のびまん性増殖を認め、辺
縁には既存の濾胞構造を認める。異型細胞は CD２０（－）、CD
３（＋）、CD１０（－）、Bcl２（－）であった。

図３ PET/CT 検査所見：上咽頭、両側頚部に異常
集積を認める。
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riskで、Prognostic Index for PTCL-U（PIT）は Group

２であった。初回治療として、R-CHOP療法を開始

した。各抗癌剤の用量は、リツキシマブ７００�／body

（３７５�／�）、シクロフォスファミド１４００�／body（７５０

�／�）、ドキソルビシン９３�／body（５０�／�）、ビン
クリスチン２．０�／body（１．４�／�）、プレドニゾロン
１００�／bodyであった。リツキシマブ投与時の輸注関

連反応や CHOP療法に起因する重篤な有害事象は認

めなかった。血液毒性はグレード３の好中球減少症を

認め、非血液毒性はグレード１の嘔気を認めた。治療

後、右頚部リンパ節は速やかに縮小傾向を認め、上咽

頭腫瘤も肉眼的に明らかな縮小を認めた（図１右）。

治療開始後に判明した遺伝子検査（サザンブロット

法）の結果では、上咽頭腫瘤では IgH遺伝子再構成

を認めたが、TCR-Jγ遺伝子再構成検査は認めなかっ
た。

右頚部リンパ節では、IgH、TCR-Cβ１、TCR-Jγ遺
伝子再構成はいずれも認めなかった（図示なし）。化

学療法２コース後の CT検査で、上咽頭腫瘤と両側頚

部リンパ節はいずれも著明に縮小しており、LDH値、

sIL‐２R値は正常化していた。化学療法が奏功してい

るため、今後も継続する方針としている。

【考察】

今回我々は異なる組織型のリンパ腫を合併した症例

を経験した。異なった組織型が異なる組織に存在する

リンパ腫は discordant lymphomaと呼称される。また、

同一解剖学的部位に異なる組織型のリンパ腫が存在す

るものは composite lymphomaとして定義されている。

Discordant lymphomaは稀な病態である。本症例と

同様の、DLBCLと PTCLの discordant lymphomaの

症例が報告されている。この症例は、十二指腸MALT

リンパ腫の除菌後に胃・回腸末端に DLBCLを発症し、

その化学療法中に胃原発の PTCLを発症した症例で

あった。

R-CHOP療法で DLBCLが縮小した後に、PTCLの

増悪傾向を認め、R-EPOCH療法で CRを維持してい

ることが報告されている１。我々の症例と異なり、

MALTリンパ腫から形質転換した DLBCLの可能性

がある。また PTCLに関しては、詳細な病型は不明

である。本症例でも、報告症例と同様に PTCLの増

悪をきたす可能性が十分にあるため、経過を慎重にみ

ていく必要がある。

他にも様々な組織型の discordant lymphomaが報告

されている。MALTリンパ腫と濾胞性リンパ腫の合

併に関する報告が７例２－７と最も多く、他にホジキン

リンパ腫と非ホジキンリンパ腫の合併例を４例８－１１、

DLBCLと低悪性度 B細胞性リンパ腫の合併例を２

例１２－１３、非ホジキンリンパ腫と小リンパ球性リンパ腫

の合併例を１例１４、マントル細胞リンパ腫と辺縁帯 B

細胞性リンパ腫の合併例を１例１５、マントル細胞リン

パ腫と濾胞性リンパ腫の合併例を１例１６、そして Dif-

fuse small typeと lymphoblasitic typeを示した discor-

dant T cell lymphomaの１例１７を文献上認めた。

Composite lymphomaについては、Zettlらが末梢性

T細胞性リンパ腫と B細胞性リンパ腫を合併した１７

例に関して報告している。ほとんどが血管免疫芽球性

T細胞リンパ腫（AILT）と EBV関連 B細胞リンパ腫

の合併であったが、１７例中３例は PTCL，NOSと

表１ フローサイトメトリー検査所見
（CD４５ゲーティング）

上咽喉腫瘤（％） 右頚部リンパ節（％）
CD２ ６５ ４７
CD３ ５９．４ ３７．５
CD４ ２０．９ ２５．９
CD５ ６９．９ ５３．５
CD７ ７３．６ ４３．３
CD８ ４３．９ １８．９
CD１０ ２０．６ １．７
CD１９ ３２．９ ６１．４
CD２０ １２ ６０．８
lgM ２．４ ３９．３
k-ch. １０．５ ２４．３
λ-ch. ７．５ ２２．７
CD２５ ６．７ １５．８
CD３０ ０．８ １．１
CD３４ ０ ０．５
CD３８ ６１．９ ５７．７
CD４５ ９９．３ １００
CD５６ ０．８ １．４

表２ 遺伝子検査（上咽頭腫瘤）
サザンブロット法で IgH遺伝子の再構成バンド
（→）を認めた。
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DLBCLの composite lymphomaであった。この３例

に関しては、病期が進行期である以外には、年齢、病

変部位、予後などの臨床的要因は一致しなかった。１７

例に共通する特徴として、病理学的所見で EBV陽性

の形質転換した大型 B細胞の増殖を認めていた１８。本

症例も、DLBCLは EBV陽性であり、病態との関連

に興味が持たれる。

本症例は、病理組織学的検査の結果から discordant

lymphomaと判断した。診断に関する問題点として、

上咽頭腫瘤の遺伝子検査で Bリンパ腫の clonalityは

証明されたが、PTCLについては clonalityが証明され

なかった。サザンブロット法では５％以上の腫瘍細

胞が clonalityの検出に必要であるが、反応性の Tリ

ンパ球増殖性疾患に近い病態である PTCL，NOS（T-

zone pattern）では腫瘍細胞の populationが少ないため、

今回リンパ節での clonalityが証明されなかったと推

測された。

本症例は DLBCL単独であれば比較的予後良好であ

ることが予想される。しかし PTCLは５年生存率が

３２％と予後不良な疾患であるため、本症例が再発・

治療抵抗性となる可能性は十分にある１９。本症例の初

回治療に関しては、DLBCLの標準治療が R-CHOP

療法２０であることと、PTCLでは標準治療は確立して

いないが、一般的に CHOP療法もしくはアントラサ

イクリン系薬剤を組み込んだ CHOP-likeレジメンが

選択されることから２１、R-CHOP療法を選択した。米

国 National Comprehensive Cancer Institute（NCCN）の

治療ガイドラインでは、Bulky病変（≧１０�）を有し
ていない限局期 DLBCLでは、R-CHOP３コース後の

IFRT（Involved Field Radiation）、もしくは R-CHOP６

コースが推奨されている。また、PTCLでは、限局期

で IPIが低リスクの症例に対しては、CHOP療法もし

くはアントラサイクリン系薬剤を組み込んだ CHOP-

likeレジメン４～６コース後の IFRTが推奨されてい

る。本症例では、放射線治療による有害事象を考慮し、

R-CHOP６コース後に奏功が得られれば、頚部リンパ

節病変のみに IFRTを行う方針である。

【結語】

末梢性 T細胞性リンパ腫（PTCL，NOS）とびまん

性大細胞型 B細胞性リンパ腫（DLBCL）を併発した

症例を経験したので報告する。
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五島中央紀要１４：１３－１６，２０１２

ボセンタンが奏功した慢性肺血栓性塞栓症の一例

五島中央病院

荒木 究 波多 史朗 千早 啓介 河野 政紀

福島 翔 谷口 広明 山道 忍 小河原大樹

吉川 大介 岡本 健太 河津 多代 池田 秀樹

千住 憲彦 神田 哲郎

【要旨】

慢性肺血栓性塞栓症の急性増悪に対しHOT、抗凝固療法に加えボセンタンを導入し、良好な経過を得た症例を

経験したので報告する。症例は５１歳の女性。慢性肺血栓性塞栓症（CTEPH：Chronic thromboembolic pulmonary

hypertension）の診断を得、IVCフィルター留置、HOT導入にて治療を行われていたが、その後も呼吸状態は安

定していなかった。子宮筋腫からの大量性器出血を契機に呼吸状態が悪化し当科入院。入院後、ボセンタンの投与

を開始し、副作用の発現もなく、臨床症状や右心系血行動態も改善を認めた。今後は、長期投与における副作用の

発現の有無や予後を改善できるかなどの検討のため、症例の積み重ねが必要と考える。

キーワード 慢性肺血栓性塞栓症、肺高血圧症、ボセンタン

【症例】

５１歳 女性

【主訴】

呼吸困難

【既往歴】

巨大子宮筋腫

【現病歴】

２００３年７月労作時息切れが出現し当科を受診し、CT

検査にて慢性肺血栓性塞栓症（CTEPH：Chronic

thromboembolic pulmonary hypertension）の診断。先

天性凝固異常や膠原病関連抗体は陰性であった。９月

の肺血流シンチにて右中下葉、左下葉に多発性の per-

fusion defectを認め CTEPHに対し、IVCフィルター

留置、HOT導入にて治療を行ったが、その後も呼吸

状態は安定しなかった。１１月１８日右心カテーテル検

査にて PCW１５、PA５２／１８（２９）、RV/EDP５１／１６mmHg

であった。１２月２日下肢造影を施行したところ左総

腸骨静脈が３�に渡り閉塞していた。婦人科より子宮
筋腫からの不正性器出血に対する GnRH療法を受け

ながら（巨大子宮筋腫に対しては CTEPHを有してい

るため手術は危険性が高いと判断）、CTEPHに対し

てワーファリンと PGI２製剤内服を開始し NYHA�
程度の状態にまで安定し外来加療を継続していた。

２０１０年５月２５日大量性器出血を契機に呼吸状態が悪

化し６月４日当院を受診し、精査加療目的に当科入院

となった。

【現症】

血圧１２２／７６mmHg、心拍数９０／分、SpO２：９０％（経

鼻酸素１．５L／分）、体温３６．８度

心音：�p亢進、第４肋間胸骨左縁に収縮期雑音

（Levine�／�度）聴取、呼吸音：喘鳴なし、湿性ラ
音なし、頚静脈怒張あり

【検査所見】

血液検査は性器出血後ワーファリン自己中断の影響

で PT-INRが適正域より低下していた。D-dimer、BNP

の上昇を認めた。（表１）

心電図は洞性頻脈であり、V１‐４に陰性 T波を認

めた。（図１‐a）

胸部単純写真は CTR５５％と軽度の心拡大、右肺野

の透過性亢進、右肺門血管影の増強を認めた。（図１‐b）

心エコーは右室拡大、左室圧排所見、重度の三尖弁

逆流、TRPG８３mmHgと右室負荷所見を認めた。（図

１‐c）
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【経過】（経過表：図２）

室内歩行程度の軽労作で容易に SpO２が８０％台と

低下し４l／分の酸素投与を開始した。ヘパリン持続点

滴とワーファリンの調整をしつつ、安静にて経過をみ

たが酸素状態や心不全症状は NYHAⅣ度から改善を

認めなかった。６月８日右心カテーテル検査では PA

８０／３１（５２）mmHg、PARI１０１７ARU・m２の肺高血圧

を認めた。血栓部位評価に６月１１日造影 CT（図３）

を施行し、右肺動脈上葉枝、下葉枝の一部に血栓を認

めるも肺動脈主幹部位に血栓を認めなかった。検査結

果から慢性肺血栓塞栓症の急性肺血栓塞栓による肺高

血圧の増悪と診断した。治療方針としてボセンタン内

服を１２５�／日から導入した。導入後１０日後頃より呼

吸状態は安定し歩行可能にとなった（６分間歩行３８０

�）。ボセンタン２５０�／日に増量後も肝障害などの副

作用は認めなかった。１ケ月後の右心カテーテル検査

（表１）【入院時血液検査所見】

WBC８９９０／μ l, RBC３９４×１０４／μ l, Hb１１．１g／dl, Plt２９．６×１０４／μ l, CK６５IU／l, AST１２IU／l, ALT２２IU／l,

LDH２５２IU／l, ALP２６５IU／l, γ-GTP５４IU／l, TP６．３�／dl, BUN１４．９�／dl, Cr０．６３�／dl, Na１４１mEq／l, K

３．８mEq／l, Cl１１２mEq／l, UA４．１�／dl, CRP１．１８�／dl, PT-INR１．２，D-dimer５．７�／ml, BNP２１７pg／ml.

（図１‐a） 入院時心電図 （図２） 治療経過表

（図３） 胸部造影CT画像

（図１‐b） 入院時胸部単純写真

（図４） 退院前心臓超音波画像

（図１‐c） 入院時心臓超音波画像
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（７月８日）では PA４５／１３（２９）mmHg、PARI４４２ARU・

m２と著明に改善を認めた。胸部単純写真上も CTR

５４％から４９％（７月２３日）へ改善し、心エコー（図

４）上も D-shapeが消失し TRPGも５３mmHgと改善

した。７月１０日退院とし、以後外来にて経過観察し

ているが、症状の再増悪やボセンタンの副作用の出現

もなく、１０月２７日採血の BNP値も５．２pg／mlと安定し

ていた。

【考察】

今回慢性肺血栓性塞栓症（CTEPH）診断７年後に

性器出血を機に増悪し、ボセンタン導入にて軽快した

一例を経験した。

CTEPHの機序としては器質化血栓が肺動脈を慢性

閉塞することで肺高血圧を合併し労作時の息切れなど

の症状が出現するとされる。２００６年の段階では全国

で登録は約８００人（平均年齢６２歳 女：男＝２．８：１）

に上る。１）既往として急性肺血栓塞栓症は３２％に留ま

り、DVT３９％、血液凝固異常３１％（その内抗リン脂

質抗体症候群が６１％）、心疾患７％、悪性腫瘍４％と

いう報告がある。２）平均肺動脈圧は予後に関与し、５

年生存率は３０mmHg以下であれば１００％、４０mmHg以

上では３０％、５０mmHg以上は１０％という報告もあ

る。３）

CTEPHに対する治療としては、HOTや血栓除去術

以外には推奨される治療法が明らかでないが、原発性

肺高血圧症に準じてボセンタン導入が新たな治療方法

として報告が相次いでいる。ボセンタンは強力な血管

収縮物質であるエンドセリン（ET）－１の受容体で

ある ETA、ETB受容体をブロックする事で血管平滑

筋における細胞増殖、血管収縮、細胞肥大を抑制す

る。４）CTEPHにおいても、�肺動脈性肺高血圧症で
みられるような亜区域レベルの弾性動脈での血栓性閉

塞、�血栓を認めない部位の増加した血流に伴う筋性
動脈の血管病変、�血栓によって閉塞した部位より遠
位における気管支動脈系との吻合を伴う筋性動脈の血

管病変など，血栓存在部位以外にも肺血管のリモデリ

ングが進行して CTEPHの完成に至るとする small

vessel diseaseの関与が示唆されている。５）

CTEPH増悪 CTEPH患者においてボセンタン導入

にてプラセボ群と比較し運動耐応能は変わりないとす

る報告もある。６）しかし CTEPHとボセンタンに関し

ての研究をまとめた報告によると３－６ヶ月の導入で

６分間歩行が３５．９�延長し（９研究、２０８人）、１年
で更に２１�延長する（４研究、８０人）。１８５人の血行
動態変化のまとめでは３－６か月で心係数が０．２３l／

min／m２上昇し肺動脈圧が２．６２mmHg低下しており７）、

運動耐応能と血行動態改善が示唆された。

本症例においては性器出血後本人自己判断でワー

ファリン中止しており、血栓形成、急性肺血栓塞栓症

が増悪の原因の可能性もある。しかしながら本症例の

２００３年発症年時の肺動脈圧、肺血管抵抗値が PA５２／

１８（２９）、PARI＝４６８．２ARU・m２、TPRI＝９６９ARU・

m２であるのに対し、治療後は PA４５／１３（２９）、PARI

＝４４２ARU・m２、TPRI＝９１６ARU・m２とほぼ変化

がない。この７年の経過で肺血管のリモデリング等で

圧、抵抗値が上昇していく事を考慮すれば、治療で血

栓が溶解出来ても７年前と同じ数値レベルになるとは

考えにくく、ボセンタンの肺動脈末梢血管抵抗上昇抑

制効果があると推察する。一方で肺血栓内膜摘除術の

適応のある CTEPH患者に対するボセンタン、シルデ

ナフィル、エポプレステノールの単独及びコンビネー

ション治療は肺高血圧治療には殆ど効果なく、また適

切な外科治療を受けるタイミングを遷延させるという

報告８）もある。本症例においては肺動脈右上葉枝が血

栓閉塞しており、今後、症状が増悪した場合には、同

部位の血栓内膜摘除術あるいは肺移植などの外科的治

療の適応も考慮が必要と考える。

【結語】

慢性肺血栓性塞栓症の急性増悪に対し HOT、抗凝

固療法に加えボセンタンを導入し、良好な経過を得た

症例を経験した。ボセンタンは、このような肺高血圧

症に対し経口投与による投薬が可能であり、治療効果

の期待できる薬剤である。今後は、長期投与における

副作用の発現の有無や予後を改善できるかなどの検討

のため、症例の積み重ねが必要と考える。
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五島中央紀要１４：１７－２０，２０１２

長径１５�の虫垂粘液嚢胞腺腫の１例

長崎県五島中央病院 外科１） 内科２） 放射線科３） 純真学園大学４）

松坂 雄亮１） 橋本 敏章１） 赤司 隼人１） 川上 悠介１）

北島 正親１） 岡本 健太２） 吉川 大介２） 山道 忍２）

長置 健司３） 伊藤 裕司４） 古井純一郎１） 神田 哲郎２）

要旨

症例は７８歳、女性。尿潜血に対する精査目的で施行した腹部CTにて、回盲部に接して１５×４�の筒状の嚢胞状
腫瘤を認めた。血清CEAが６．２ng／ml と上昇していた。虫垂粘液嚢胞腺腫の診断で手術を行ったが、悪性の可能性

を否定できず、回盲部切除・２群リンパ節郭清術を施行した。病理所見は長径１５cmと巨大であったが虫垂粘液嚢

胞腺腫であった。悪性化や腹膜偽粘液腫のリスクを考えると早期発見・早期手術が望ましいと考えられた。

キーワード：粘液嚢胞腺腫、虫垂

【はじめに】

虫垂粘液嚢胞腺腫は比較的まれであり、特徴的な症

状がないため診断が困難な疾患といえる。今回、我々

は長径１５�という巨大な虫垂粘液嚢胞腺腫の手術症
例を経験したので報告する。

【症例】

患者：７８歳、女性。

主訴：特になし。

既往歴：高血圧、脂質異常症。

家族歴：特記事項なし。

現病歴：２０１１年、尿潜血に対する精査目的で施行

した腹部 CTにて右下腹部に腫瘤性病変を指摘され、

手術目的に当科入院となった。

現症：身長１５２．８�、体重５５．６�。体温３６．３�、血
圧１３０／８３mmHg、脈拍５９／min（整）。結膜に貧血・黄

疸なし。表在リンパ節触知せず。腹部は平坦、軟で右

下腹部に軽度の圧痛を伴う腫瘤を触知した。下肢に浮

腫なし。

血液生化学検査所見：CEA６．２ng／mlと上昇を認め

るのみで、その他異常を認めなかった。

腹部 CT所見（Fig．１）：右下腹部に回盲部と接し

て１５×４�の筒状の嚢胞状腫瘤を認めた。壁は全体
的にやや厚く、一部に小石灰化を伴っていた。虫垂は

同定できなかった。

腹部MRI所見：CTと同様の筒所の嚢胞状腫瘤を

認めた。内部は T１強調像で低信号、T２強調像（Fig．

２a）で強い高信号で、線状の信号が所々見られた。

ガドリニウム造影 T１強調像（Fig．２b）で内壁には

造影効果のある小結節が認められた。

下部消化管内視鏡所見（Fig．３）：虫垂開口部に半

球状の膨隆を認めた（volcano sign陽性）が、粘膜面

に異常はなかった。

以上より虫垂粘液嚢胞腺腫の術前診断で、手術を施

行した。

手術所見（Fig．４）：腹腔内に腹水・播種は認めな

かった。虫垂は嚢胞状に腫大し右卵巣・卵管を巻き込

んでいた。悪性の可能性を否定できず、回盲部切除・

２群リンパ節郭清術と右付属器切除術を行った。

Fig．１：腹部CT所見（冠状断）
右下腹部に１５×４�の筒状の嚢胞状腫瘤を認める。
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摘出標本（Fig．５）：長径１５�で、内腔は白色調で、
１１８�の粘液を含んでいた。明らかな腫瘤性病変は認
めなかった。

病理所見：上皮の脱落を認めたが、明らかな異型細

胞を認めなかった（Fig．６a）。粘液染色強陽性（Fig．

６b）、CK２０・MUC２・MUC５AC染色陽性（Fig．６c）、

CK７・MUC１・MUC６染色陰性であった。CEA染

色は陽性であった（Fig．６d）。病理診断は虫垂粘液嚢

胞腺腫であった。

術後経過：術後１年経過した現在再発徴候なく健在

である。

【考察】

虫垂粘液嚢胞腺腫は Rokitanskyが１８８６年に最初に

報告１）した疾患である。その発生頻度は本邦において

手術症例の０．０８～４．１％２）と言われている。病理組織

学的分類にはMorsonの分類３）が用いられており、非

腫瘍性貯留嚢胞と腫瘍性嚢胞に大別され、後者はさら

に粘液嚢胞腺腫および粘液嚢胞腺癌に分類されている。

Fig．２：腹部MRI 所見（矢状断）
a. T２強調像。内部が強い高信号を呈する嚢胞状腫瘤を
認める。

Fig．４：手術所見
盲腸から連続し、腫大した虫垂を認める。

Fig．５：肉眼所見
長径１５�で、内部に１１８�の粘液を含んでいた。

b．ガドリニウム造影 T１強調像。嚢胞状腫瘤の内壁に
は造影後に増強される小結節が散見される。

Fig．３：下部消化管内視鏡所見
虫垂開口部を頂点とした半球状の膨隆を認める（volcano
sign 陽性）。
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腺癌の割合はおよそ１０％程度４）と言われている。発生

原因は虫垂内腔根部が無菌的に閉塞され、虫垂粘膜か

ら粘液が持続的に産生されることにより発生すると報

告５）されている。本症例は粘膜上皮細胞の軽度増生を

認めるのみで、虫垂口の閉塞起点は明らかではなかっ

たが、大部分の上皮は脱落した状態であり、虫垂口付

近で腫瘍性増殖が起こっていた可能性を完全に否定で

きるものではなかった。

特異的な症状はなく、右下腹部の腫瘤触知、不快感、

腰背部痛、便通異常、便潜血など様々５）である。本症

例は尿潜血の精査目的で施行された腹部 CTで偶然指

摘された。CTの普及率がきわめて高いわが国では、

このような形で発見されるケースは多いと思われる。

CTでは境界明瞭な円形の low density cystic massとし

て描出され６）、時に壁内石灰化を認める７）。下部消化

管内視鏡では粘膜下腫瘍様の隆起性所見を呈すること

が多い８）。本症例も同様の画像所見を認めた。画像上

は右卵巣由来の嚢胞性疾患が鑑別に上がると思われる

が、盲腸との連続性が強いことと他に虫垂が同定でき

なかったことに加え、下部消化管内視鏡の所見が虫垂

由来の病変であることを裏付けた。診断に際しては、

問診の段階で虫垂の切除歴について聴取することも重

要と思われる。

この疾患では悪性度の術前診断が非常に困難である。

嚢胞内容物中の CEAや CA１９‐９高値は malignant po-

tentialと関連するという報告がある９）。本症例では血

清 CEAが軽度高値を示していたが、腺腫でも CEA

高値となる頻度は３１．６～４６．９％といわれており１０）１１）、

良悪性の鑑別に有用ではないという報告が多い。

大きさに関しては小西ら１２）の１６．５�が本邦報告例の
中で最長であり、本症例はそれに次ぐ大きさであった。

過形成、腺腫、腺癌の順に大きくなるという報告はあ

る１３）が、大きさと悪性度との相関関係について統計的

に論じた文献は検索し得なかった。

治療については腺癌の割合が１０％程度あること、

また腹膜偽粘液腫を併発すると根治が非常に困難にな

ることから、早期に手術を行うことが望ましいとされ

ている。本症例は長径１５�と巨大であったものの、
幸い腹膜偽粘液腫は合併していなかった。

予後については、５年生存率９１～１００％と非常に良

好である１４）が、腹膜偽粘液腫を発症した場合の５年生

存率は２０～５０％と報告されている１５）。

【結語】

長径１５�の虫垂粘液嚢胞腺腫の症例を経験したの
で報告した。血清 CEAの高値と悪性化との関連は明

Fig．６：病理所見
a．H-E 染色。異型細胞は認めない。 b．アルシャンブルー染色。粘液染色強陽性。

c．CK２０染色。陽性。

d．CEA染色。陽性。
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らかではなかったが、悪性化や腹膜偽粘液腫のリスク

を考えると早期発見・早期手術が望ましいと考えられ、

本症例も上記の転機をたどる前に手術治療が施行でき

た。

【付言】

本論文の要旨は、第９９回日本消化器病学会九州支

部例会（佐賀）、研修医企画セッションにて発表した。
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移動盲腸脂肪腫による腸重積の１例

長崎県五島中央病院 外科１） 内科２） 放射線科３） 純真学園大学４）

赤司 隼人１） 橋本 敏章１） 松坂 雄亮１） 川上 悠介１）

北島 正親１） 岡本 健太２） 吉川 大介２） 福島 真典２）

長置 健司３） 伊藤 祐司４） 古井純一郎１）

和文要旨

症例は３３歳、女性。潰瘍性大腸炎で５年前より消化器内科に通院中。２０１１年某月、右下腹部痛、嘔気・嘔吐を主

訴に受診。腹部CTで回盲部の腸重積と診断された。下部消化管内視鏡にて整復を試みるも困難であったため、同

日緊急手術を行った。盲腸腸間膜付着部の対側に漿膜のひきつれを伴った弾性軟な腫瘤を触知した。また、盲腸自

体は移動盲腸であった。術式は悪性腫瘍の可能性を否定しえず、回盲部切除＋２群リンパ節郭清とした。病理組織

学的検索では虚血性変化を伴う脂肪腫であった。移動盲腸が腸重積発症の誘因となった可能性が考えられ、興味あ

る症例であった。

キーワード：大腸脂肪腫、腸重積、移動盲腸

はじめに

今回われわれは移動盲腸脂肪腫を先進部とする腸重

積の１例を経験したので若干の文献的考察を加えて報

告する。

症 例

患者：３３歳、女性

主訴：右下腹部痛、嘔気・嘔吐

既往歴：１７歳 急性膵炎、２６歳 潰瘍性大腸炎発

症

現病歴：潰瘍性大腸炎で当院消化器内科に外来通院

中。２０１１年某月夜間より右下腹部痛、嘔気・嘔吐が

突然出現した。自宅にて様子みていたが軽快しないた

め、当院救急外来を受診となった。

来院時現症：KT３５．９�、BP８９／５３mmHg、P６３回／min、

SpO２１００％（room air）。右側腹部に圧痛を認めたが、

腹膜刺激徴候は認めなかった。

血液検査所見：WBC１６１．０×１０２／μlと上昇を認めた

が，その他明らかな異常を認めなかった。また、腫瘍

マーカーは CEA２．９ng／dl、CA１９‐９＜２．０U／mlと基

準値内であった。

腹部 CT所見（図１）：回盲部に腸重積を認め、終

末回腸部および盲腸に強い浮腫性変化きたしていた。

腹水なし。

下部消化管内視鏡所見：上行結腸肝彎曲部付近に先

進部あり。cushion sign陽性（図２）を示す発赤調で

浮腫状の腫瘍性病変を認めた。虚血性変化をきたした

脂肪腫による腸重積と考えられた。

内視鏡的整復を試みたが困難であったため緊急手術

となった。

手術所見（図３－A）：腹腔内を検索するに盲腸腸

間膜対側に弾性軟の腫瘍を触知した。漿膜面に発赤、

引き攣れを認めた。移動盲腸であり、容易に体外に導

出された。腹膜播種および腹水なし。悪性腫瘍の可能

性を否定し得なかったので、術式は回盲部切除・２群

リンパ節廓清を施行した。

切除標本所見（図３－B）：腸間膜側でバウヒン弁を

開くと約５×３�大の弾性軟な腫瘍が虫垂口近傍から

図１ 腹部CT：回盲部に腸重積を認める。
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肛門側に存在した。

病理組織所見（図４）：病変部は著明な虚血性変化

を伴っており、ほとんどの部分は壊死に陥っていた。

腫瘍の表層部には委縮した粘膜層をわずかに認めた。

腫瘍中心部の血管周囲に viableな成熟脂肪組織がわ

ずかに見られた。悪性所見なし。

術後は経過良好で、手術から１８日後に退院となっ

た。

考 察

大腸脂肪腫は比較的稀な疾患で、剖検例での頻度は

０．０３５～４．４％と報告されている１）。一般的に径３�を
越えると症状を呈することが多く、腸重積の合併も

３５％程度にみられるとされる。自験例は腫瘍径が５

×３�であり、重積を合併したことに矛盾はない。ま
た、一般的には移動盲腸自体が腸重積の原因の一つで

あるとはされていないが、腸重積発症の解剖学的因子

の一つであるという報告例もある２）３）４）。つまり後腹膜

との腸管固定が緩く、移動性が大きいことが誘因の一

つと考察されている。自験例は移動盲腸であり、これ

が腸重積合併の誘因となった可能性が考えられた。

脂肪腫の診断に内視鏡検査は極めて有用である。腫

瘍表面の粘膜の色調や性状（びらん、潰瘍の有無など）

の観察、生検鉗子で触診し、腫瘍の硬度や可動性を確

認することが重要である５）。生検鉗子で腫瘍表面を押

すとへこんで元に戻る（cushion sign）所見は脂肪腫

に特徴的である。しかし術前に確定診断が可能である

例は少なく、とくに腫瘤の大きな例では表面に炎症を

生じ、びらん・潰瘍などを形成し、大腸癌との鑑別が

極めて困難なこともある６）。

自験例は生検鉗子で触診したところ、弾性軟であり、

cushion sign陽性であったことから、術前に脂肪腫が

疑われた。

また、本来 CTは脂肪腫の診断に有用であるが、自

験例は脂肪腫自体が腸重積により周囲の腸管と共に強

い虚血性変化をきたしていたため、有意な所見は得ら

れなかった。

大腸脂肪腫は，良性腫瘍であるが有症状例や悪性の

否定できないものについては切除の対象となりうる。

図２ 大腸内視鏡検査：cushion sign 陽性。 図４ 病理組織所見（HE染色）：虚血性変化を伴った
粘膜下脂肪腫。

図３―Ａ 術中所見：移動盲腸であり、腸間膜付着部対
側の盲腸漿膜の引きつれあり（矢印）。

図３－Ｂ 摘出標本：約５×３�大の弾性軟な腫瘍が虫
垂口近傍から肛門側に存在した。
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切除法としては、最近では内視鏡的切除術が積極的に

行われているが、藤野ら７）は径２．５�までを内視鏡的
切除術の適応とし、それ以上の大きさのものに対して

は外科手術を選択するのが妥当であると述べている。

自験例においては、腸重積の解除が困難であったため

緊急手術となった。

ま と め

移動盲腸脂肪腫による腸重積の１例を経験した。自

験例は盲腸脂肪腫の存在に加え、移動盲腸という解剖

学的異常が腸重積を引き起こした誘因となったと考え

られた。

本論文要旨は第９９回日本消化器病学会九州支部例

会（佐賀）にて発表した。

文 献

１）石原明穂：大腸脂肪腫．癌の臨２６：３７６，１９８０

２）岡村行泰，石樽 清，佐々木洋治他：術前に診断

しえた多発性回腸脂肪腫による成人腸重積症の１

例．日消誌１０３：１２６４‐１２６９，２００６

３）渡辺理江，土岐 彰，八塚正四他：小児腸重積症

の同胞発生．日小外会誌４０：９０５‐９０９，２００６

４）高田知明，吉田秀明，塚田守雄他：上行結腸の特

発性腸重積に盲腸癌による腸重積が陥頓した１例．

日消外会誌３４：１１８‐１２２，２００１

５）茂木健太，秋谷寿一，澤田俊夫：臨消内科１６（３）：

３５１‐３５８．２００１

６）正岡一良，中村孝司：大腸良性腫瘍．日臨４６：

３４８，１９８８
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例の臨床的検討．日臨外会誌６０：１７３７‐１７４０，

１９９９
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精神科病棟における与薬ミスにまつわる背景と見えてくる課題

長崎県五島中央病院 ２階病棟

○新藤 圭輔 草野 善行 今村美枝子 真鳥 淳子

Ａチーム一同

はじめに

全ての医療に関わる治療の中で第一選択となるのは

薬物療法である。精神科薬物療法の多くは「向精神病

薬」であり治療行為として広く適応され症状がコント

ロールされている。しかし、この向精神病薬は重篤な

副作用を引き起こす薬が多く、適切な使用がなされな

いと錐体外路障害や強い鎮静作用、更には生命の危険

に及ぼされる恐れがある。現在、２階病棟の与薬方法

としては、患者一人ひとりに手渡すか、直接口に与薬

する方法があり、服薬確認含め、看護スタッフの責任

の度合いは非常に高い。そのため与薬業務には十分な

注意が必要になってくる。

しかし、その重要性を認識した上でいくら注意を

払っていても事実として与薬ミスというヒューマンエ

ラーが発生する。与薬をめぐる事故の中で、大半がス

タッフが関わる単純ミスで「確認ミス」「思い込みと

いう患者の取り違え」などがあげられた。安全に対し

最善の注意を払っていても、ではなぜミスが起こって

しまうのか？この問題を分析し、また理解するために

若干の考察を加えここに報告する。

結果・考察

与薬ミスが起こる背景として以下のような事が挙げ

られる。

�思い込みから起こる患者取替えミス �指示確認不
足 �薬渡し忘れ �薬のセット忘れ �忙しさで気
を取られるが主な理由となる。多いのは「思い込み」

から起こるミスである。ここで考えたいのはなぜ「思

い込み」という現象が起こるのか？ということである。

この現象を理解する上で、人間の記憶による情報処理

能力と行為系列について考えたい。人の行動はより小

さな行動単位の連なりから構成されている。行為系列

には３つのパターンに大別する。

�知識ベースの情報処理
→経験したことがない情報について、ひとつひと

つ知識を参照し状況にあった選択をする。

例）料理のテキストを見ながら分量通りに作る。

�ルールベースの情報処理
→一連の行為がルールとして記憶されており、経

験や手順に沿って仕事をする。

例）テキストを見なくても料理が作れるようにな

る。

�スキルベースの情報処理
→同じ作業を何度も繰り返していると、記憶の照

合や判断といった面倒な作業が省略され、自動

化された行為となる。慣れた行為・熟練した行

為・エキスパート行為がこれに当たる。つまり、

慣れているから、何度も行っているからと、そ

の作業中に意識が介入することがないから

「うっかり」「ぼんやり」「不注意」が起きてし

まう。

例）何度も作っているからと自信が付き、調味料

も目分量となる。また、料理の行程がおろそか

になり、調味料を入れる課程を忘れてしまう。

これから言えることは、繰り返し同じような作業を

行っていく中で、「慣れ」が生じてくると、手順の省

略化、短絡、思い込みや乱れを促進してしまう事だ。

この点を上げて黒田らは「作業の途中でチェック機能

をもうけるなどして、自動化された行為を意図的に遮

断する必要がある」と説いている。つまりは指さし呼

称などがチェック機能にあたる。また人の行動に大き

な影響を与えるものに時間的圧迫がある。つまり作業

量に対する時間の関係が人の行為を変容させる要因に

なる事も付け加えておく。

ここで記憶について、皆さんにも体験していただき

たいと思う。

この写真をみて違和感を感じた方もおおくいらっ

しゃったかと思います。最初のスライドの写真と最後

のスライドの写真のりんごの値段が変わっている。

今、写真に見てもらったのは短期記憶として皆さん

の脳に刻み込まれました。しかし短期記憶に情報が留

まっているのは２０秒ほどです。数字は７桁くらい。

しかしそこに視覚や聴覚から余計な情報が入ると短期
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記憶が消去される特徴があり処理出来なくなる事が増

えます。これは情報処理の回路が一つしかなく、２つ

の作業を一度に行う行為は人間の情報処理能力に反す

る行為にあたりミスに繋がる恐れがある。よって口答

指示確認の復唱は記憶の勘違いを防ぐ役割を担ってい

るのである。

２階病棟における過去３年間の事故報告書まとめに

ついて報告する。平成２１年から事故の件数が２倍に

なったのは、事故報告書を必ず書こうと病棟目標を設

定し業務に取り組んだ結果であるが、分析するには報

告件数はまだ少なく、気付かれない事故が多く潜んで

いると考えられる。しかし、事故に対する認識の変化

は着実に感じられる。過去３年間における薬に関する

事故は１０件で、全体数の約１割を占める。薬に関す

る事故１０件を比較分類すると以下の通り。

・患者に原因があるもの…………………１件 に対し

・スタッフが関与しているもの…………９件

・注射 ……………………………………１件 に対し

・内服 ……………………………………９件

・システムエラー ………………………０件 に対し

・ヒェーマーエラー ……………………１０件

・日勤帯 …………………………………７件 に対し

・準夜帯 …………………………………３件

・単純なミス ……………………………１０件 に対し

・そうでないミス ………………………０件

当病棟では、準夜勤者が翌日の薬をセットしている。

以前は準夜勤がセットした薬は間違いないという思い

込みのもと、確認作業も簡素化されていた。その結果、

防ぐことができる単純作業にミスが起こる形となり服

薬取り違えがでていた。服薬を取り巻くこの中で、取

り組んだのは「ダブルチェックの強化」だ。準夜帯で

のセットは変わりないが、用意された薬を各勤の担当

者が再チェックするというダブルチェックである。

セットされた薬を、他人が確認というチェック機能を

もうけることでミスを防ぐ取り組みを行っている。ま

た散剤に関してはスライドのようにスタンプを押しい

つ服用するのかという確認も行っている。セットする

人・確認する人・与薬時確認する人というようにトリ

プルチェックになって、チェック機能を強化している

現状の中、各自責任を持って服薬を行ってきているが

与薬事故がゼロになることはない。

今後の課題として

�業務スケジュールの改善
→現在朝の与薬は８：３０。その後医師を交えた申

し送り。しかし朝の与薬時間が長ければ長いほど朝の

申し送りに時間をきたしその後の業務にも影響してく

る。早く与薬を行おうとしてミスが起きかねない。よっ

て朝の申し送りを、８：３０よりはじめ、終了次第与

薬を開始する。こうすれば拒薬患者の対応や申し送り

の時間を気にすることなく服薬を行えるのではないか。

�患者の服薬指導
→病識のない精神科患者の特性として、患者は薬を

「飲まされている」といった傾向があり、何種類飲ん

でいるかなど関心が低い。服薬指導を行っていく事で

興味を持つ事が出来れば患者自身がエラーに気付ける

のではないか。

�配薬カート導入
→精神科の薬は一週間変更がない定期処方を処方さ

れている。長期入院患者にこのケースが多いのだが、

変更がない患者に関しては薬剤部の協力のもと配薬

カートにて、あらかじめ準備し臨時薬と定期薬という

分離した処方をセットする方法での準備を行っていけ

たらミスが減る。

以上の事を踏まえ更に検討していく事が必要になる

と考える。服薬ミスに関して様々な要因をあげてきた

が、ハード面・ソフト面・環境・人間など多くの要素

がある。その中で「人間行動に影響を及ぼす要因を適

切に捉え、改善していくことで、エラーを防止する事

ができる」と角南は述べている。今後もミスと向き合

い、改善していく事で患者の治療が円滑に進んでいく

よう援助を行っていくことが求められる。

おわりに

事実として起こってしまったミスと向き合い、向精

神病薬を扱っている者としての責任を持ち、患者の安

全・安心の為に看護業務に努めたいと考える。

参考文献

日本精神科病院協会雑誌

「人は過ちを犯すもの」 角南 譲 P７～１４

人間情報処理モデル 黒田 勲
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五島中央紀要１４：３１－３４，２０１２

胃切除術後患者の効果的な食事指導を目指して
～パンフレットの見直し～

長崎県五島中央病院 ３階南病棟

○田端 成美 川上 知美 山中 和代

瀬川 君江 江口 美子 小村ツルヨ

１ はじめに

近年、わが国では死因順位は悪性新生物が１位であ

り、その中でも胃癌は減少傾向にあるとされています

が、平成２２年では男性が肺がんに続き第２位、女性

では大腸がん、肺がんに続き第３位となっています。

当院では平成２１年１０件、平成２２年８件、平成２３年

１８件の胃切除術を行っており、術後は、ダンピング

症候群や逆流性食道炎などを起こさないようパンフ

レットを使用し、指導を行っています。しかし、現在

使用のパンフレットは平成１７年に作成されたもので

あり、食事の形態や提供回数、内容など細かいところ

が変化しており、スタッフ間で指導内容の統一が図れ

ず指導時に混乱を生じており、患者の理解度が今一つ

でした。

今回パンフレット内容を再度見直し、追加・修正を

行ったので、ここに報告します。

２ 研究目的

�パンフレットを見直すことにより、スタッフ全員が
統一した指導を行うことができる。

�わかりやすく見やすいパンフレットを作成すること
により、患者に理解して頂き、食事に対する不安を

軽減できる。

３ 研究方法

１）研究期間：平成２３年１０月～平成２４年１月

２）対象 ：３階南病棟看護スタッフ

３）方法 ：１ 看護スタッフへアンケートを行い、

パンフレットについての不満点・改

善点などを抽出

２ アンケートによる意見や資料を参

考にして内容の検討

３ 栄養士へパンフレット内容の確

認・修正依頼

４ パンフレットの追加・修正

４ 結 果

アンケート配布１７名 うち１１名回収（回収率６５％）

１）胃切除後の患者指導用パンフレットがあるのを

知っていますか？という質問に対して

はい（１１） いいえ（０）

２）実際にパンフレットを使用したことはあります

か？という質問に対して

はい（１０） いいえ（１）

３）使用してみて、不便な個所はありませんでしたか？

という質問に対して

はい（４） いいえ（６）

４）いいえと回答した６名からは、

・内容が、実際の食事内容と異なっている。

・胃腸症状が解りにくい。

・分割食の必要性、その方法を具体的に記載して欲し

い。

・避けた方がよい食品を載せて欲しい。

・希望時栄養指導が受けられることを載せてはどうか。

・低血糖症状が起きないための対策も載せて欲しい。

という不便な点と要望が挙げられました。

５）その他の意見として

・栄養指導の内容に沿ったものを記載したほうが、解

りやすいのでは（食事について）ないか。

・栄養士と相談して、栄養指導の時使える資料もつけ

ると、患者さんもあれこれ見ずによいのでは？

・高齢の患者さんが多くなっているので、もう少し文

字を大きくしたらどうか。

・内容が盛り沢山で、高齢者には大変かも。

・重複する部分があるので、統一できたらいいと思う。

・飲酒は飲みすぎないようにと記載されているところ

と、避けた方がよいと記載されているところがあり、

混乱させないかというアンケート結果になりました。

以上の点をふまえて追加、修正をおこないました。

今回追加、修正した点は、次の通りです。

入院中の食事回数の記載を（３回→６回へ）変更

栄養指導を受けてもらうこと記載し、また写真を取
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り入れることで、患者のイメージが湧きやすいものと

しました。

退院後の飲酒や生もの摂取の注意点の追加、また高

齢者を配慮し、文字を大きくしました。

５ 結果・まとめ

胃切除術を受けた患者は、術後の残胃容量の減少や

消化吸収機能の低下など手術によって変化した形態や

機能に応じて、自己の摂食行動を見直していかなけれ

ばなりません。食事摂取に伴う各種症状の出現を抑え

た最大摂取量を患者自身が日々の生活の中で自律的に

調整することが必要になってきます。

当病棟では、旧パンフレットを使用して患者指導を

行っていく中で、それぞれ各個人が疑問や矛盾を感じ

ながら指導に当たっていたことが明らかになりました。

そのため、患者に解りにくく、指導もスムーズにいか

ないことで、時間も要していたのではないかと予測さ

れました。

今回、看護スタッフにアンケートを実施し、旧パン

フレットの不足している点、問題点などを抽出し、ま

た、アンケートにはあがらなかったが、退院後の生も

の摂取に対する不安も患者から多く聞かれていました。

しかし、旧パンフレットに書かれていなかったため、

指導にバラつきがみられていました。

以上の事を踏まえ、パンフレットを見直し、作成し

たことで、スタッフ全員が統一した指導を、スムーズ

に自信を持って行うことができ、患者の理解も深まる

のではないかと考えます。

６ おわりに

今回、パンフレットを見直すことによって食事指導

の重要性を再認識することが出来たとともに、胃切後

術後患者の QOLを低下させないことも重要であると

感じました。

実際に新パンフレットの使用までには至りませんで

したが、今後は新パンフレットを用いての解りやすく

統一した指導を目指し、患者の反応や理解度を把握し

ていき指導内容の向上に努めていきたいと思います。

なお参考文献はご参照ください。

ご清聴、ありがとうございました�
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五島中央紀要１４：３５－３８，２０１２

病棟勤務に携わっている看護師のストレスの現況を調査して

長崎県五島中央病院 ４階南病棟

○前川 寛子 吉川由佳梨 磯辺 清子

中川 静子 吉田 銀次 真鳥 良樹

�．はじめに
多くの現代人が抱えている『ストレス』、その原因

の１つとして仕事（職場環境）があげられる。職業性

ストレスを正しく把握することは大切であるが、多く

の種類が存在し、また、同一の職場内でも性別や年齢、

職種や立場などにより異なる。看護職においては昨今

の看護師不足による仕事量の増大・医療システムの複

雑化などに伴い、日々のストレスは大きいものとなっ

ている。今回、当院の病棟看護師に対してどのような

ストレスを抱えているのかストレスの現況を調査した

のでここに報告する。

�．研究目的
年代別、勤務年数別にわけ、看護師の心理的ストレ

スと「誰に、どんな時に」ストレスを感じるのかを調

査するため

�．研究方法
１．対象：当院の病棟勤務看護師（１１４名回収１０３名

回収率９０．３５％）

２．方法：任意としアンケート調査とした

３．期間：平成２３年９月６日～９月３０日

４．倫理的対策：無記名記入とし、個人が特定され

ないようにプライバシーに配慮した

�．結 果

看護師の心理的ストレスについては、詳細は資料を

参照。年代別では年代が上がるにつれて「時々あった」

と答える割合が上昇傾向で、「仕事が手につかない」

と答えた割合は２０代で３３％、３０代で６５％、４０代で５７％、

５０代では７９％と高いことがわかった。男性では、全

ての項目において「いつもあった」と答えた割合は２０

～３０％を占め、「時々あった」と答えた割合が高かっ

たのが「気が張りつめている」７０％だった。「ストレ

スを感じるのは誰ですか？」の質問に男性職員を含む

各年代、勤続年数別でも１位に医師が入っている。次

いで２位～３位に患者、患者の家族が入っているが、

４０～５０代では病棟スタッフが入る結果となった。ま

た、１年未満では病棟スタッフが２位だったが、１～

２０年以上のスタッフでは、２位に患者で３～５位内

に病棟スタッフが入っている。上司に対するストレス

は男性は２位、女性の年代別では２０代では６位、３０

～５０代では４～５位の結果だった。１年～２０年未満

は３～６位、２０年以上５位と幅が見られた。各年代

別において他部門のスタッフに対するストレスはほぼ

５～６位と低く、年代別でも４～６位と低かった。「ど

んな時にストレスを感じるか」の質問について、医師

に対しては「医師の都合にふりまわされる」「医師へ

の TEL連絡」「長期入院患者で今後の方針が決まらな

い」等が上がっている。家族・患者、上司・スタッフ

に対しては、「患者の急変時、不穏患者がいる時、重

症患者がいる時」「訴えの多い患者、ターミナル患者、

自分で出来るのに依存してくる患者」等が上げられ、

上司、病棟スタッフに対しては「異動アンケートに希

望が通らない時、年休が取れない、挨拶しても無視さ

れたとき」等と言う意見が聞かれた。そのほかの意見

については資料を参照。

�．考 察

今回の調査でストレス因子として高くあげられたの

が、医師、病棟スタッフである。いずれもコミュニケー

ション不足や協力体制の低いドライな環境がうかがえ

る。自分の意見を言えない、聞いてもらえないことで

働きにくい環境ができているのではないか。また、当

院の医師は早くて１～５年位で転勤していくため、

やっと性格がわかり慣れたころに帰ってしまう状態で、

そういう点からもストレスを多く感じたのだと考える。

勤続１年未満においては医者の次に病棟スタッフで４０
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代、５０代でも２，３位であった。近年当院では退職

者の増加とともに新しい看護師、助手といったスタッ

フが増えている。その中で勤務異動もあり、職場環境

は度々変わる。緊張の中での業務は日常業務の何倍も

のストレスがかかっていることだろう。その際に声か

けや耳を傾ける・協力することでどんなに救われるこ

とか。また、協力することで、１人でやるという責任

感・緊張感によるストレスが軽くなるだろう。また、

コミュニケーションの低さは病棟だけにとどまらない。

スタッフ間・医師へ挨拶しても返事がない・頭を下げ

るのみといった、気持ちのよい返事ができないという

のも関係あるのではないか。こういった挨拶などの基

本的なコミュニケーションさえ重視しない人が増えて

おり、この環境が話しにくいなどといった印象を与え、

コミュニケーションのとりにくい原因にもなっている

と思う。そしてストレス解消としてさまざまなことが

あげられたが、休暇や休養が大きく関係している。看

護師不足による休暇の不足→１人にかかる仕事量の増

大→それに加え看護の質の向上が求められる→事故へ

の予防・緊張感・責任・不安→寝不足・疲れ・ストレ

ス増大→事故といった悪循環ができているのが現状だ。

これらのことから、やはり看護師不足は今後も大事な

課題として考えていく必要がある。今後、当院全体で

各職場での協力体制・コミュニケーションについて見

直し話す機会を作っていき、それぞれの団結力を強め

ていく必要があると考える。

�．おわりに
仕事がつらいものにならないように「ストレス１日

決算主義」の生き方を心がけきちんとセルフケアする

必要があると考える。今回の調査をもとに、スタッフ

間のコミュニケーション・協力体制に対する意識の変

化がみられる事を期待する。また、今後の取り組みに

いかしていきたい。

参考文献

職業性ストレスと疲労と抑うつ気分の関係 井上幸

紀 精神医学 ２００８Vol．５０ No．６通巻５９４

師長とスタッフのメンタルヘルス対策 横浜労災病

院 メンタルヘルスセンター長 山本晴義

ナーシングビジネス ２０１０ １２月号 メディカ出版
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五島中央紀要１４：３９－４３，２０１２

分娩所要時間と潮の関係

長崎県五島中央病院 ４階北病棟

貞方 和絵 川口 佳絵 中尾 英子

上野 二紀 吉本 直子 木場 浜子

田端 保枝 出口 弘美 千代田冨美子

�．はじめに
命の誕生をめぐっては、「満月や大潮の時に分娩が

多い」など潮汐に関係があると昔からいわれている。

正岡ら１）によると１０年以上の経験豊富な助産師は、月

と潮の動きも産婦ケアを行なう際、着目情報の一つに

加えていると報告されており、分娩と潮の関係に関心

を持っている助産師は多い。

潮と分娩との関係については様々な研究報告がある

が、関係性は明確にされてはいない。それぞれ研究を

実施した環境――都市部や沿岸部など、その土地の環

境が影響しているとも考えられる。当院は長崎の最西

端に位置し、周囲を海に囲まれた環境にある。このよ

うな地域性からも、日常生活の中で潮について話され

る事が多く、潮との密着度が他の地域よりも強いよう

に感じる。

私たち自身も分娩介助を行ないながら、分娩件数に

周期的なものを感じ、分娩と潮の関係を意識している。

また、大潮の時は分娩進行が早く、分娩所要時間が短

いように感じる事がある。そこで今回私たちは、分娩

所要時間と潮の関係に注目し、その関係を明確にする

事で、分娩進行予測に役立てる事ができないかと考え

た。

�．研究目的
分娩所要時間と潮の関係を明らかにし、助産師の分

娩進行予測へと役立てる。

�．研究方法
�研究期間・研究対象
平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日において

当院で分娩した２２７人中自然分娩（妊娠３７週以降で誘

発、吸引・鉗子分娩を除いた経膣分娩）した１５０人

�データ収集方法
分娩台帳から年齢、分娩歴、分娩日、分娩所要時間

を抽出した。

気象庁式潮カレンダーから分娩日の潮（大潮・中

潮・小潮・長潮・若潮－以下、潮と略す）を調査した。

�分析
初産・経産に分け、以下の４つの方法で分析した。

１．分娩日を潮に分け、潮毎の分娩件数を出した。

２．平均分娩所要時間を潮で分類し、比較した。

３．潮の中での分娩所要時間の割合を出した。

４．大潮に向かう中潮、大潮、小潮に向かう中潮の

分娩所要時間を比較した。

�倫理的配慮
分娩台帳より個人を特定できないようにデータ処理

を行い、研究終了後に破棄する。

�用語の説明
分娩所要時間：１周期１０分以内、あるいは１時間

に６回以上の頻度をもった規則正しく反復する陣痛の

発来より、胎盤娩出までを示す。

大潮：潮の干満差の大きい状態で、新月や満月の前

後数日間。

中潮：大潮と小潮の間の期間。

小潮：潮の干満差の小さい状態の事で、月の形状が

半月になる上弦や下弦の前後数日間。

長潮：上弦、下弦を１～２日過ぎたころ、干満差が

一段と小さくなり、満潮、干潮の変化が緩やかでだら

だらと長く続くように見える小潮末期。

若潮：小潮末期の「長潮」を境に、大潮に向って潮

の干満差が次第に大きくなっていく長潮の翌日。

�．結 果

�基礎情報
当院で自然分娩した１５０名のうち、初産婦は６５名で

４３％、経産婦は８５名で５７％であった。平均年齢は、

全体２９．５歳で、初産婦は２７．９歳、経産婦は３０．７歳で

あった。平均分娩時間は、初産婦で１０時間３３分、経

産婦で５時間１３分であった。
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�分娩件数
潮の分類別分娩件数（グラフ１．２）は、大潮、

中潮の分娩が全体の６４．７％を占めていた。経産婦で

は中潮で５２．３％、大潮で３８．５％と９割近くの分娩が

集中している。

４日あるいは３日続く大潮のピークを中心として、

２４時間区分でわけた分娩件数の推移（グラフ３）は、

大潮のピーク（０日）に向うにつれ、分娩件数が増加

する傾向があった。特に、大潮の前日（－１日）まで

の分娩件数は、初産婦で特に多い傾向があった（グラ

フ４）。経産婦も初産婦同様大潮のピークまでは増加

の傾向があるが、それ以降は件数にばらつきがあった。

（グラフ５）。

�分娩所要時間
潮別に分類した平均分娩所要時間（グラフ６）は、

初産婦の小潮、長潮の平均時間で長い傾向が見られた。

特に長潮では１４時間４７分と最も長かった。経産婦は、

初産婦ほど潮別の平均時間に差はなかった。逆にもっ

とも短い平均時間は初産婦、経産婦ともに若潮の時で

あり、初産婦は８時間１７分、経産婦では３時間２６分

であった。

潮別の平均分娩所要時間の割合（グラフ７）として

は、初産婦では、長潮、小潮で長い分娩所要時間となっ

た産婦の割合が多かった。１０時間以上の分娩所要時

間がかかった人が長潮で７５％、小潮で７７％と多い。

逆に大潮、中潮、若潮では１０時間以内の分娩所要時

間であった産婦が全体の５０％以上を占めていた。経

産婦では、中潮、若潮、長潮、小潮で、５時間以内の

分娩となった産婦の方が５０％以上と多かった。逆に

５時間以上の分娩となった産婦は大潮の方が５６％と

半数を占めた。

大潮を中心とした分娩の平均所要時間（グラフ９、

１０）は、初産婦では大潮ピークの前日で一番分娩所

要時間が短い。ピークを過ぎると、全体的にばらつき

があり、分娩所要時間は長くなる傾向がある。経産婦

は、大潮からの日数による分娩所要時間に変化は見ら

れない。

�．考 察

当院で出産する産婦の平均年齢は、全体で２９．５歳

であった。晩産化が進んでいるとされる日本の初産婦

平均年齢は平成２１年度で２９．７歳であることから、当

院での平均年齢は比較的低い分類に入るといえる。今

後、里帰り出産、晩婚化の増加により高齢化していく

ことが予想される。

また、当院での平均分娩所要時間も、一般的な分娩

所要時間である初産婦１６時間、経産婦８時間である

事２）から考えると、かなり短いといえる。これは、

分娩停止による帝王切開や、吸引、鉗子分娩などを除

いた自然分娩にしぼって調査している事が影響してい

ると考える。

分娩件数に関しては、中潮、大潮で多くの分娩が占

めており、大潮だけで見ても、２６．７％が集中してい

る。また、分娩件数の推移からみても、大潮に向けて、

初産、経産婦ともに増加傾向にあり、大潮の時期は、

分娩が多くなると推測される。特に、初産婦は、中潮

から大潮に向かっての期間で分娩件数が多く、経産婦

よりも潮の影響を受けやすい傾向にある。初産、経産

ともに、大潮よりも、中潮で分娩のピークが見られる

のは、中潮の期間が大潮をはさみ、月の１／３を占め

る事も影響しているためと考える。

分娩所要時間に関して、初産婦では、分娩件数同様

に、大潮の前で短い傾向にある。このことから、初産

婦の大潮に向かう期間にある分娩において、分娩所要

時間に潮の影響があることが考えられる。

逆に、経産婦では、大潮による分娩所要時間の変化

は見られない。特に、人数の少ない若潮以外の潮では、

平均時間毎の偏りは少なく、潮による傾向は見いだせ

なかった。灘３）によると「陣痛の強さに月の引力、す

なわち海水に働いている起潮力の影響を受けていない

事が推測される」とあり、分娩第１期の所要時間に、

潮汐の影響はないという研究報告が出されている。

当院では、大潮前の初産婦に、やや短くなる傾向が

出た事から、異なった結果がでたが、経産婦において

は、影響は受けていないと推測される。

また、灘は、「特に陣痛においては、多くの因子が

複雑に作用しているだけに、１つの方法のみで解明す

るには難しい面もある」とも述べている。児娩出を促

進する因子２）として、前回の分娩所要時間、若年妊娠、

産婦の体格、ベビーウエイト、子宮頚管の成熟、陣痛、

子宮口開大度があげられる。経産婦は、初産婦よりも、

刺激による子宮頚管の成熟促進、陣痛促進の影響が強

い。経産婦において、潮の推移による分娩所要時間で、

初産婦ほど差が見られないのは、外来受診での内診刺

激や出産数も影響しているのではないかと考えられる。

よって、初産婦は潮の影響を受けやすいので、分娩

介助を行う際に分娩進行が速くなる可能性を念頭に置

き行動する必要がある。経産婦は、潮の影響よりも、

その他の因子の影響が強い傾向があるということを考

慮して分娩予測をたてていく事が重要である。

�．おわりに
今回の研究では単純に医療行為のない自然分娩と潮

の関係のみを見ていった。分娩件数は、潮の影響を推
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測できる結果がでたが、分娩進行については、大潮に

向かう期間の初産婦以外は、分娩所要時間に潮の影響

は見られなかった。分娩進行に影響する因子は、様々

なものがあり、症例数の少ない本研究では、潮一つに

絞ってみていく事には限界があったと考える。また、

経産婦、初産婦によっても、強く影響する因子は違い

があると思われ、産婦の体格やベビーウエイト、外来

日、出産数など多方面で調査していく事が必要である

と思われる。

引用・参考文献

１）正岡経子：経験１０年以上の助産師の産婦ケアに

おける経験と重要な着目情報の関連 日本助産学

会誌 vol．２３no．１ p１６‐２５ ２００９年

２）我部山キヨ子：助産学講座７ 助産診断・技術学

Ⅱ［２］分娩期・産褥期

３）灘久代：潮の満ち干が陣痛に及ぼす影響 第３４

回母性看護 p１３３‐１３４ ２００３年
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五島中央紀要１４：４５－４７，２０１２

摂食・嚥下リハビリテーションマニュアル改訂による
摂食・嚥下障害看護の質の推移

～摂食・嚥下障害看護質評価指標を用いた比較～

長崎県五島中央病院 ５南病棟

川口亜紀奈 谷川美喜子 久保 桂

はじめに

わが国では高齢者人口の増加に伴い、摂食・嚥下障

害の原因となる疾患である脳血管疾患やパーキンソン

病、慢性呼吸器疾患などの罹患率が増加しており、摂

食・嚥下障害患者は確実に増加している。

近年の五島市の高齢者比率も増加の一途を辿ってお

り、摂食機能療法を必要とする患者も増加傾向にある

と言える。このことから当院においても２００８年より

摂食機能療法が導入され、今年で４年目を迎えた。導

入当初、知識・技術の普及を目的とし、「摂食・嚥下

リハビリテーシマニュアル（以下マニュアルと略す）」

を作成し、各病棟に配布した。しかし、マニュアルの

存在自体の周知が出来ていないこと、現在の摂食機能

療法の訓練計画書と訓練内容が沿っていない事を理由

として活用されていないのが現状であった。

今回、マニュアルの改訂を行うと共に、「摂食・嚥

下障害看護質評価指標」を用い、各病棟での摂食・嚥

下障害看護の質の違いを把握し、マニュアル改訂前後

での推移を比較することで、今後の摂食・嚥下障害看

護の教育方法の参考にしたいと考え、その結果をここ

に報告する。

対 象

五島中央病院に勤める病棟看護師１１５名を対象とし

た

（ただし、改訂後６カ月調査では１１７名が対象であ

る）

調査方法

日本摂食・嚥下障害看護認定看護師である深田らが

考案した「摂食・嚥下障害看護質評価指標（以後、病

棟看護師用質評価指標と略す）６４項目を用いて調査

した。２０１０年３月および、２０１１年６月に病棟看護師

へ、質問紙調査を行った。質問紙調査票は無記名とし、

返信をもって研究参加の同意が得られたと判断した。

また、摂食・嚥下障害看護の質に影響する要因とし

て、マニュアルの周知率についても調査を行った。

分析方法

病棟看護師用質評価指標は、５段階尺度の「該当す

る患者がいなくて実施していない」を０点、「該当す

る患者がいるが全く出来ていない」を１点、「該当す

る患者がいるが出来ていない事が多い」を２点、「ほ

ぼ出来ている」を３点、「出来ている」を４点として

産出した。

摂食・嚥下障害リハビリテーションマニュアルを導

入した効果を評価する為に、マニュアル改訂前・改訂

後６カ月で同様の調査を行った。

結 果

改訂前調査では、病棟看護師１１５名に配布し７３名（回

収率６３％）から回収された。改訂後６カ月では、病

棟看護師１１７名に配布し６３名（回収率５４％）から回収

された。

まず、アンケート周知率について改訂前調査では、

１．嚥下リハビリテーションマニュアルがあること

を知っていますか？という質問に対して、改訂前・

改訂後では各病棟において違いはみられるが、院内

全体でみると大きな差は見られなかった。

２、嚥下リハビリテーションマニュアルを活用したこ

とがありますか？という質問に対して改訂後調査で

の「無回答」の割合が多く、両者を比較することは

出来なかった。

病棟看護師質評価指標の結果は、改訂前調査では、

病棟別での平均値は７２３．６６で、改訂後調査では１０２６．

１６であった。

考 察

マニュアルの目的は、「業務の平準化や確立化、ま

た職員教育手段」である。本研究では、当該病棟の看
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護師が実施する摂食・嚥下障害看護の質向上に対する

マニュアルの影響を検討した。

摂食機能療法が導入された当初、知識・技術の普及

を目的として、マニュアルを作成したが、現在の摂食

機能療法の訓練計画書と訓練内容が沿っていなかった

こと、また定期的な勉強会の開催がないことによって、

各病棟において摂食機能療法に対する知識・技術にば

らつきがみられた。特に摂食・嚥下障害の原因の多く

を占める脳血管疾患や慢性呼吸器疾患などの患者を多

く受け入れる内科病棟において、マニュアルの周知率

や活用率は高値を示しており、病棟看護師質評価指標

も高値を示していた。

しかし、どの病棟においても第�因子：咽頭期障害
に対する摂食・嚥下リハビリテーションの実施につい

ては「出来ていない事がおおい」の割合が多かったこ

とから、今後「ほぼ出来ている」レベルにしていくこ

とが今後の課題である。

結 論

病棟看護師が摂食・嚥下障害看護に興味を持ち、経

験を積むことが重要であると考え、マニュアルの改訂

だけではなく、認定看護師による定期的な勉強会の開

催を行いマニュアルの周知率・活用率の増加を目指す

事が重要であると考える。
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五島中央紀要１４：４９－５２，２０１２

現在の排泄ケアの見直しと今後の課題
～TENAのオムツを使用して～

長崎県五島中央病院 ５階北病棟

○野下佳奈美 藤田 結依 家永喜代美 田道紀美子

松下 貴大 中野志恵子 小田 和子

はじめに

医療現場では、命にかかわる外傷や救急処置など緊

急性の高いことが優先される中、排泄などの日常のケ

アは、優先度が低くなりがちです。

排泄は、人間の尊厳の深くかかわることであると同

時に私たち看護者、介護者にとってすべてのケアの根

本です。現代は高齢化社会であり、その背景には ADL

の問題や認知症、高齢などといった様々な理由でオム

ツ排泄を必要とする方が多く、当病棟でも２人に一人

はオムツを必要とする方が入院しています。これまで、

オムツを使用する際に尿もれを防ぐ目的で尿取りパッ

ドを２重・３重に当てる方法をとっていました。しか

し、実際こういったオムツの当て方は、スキントラブ

ルを起こす原因の一つであり、患者の個別性を考えた

時に寝たきり＝オムツという認識が強く、オムツ交換

の時間がきたら一律にオムツ交換を行うという作業的

な状況にありました。患者中心の視点で排泄を考えた

場合、看護師・看護補助者中心の作業的なオムツ交換

は、本来の目的から外れるのではないかと考えました。

その様な中、オムツの弊害を最小限に出来るとされる

TENA製品の存在を知りました。この TENAのコン

セプトは「TENAは一人ひとりに最適なケアをより適

切なコストで実現することでご利用者の尊厳を守り、

看護者・介護者の業務効率化を推進し施設・病院経営

のコスト効率アップに貢献する。」とあります。実際

使用し、排泄に関する知識と技術について再学習する

ことで、患者の個別に合った質の高い援助について考

えるきっかけとなったのでここに報告する。

� 目 的

排泄に関する知識と技術について再学習することで、

患者の個別に合った質の高い援助を行う

� 研究方法

研究期間：平成２３年６月～７月末

対象：五島中央病院、５階北病棟に入院患者４名

A氏：脳梗塞後遺症左上下肢麻痺・認知症・意思

疎通困難・右上肢抑制・Mチューブ挿入

中

B氏：脳梗塞後遺症・全身硬縮で円背・認知症・

意思疎通困難・両上肢抑制・Mチューブ

挿入中、オムツいじりが多い。

C氏：脳梗塞後遺症・認知症・意思疎通困難

D氏：脳梗塞後遺症右上下肢麻痺・５０音での意

思疎通可も長文困難

� 調査方法

従来のオムツとテーナのオムツを使用し、オムツの

使用頻度・交換時間・コスト・スキントラブルの有無

を比較する。

５北病棟看護師・看護助手・ヘルパーに、２種類の

オムツを使用してみての意見についてアンケートをと

る。

倫理的配慮・同意書作成し、テーナのオムツを使用

させてもらうにあたり対象患者家族に、使用目的を説

明したのち同意を得た。

� 実践経過

６月１６－３０日 従来のオムツ使用（チェック表を

用いる）

６月２９－３０日 TENA社より、オムツの当て方・

構造について指導・説明を受ける。

７月８－２２日 テーナのオムツを使用（チェック

表を用いる）

７月８－９日 TENA社スタッフ指導の下、対象患

者へのサイズ選択及び使用上の注意

点を実践の中で学ぶ。

７月１５－１６日 TENA社スタッフより経過チェッ

クを受ける。

７月２５日 病棟スタッフを対象にアンケート

調査を実施

７月３０日 アンケート集計
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８月８日－１０日 患者サイドからの意見が聞けず、

検証できない側面が伺われたため、

研究メンバーでのオムツ使用を試み

た。

� 結 果

�コストが下がった。
�オムツ交換の回数が減り労力の緩和につながった。
�有意な皮膚トラブルは見受けられなかった。従来の
オムツ使用時から皮膚トラブルはなく相異を比較検

証することは出来なかった。

�オムツいじりは見られなかった。従来のオムツ使用
時から不穏患者へは抑制帯を使用しており、相異を

比較検証することは出来なかった。

�尿臭がなかった。
�研究期間中の尿漏れ件数は４名中１件で、便漏れ件
数は１件。

＜従来のオムツの利点＞

手ごろで使い慣れているし陰部洗浄がしやすい

サイズがきちんとあっていなくても使える

褥創処置などの洗浄時に用いることが出来る

尿だけのときに変えやすい

排尿後すぐに交換が出来る

パットだけの交換で時間がかからない

尿回数・血尿など分かりやすい

＜従来のオムツの欠点＞

尿漏れが多くパットを何枚も重ねて使用するので蒸

れやすい・摩擦を起こしやすい

オムツ交換の回数が多い。排尿がなくてもみなくて

はならない

歩行時や体動時にずれる

吸水性が悪い

パットを多く使う

＜TENAのオムツの利点＞

変える回数が少ないことにより交換時間、労力の軽

減。また羞恥心の軽減にもなる

夜間確認だけなので患者様を起こさずに良いため安

眠にもつながる

１枚のオムツなのでズレにくい

オムツを変える回数が少ない

臭わない

経済的

身体的にも患者様・医療者側も楽

通気性がいいので蒸れにくい

排尿しているか分かりやすい

ポータブルトイレの患者様の時スムーズ

良く吸収し，さらっとしている

＜TENAの欠点＞

サイズがきちんと合っていないと使いにくいちゃん

と装着しないともれやすい

便のときは漏れやすく中パットがないため、交換が

大変

陰洗するときにシーツが濡れることがある

フィットしやすいサイズにムラがあるようだ

中パットがないため交換した後に排便などの時に枚

数がいる

費用が分からない

尿回数が分からない

拘縮の患者や側がいなどの体位ではもれるのではな

いか心配

実際使用した患者の反応が分からなかった

片麻痺・体格の良い人は確認が難しい

�気づきがあれば是非教えてください
例：対象者の良い使い分けが必要。例えばこういう患

者に TENAは適しているなど・・・

使用した患者 K氏：TENAのほうが蒸れないという

意見があった

寝たきりだけでなくリハビリ期にある患者にも使用し、

もう少し長く使わないと見えてこない面も多々ある

るいそう・円背・硬縮の患者には難しいようだ

意思疎通困難の患者ばかりだったので患者サイドから

の意見が聞けなかった

尿量の多い患者はおむつ交換頻回になるので適しない

下痢など頻回に排便のある患者は適さない

便、特に下痢便が多い人には適していない

排尿感覚がなくチェックのしやすい患者

尿量の多い患者はむかない

軟便時もれていることがあるので横あてのオムツを結

局は使用しなければならなかった。

� 考 察

TENAのオムツを使用するに当たり、初めて使用す

る製品の為、当初は半信半疑の中での研究となった。

しかし、結果でも分かるように�コストの低下と�オ
ムツ交換の回数が減り、スタッフ側の労力の減少が見

られる。患者からしても夜間の安眠が可能となり自然

治癒能力の維持増進につながったのではないだろう

か？昨今の介護問題として、ご家族の介護疲れが問題

となっており、この結果を照らすと、労力の減少は問
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題解決の一要因に繋がるものと考える。認知症状の１

つに夜間せん妄・昼夜逆転があるが、安眠に繋がる結

果としてこれらの症状の緩和にも繋がると考える。

�従来、尿取りパットを２重３重に使用しており、
TENAを用いることでオムツ一枚でいいことから従来

に比べ蒸れの防止に繋がったものと考える。しかし、

今回の対象者は意思疎通が困難であり患者からの具体

的な感想を聞くことが出来ず、看護者の主観的なイ

メージでしかなかったため研究グループメンバーで実

践。

�今回、オムツいじりは見られなかったが、不穏患者
へは以前より抑制帯を用いており相異の比較検証する

ことはできなかった。�尿臭については、弱酸性であ
る尿が時間経過とともにアルカリ性に傾くことで発生

し病原菌の増殖に繋がるとされるが、TENA製品はこ

れらを防ぐとされ、実際、尿臭や異臭を感じることは

なかった。臭いによる羞恥心を考えると QOLに繋が

るものと考える。また従来のオムツに比べコンパクト

でごわつきもないため、外見上オムツをはいているこ

とさえきづかれないですむ利点と関節可動域制限がな

く軽やかに行動ができる利点があるとされるが、今回

は寝たきりの患者が対象となってしまい、比較検証す

ることが出来なかった。

� おわりに

短い期間研究であり十分なデータが揃わなかったた

め継続してデータの収集に取り組んでいきたいと思い

ます。寝たきりで意思疎通困難の患者が対象になって

しまい幅広くデータをそろえることができなかったた

め今後は、リハビリ期にある患者へも取り組みを広げ

ていきたいです。
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五島中央紀要１４：５３－５６，２０１２

救急外来産婦人科患者対応の
看護師の不安を少なくするためには

－器械（準備）操作マニュアル設置前後のアンケートよりー

長崎県五島中央病院 外来

○出口 友夏 木口 静枝 小林 淑子 磯沖恵理子

出口 君子 宇田 安子 貞方 豊子 寺脇 益子

野口百合子 真鳥 菊代

１．はじめに

救急外来には、内科系疾患から外科系疾患まで様々

な疾患の患者や、重症度や緊急性の異なる患者が受診

される。そのため救急外来看護師は、これらの多種多

様な疾患や病態に対応できる幅広い知識と技術が求め

られる。当院救急外来では、経験年数の異なる看護師

が、内科系外科系に関わらず、深夜・準夜の夜勤帯は

２名、土曜日・日曜日・祝祭日は２．５人で対応してい

る。そのような環境の中、看護師が安心して統一した

対応ができるよう、救急外来患者処置用マニュアルは

作成し活用している。

産婦人科領域においては、以前は処置が必要な場合

は病棟へ対応を依頼していたこともありマニュアルが

なかった。しかし最近では、救急外来においても処置

をすることがあり、産婦人科の経験が少ない看護師が

関わるケースがあった。その上、当院は構造上の問題

で、救急外来から産婦人科外来は最も遠く、看護師も

一人での対応となるため不安も大きい。

そこで、看護師にアンケート調査を行い現状を把握

し、経験年数等に関係なく、看護師が誰でも安心して

治療処置の介助が行えるように、器械（準備）操作マ

ニュアル（以後マニュアルとする）作成に取り組み、

その後も調査したのでここに報告する。

救急外来での産婦人科処置の現状

（Ｈ２２．１０～Ｈ２３．９）→（Ｈ２３．１２．１９～Ｈ２４．１．２０）

全受診者数 ：７４４４件 （月平均６３０件）

→７１２件

産婦人科受診者数：２４１件【３２％】（月平均２０件）

→２０件【２８％】

産婦人科処置数 ： ７６件【１０％】（月平均６件）

→３件【４％】

２．研究目的

産婦人科救急外来においての看護師の不安はどこに

あるのか、また、マニュアル設置することで、看護師

の不安はどう変化するのかを知り今後に生かしていく。

３．研究方法

アンケート調査

�対象者：１）救急外来担当看護師１６名
回収率１００％（マニュアル設置前）

２）救急外来担当看護師１５名

回収率１００％（マニュアル設置後）

�研究期間：Ｈ２３．１２．９～Ｈ２４．１．２０
１）Ｈ２３．１２．９～Ｈ２３．１２．１６

Ｈ２３．１２．１９～ マニュアル設置

２）Ｈ２４．１．１６～Ｈ２４．１．２０

�調査方法：調査用紙は、研究者が個人に説明を行い
配布した

調査用紙は無記名とし、記入後は各自準

備した封筒に入れるようにした

�倫理的配慮
対象のプライバシー保護及びデーター管理には十分

留意した。データーは個人の特定化を不可能にした。

４．結 果

マニュアル設置前

１．救急外来看護師年齢は２０歳代１名、３０歳代４名、

４０歳代２名、５０歳代９名である

２．看護師歴は１年以上１名、３年以上０名、５年

以上２名、１０年以上２名、２０年以上１１名で過半数

以上が２０年以上の看護師である。

３ 外来経験年数は１年未満１名、１年以上６名、３

年以上０名、５年以上４名、１０年以上２名、未記
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入１名である。

�産婦人科外来・産婦人科病棟の経験があるか？は、
はい６名、経験のない人が１０名である。

�救急外来において産婦人科処置の経験があるは？は、
はい１２名、経験がない人が４名である。

イ）産婦人科経験がある人で産婦人科処置に関わっ

た人は６人中６人である。

ロ）産婦人科経験のない人の産婦人科処置を経験し

た人は１０人中６人である。

外来・病棟の経験がなくても処置に関わった人は、

年齢別では２０歳代１名、４０歳代１名、５０歳代４

名、看護師歴では、１年以上１名、２０年以上５

名であり、外来経験年数では、１年以上４名、５

年以上１名、１０年以上１名である。

�処置に不安があったか？は、はいが１６名で全員で
ある。

�不安の内容（複数回答）として�器械の操作１４名、
�物品の所定場所・一人での対応がともに１３名、
患者への説明が１０名、その他として、産婦人科処

置に要している時間は救急外来も一人での対応にな

ることへの不安が上げられた。

産婦人科外来・病棟の経験がある人は６名ではある

が、処置に対しては経験の有無・経験年数に関係な

く２項目以上（平均２．６項目）の不安がある。ちな

みに経験のない人の不安内容は平均３．５項目である。

�マニュアルがあれば役立つと思うか？は、はいが１６
名で、「診察がスムーズに行え、患者にも不安を与

えない」と意見もあるが、一方「見ながらは処置は

できない」と意見もある。

�マニュアルがあれば不安が解消されると思うか？は、
はいが１３名、いいえ３名である。理由として「マ

ニュアルがあると役立つとは思うが、全く操作や介

助をしたことがないので不安の解消には結びつかな

い」、また「一人での処置に不安」「患者の状態急変

など（人手不足で）対応への不安」・「救急外来と場

所が離れている」の意見が聞かれた。その他、「関

わる回数が少ないので忘れやすい」の意見があった。

また「救急外来での処置ではなく、病棟で対応し

てもらえないだろうか」と希望の意見も聞かれた。

�その他の意見として、「一人での対応となるので診
察介助に不安がある」、「診察台の操作・必要な物品

などわかるようにしたらいいのでは」などの意見が

聞かれた。

その後アンケート実施した結果 回収率１００％

１．マニュアルが作成されたことは全員知ってはい

るが、内容確認までにはいたっていない人が２名で

ある。

２．配置場所を知っている人が１４名、場所は適当か

の問いにはいは１３名、適当かはわからないが１名

である。

３．マニュアルは役に立つと思うかでは全員がはい

との回答

４．役に立つと思われる内容は、器械操作１５名、物

品の所定場所１０名、患者への説明２名、一人での

対応８名である。

５．不安の解消となるか？には、はいが７名、８名

がいいえである。理由として「ある程度解消される

が場所が遠く、一人での対応になるので不安が全く

解消されるとはいえない。」と意見があった。

６．実際に活用したか？は、はいが３名である。

７．産婦人科の説明会に参加したか？は、６名参加

しておらず、理由として「知らなかった」「声がか

からなかった」と挙げられた。

８．説明会の効果は１２名が効果はあったと回答

９．今後、定期的に説明会をしたほうがよいと考え

ている方が１０名、「定期的でなくても器械など新し

いものに変わった時、Drが変わった時、物品の場

所が変わった時など行えばよい」などの意見も聞か

れた。

５．考 察

産婦人科救急外来での受診内容は、陣痛発来、破水

など直入院によるもの、乳腺外来の助産師の処置が必

要で病棟での対応などが殆どで、婦人科外来での診察

は月平均６件で少ない。そのためか経験する機会も少

なく、全くないこともある。そんな中、産婦人科経験

がある人で産婦人科処置に関わった人は６人中６人で、

産婦人科外来・病棟の経験がある人が率先して関わっ

ているものと考えられる。また、産婦人科経験のない

看護師の産婦人科処置を経験した看護師は１０人中６

人である。外来・病棟の経験がなくても処置に関わっ

た人は、そのときのコンビ及び救急外来の状況で判断

しているものと思われる。

私たちは、産婦人科経験のある看護師と経験のない

看護師では、不安の度合いは目に見える差がある、ま

たマニュアルがあれば不安は少なくなるだろうと予測

をしていた。だが、

産婦人科外来・病棟の経験がある看護師は６名で、処

置に対しては経験の有無・経験年数に関係なく２項目

以上の不安を感じていることがわかった。経験者でも

月平均６件と救急外来での処置は少なく、たまにしか

直面することがなく、当時とは器械の変更・Drの交

替など条件の変化もあり不安があると思われる。一方，

救急外来で受診される患者の全てを対応している看護
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師の不安も大きいために病棟での対応にしてもらえな

いだろうかという意見が聞かれるのだろう。

マニュアル作成にあたっては、文章のみのマニュア

ルより写真を入れて作成し、救急外来と産婦人科外来

に設置した。器械操作マニュアルは役立つと思うか？

で、はいが、どちらとも全員で、「診察がスムーズに

行え、患者にも不安を与えない」と意見もあるが、そ

の反面、「見ながらは処置はできない」と意見もある。

ただマニュアルがあるだけでは役には立たず、事前に

マニュアルを熟読しイメージトレーニングも必要であ

り、その中で理解できないところは自分の中で解決し

ておき、急患にも対応できるように準備しておくこと

が必要である。

マニュアルがあれば不安が解消されると思うか？で

は、はいが１３名、いいえ３名である。理由として「マ

ニュアルがあると役立つとは思うが、全く操作や介助

をしたことがないので不安の解消には結びつかない」

と率直な意見が聞かれた。実際、配置後のアンケート

でもはいは７人、いいえが８名となっており、不安は

軽減されてもマニュアルだけでは解消されないことが

わかった。経験する機会が少なく、全く操作や介助を

したことがない看護師もおり、少しでも不安の軽減を

はかるため、器械操作の説明会を４回行い、特に未経

験者には声かけし参加を促したが、勤務上の都合もあ

り参加できない看護師もいた。説明会実施後マニュア

ルの不足点もわかり、追加・修正なども見えてきた。

また一人での処置に不安があり、患者の状態急変な

ど（人手不足で）対応への不安・救急外来と場所が離

れていることは、マニュアルの有無では解消できない

ことである。

しかし、少しでも不安の軽減につなげるには、疾患・

処置の自己学習し、常に活用できるマニュアルが必要

で、同時に説明会を行ない、デモンストレーションし

ておくことである。

今後の課題として、婦人科だけではなく、マニュア

ルは Dr交替時または器械更新時など方法・手順が変

わった時点での見直しが挙げられる。また、新人看護

師が夜勤に入る前に主な処置の経験の有無などの確認

を行い、教育した上での夜勤に臨むことが本人・先輩

看護師の不安を減らすことにつながることであり、こ

れからの検討課題とも言える。

６．おわりに

マニュアル設置前のアンケートの結果「見ながら処

置はできない」「マニュアルがあると役立つとは思う

が、全く操作や介助をしたことがないので不安の解消

には結びつかない」と意見が聞かれ、マニュアルだけ

では不十分と思え、実際に操作することによって、理

解を深められるのではないかと考え、説明会を行うこ

とに至った。しかし、初めより計画性を持って行ない、

参加後に不明点など記入してもらい、今後に生かせる

ようにするべきだったと反省する。
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五島中央紀要１４：５７－５９，２０１２

手術室帝王切開術クリニカルパスの導入

長崎県五島中央病院 手術室

坂本 恵 道端美由紀 宿輪まどか 田端 千恵

園山 純香 馬場美帆子 真弓 陽子 山本三千代

山田 君代

はじめに

当手術室では年間約３５例の帝王切開術が行われて

おり、うち３分の１は緊急手術である。

緊急帝王切開術では母子共に生命の危険が高いことか

ら、手術に至るまでの準備段階が迅速かつ的確に行わ

れなければならない。これまで帝王切開術において当

院独自の具体的間接介助手順書がなく、特に緊急手術

の際、準備段階から看護師の不安が生じていた。また

看護記録用紙は必要な情報の記載欄が少なく、自由記

載であるため記録・申し送り内容に個人差が出るなど

多くの問題を抱えていた。その問題を解決すべく今回、

医療者側におけるクリニカルパス（以下 CPと略す）

を作成・導入したことで、安全な手術準備の確立と記

録の効率化をはかることができたのでここに報告する。

研究方法

期 間：平成２２年７月～平成２３年７月

対 象 者：当手術室看護師９名、当産婦人科病棟ス

タッフ

研究方法：・CP作成（Ｈ２２．９月～１１月）

・CP使 用（Ｈ２２年．１２月～Ｈ２３年．７月）

計２６症例

・CP使用後、手術室スタッフへの聞き取

り調査、CP改善（随時）

・CP使用後、産婦人科スタッフへのアン

ケート調査（Ｈ２３年７／１４～７／２２）・

聞き取り調査、CP改善（随時）

倫理的配慮

得られた結果は看護師個々を評価する材料ではない

ものとする

CP概要

・当院 CP作成基準を参考に、手術室に適合するよう

工夫を加え作成。用紙サイズはＡ４サイズとした

・術式・麻酔・適応疾患名をあらかじめ医師と確認し、

術式・麻酔が大きく変化した場合をパス逸脱と設定

した

・縦軸を観察項目、横軸を時間軸とし入室から退室ま

でを５項目に分け、それぞれに中間アウトカムをた

てた

・疼痛評価方法では、CP委員会、産婦人科病棟了解

のもと独自の疼痛評価方法を取り入れた

結 果

手術室看護師への聞き取り調査

�CP導入当初、使い慣れない、文字の大きさが小さ

いという意見が聞かれた

�患者情報収集において漏れがなく、スタッフ間での
情報共有ができるようになった

�部屋作り、物品準備、看護処置において適格、かつ
迅速に行えるようになった

�術前・術中看護において看護師の不安が軽減した
�記録時間の短縮、記録の効率化、申し送り内容の統
一がある程度できるようになった

産婦人科病棟スタッフへのアンケート調査（回収率

５０％以下）・聞き取り調査

�CPは見やすいですか？ の質問では、見やすい０

人、どちらでもない２人、見にくい７人という結果

であった。見にくい理由として用紙サイズ・文字が

小さいという意見が多く聞かれた

�CPを使用しての申し送り（手術室 Ns→病棟 Ns）

は以前と比べわかりやすいですか？の質問では、わ

かりやすい１人、どちらでもない７人、わかりにく

い０人という結果であった

�CPは術後の継続看護に役立てられますか？ の質

問では、役立てられる１人、どちらでもない５人、

役立てられない２人という結果であった。役立てに

くい理由として手術中の処置全てが記入している為、
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必要な情報の焦点がつかみにくいという意見も聞か

れた

� 全体の２割において CPを使用したことがない、

見たことがないという結果であった

� 聞き取り調査では、CP内に追加必要な項目を、

具体的に聞くことができた

CPの主な改善点

�特に申し送りで必要と思われる項目の文字を大きく
し、太字、黒枠で囲んだ

�追加必要な項目を病棟スタッフから聞くことができ、
新たに追加記入することができた

�医師と看護師の施行処置内容を区別すべく、医師施
行を△、看護師施行を○とした

�処置漏れなどをなくす為、手術進行や処置の流れに
沿った記載とした

�医師の指示内容、処置内容を明確にする為、医師と
の連携を図った

考 察

今回の CP作成により、情報収集では新たに検査

データ、各種同意書、身体的・心理的情報の欄を追加

したことで情報の漏れが少なくなり、看護師間での円

滑な情報共有や患者把握の意識向上にも繋がったと言

える。

オペ前準備においては、CPを使用し的確かつ迅速

な手術準備ができる為、安全な手術準備の確立が図れ、

看護師の不安軽減にも繋がった。CPは医師との連携

を図り作成した事、また手術進行に沿った記載である

ため術前・術中において看護師間でダブルチェックと

複数回の確認ができるので処置漏れもなく無駄な動き

をしない工夫ができている。これは、看護師の経験の

差に関係なく統一した看護ができるという大きな利点

であり、より安全な看護を提供する上で大きな意味を

成していると言える。

産婦人科病棟スタッフによるアンケート調査では、

用紙・文字サイズが小さい為全体的に見にくいという

意見が多く聞かれた。その為特に申し送りで必要と思

われる項目の文字を大きくし、太字、黒枠で囲んだ。

これにより、より見やすくなったと共に申し送り内容

の統一もある程度可能になったと考える。また産婦人

科病棟スタッフより、追加必要な項目を具体的に聞く

ことができ、新たに CPに追加することができ継続看

護を行なうという点で大きな進歩に繋がったと考える。

今回のアンケートでは、２割において CPを使用した

ことがないこと、また５０％以下の回収率であったこ

とよりアンケート調査結果の有意差は大きいと言える。

当手術室では CP導入が初めてであり、戸惑いや不

安があったが、説明と改訂を繰り返し行なうことで、

CP使用による利点の声が多く聞かれた。

まとめ・今後の展望

今回の CP作成により、より安全な手術準備の確立、

記録の効率化を図ることができた。今回は医療者側に

おける CP作成・使用までとなったが、今後は産婦人

科病棟との連携も図りつつ患者における CP作成へも

取り組んで行きたいと思う。CPは看護師間の教育指

導ツールとして大きな役割を果たして行くであろうと

期待する。今後は病院の変革に柔軟に対応し、日々 CP

改善に努めていくと共に、患者における個別性への対

応も重視し、より安全で質の高い看護提供を目指して

行きたいと思う。

参考文献

１）副島秀久、岡田晋吾：変化の時代に対応するクリ

ニカルパス、照林社、２００７

２）落合新ニ他：帝王切開手術のパス、オペナーシン

グ、vol２０、no２、１３～１９、２００５

３）山内豊明他：疾患別クリティカルパスと看護記録、

１６５～１８６、２０００、日総研
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五島中央紀要１４：６１－６３，２０１２

魚骨迷入による腹腔内膿瘍の２例

長崎県五島中央病院 外科

○吉見 龍二 橋本 敏章 井上 悠介 北島 正親

吉川 大介 関田 孝晴 長置 健司 古井純一郎

【症例１】

４１歳男性。精神発達遅滞あり。腹痛を主訴に来院。

腹部 CTにて下行結腸腹側に２８�長の高吸収線状陰影
認め、その周囲に膿瘍形成と近傍の下行結腸壁の肥厚

を認めた。魚骨による下行結腸穿通と腸間膜膿瘍と診

断し緊急手術となった。手術所見では下行結腸腸間膜

に炎症性の肥厚認め、膿瘍は腸間膜内に存在していた。

脾彎曲部と SDjunctionで一括切除し、人工肛門増設

を施工した。標本からは３０�の魚骨が摘出された。

【症例２】

８２歳女性。右季肋部痛を主訴に来院。採血で炎症

反応高値

（WBC：１２，０００／μl CRP：１１．３３�／dl）を示し、CT

では胃角部小弯後腹膜に膿瘍形成と膿瘍内に４０�長
の高吸収線状陰影を認めた。魚骨による腹腔内膿瘍の

診断で、内視鏡的魚骨の摘出が試みられたが、魚骨は

P-ringを越えており、内視鏡で確認できず、緊急手術

となった。胃角部から幽門輪小弯側は炎症性に肥厚し

ており、前庭部付近にかけて膿瘍を認めた。膿瘍を切

開、デブリードメントし魚骨を検索したところ膵上縁

付近に認め、除去した。膿瘍は十二指腸球部と交通が

あり、穿孔部位から P-ringを直接触知された。デブ

リードメント後、十二指腸球部穿通部に大網充填術を

施行した。

両例とも術後経過は良好であり、合併症などなく退

院した。

今回魚骨穿通により膿瘍を形成し手術となった症例

２例を経験したので若干の文献的考察を加えて報告す

る。
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五島中央紀要１４：６５－６７，２０１２

当院における６４列CTの現状と展望

長崎県五島中央病院 放射線科

○山 田 悟

近年、CT装置は検出器の多列化が進んでおり、分

解能の向上と共に検査時間短縮により時間分解能の高

い撮影が可能となってきました。また、高解像度の画

像と３次元画像処理等により、形態的診断のみならず

質的診断に有効な情報も得ることができ微細病変の描

出に優れた威力を発揮します。当院においても２００９

年に６４列の CTが導入されたのでその使用試験として

機器や３D画像処理した画像などを説明する。

また、２０１０年１１月に National Lung Screening Trial

（NLST）（全米肺検診臨床試験）は、５５～７４歳の現

在及び元ヘビースモーカー５３，０００人以上を対象とし

た全国規模のランダム化試験を行ったところ、低線量

ヘリカル CTと標準的な胸部 X線写真という２種類

の肺がん検診法で肺がん死亡率を比較した結果、低線

量ヘリカル CTによる検診を受けた被爆者群の肺がん

死亡率が２０％低下していたことが明らかになった。

当院でも今後、低線量 CTによる肺がん検診を行って

いく予定なのでそのことについても説明する。
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五島中央紀要１４：６９－７３，２０１２

五島市玉之浦町において発生した日本紅斑熱４症例の検討

長崎県五島中央病院 内科１、長崎大学離島医療研究所２、長崎県富江病院３

○池田 秀樹１ 千早 啓介１ 河津 多代１ 小河原大樹１

松坂 雄亮１ 赤司 隼人１ 福嶋 翔１ 牧山 純也１

山道 忍１ 吉川 大介１ 岡本 健太１ 千住 憲彦１

波多 史朗１ 神田 哲郎１ 関田 孝晴２ 緒方 健志３

日本紅班熱は、最初の臨床例が１９８４年に徳島県で

馬原文彦によって発見され、近年になって広く認知さ

れるようになったリケッチア感染症である。

リケッチア感染症で一般的に広く知られているのは、

発熱、発疹、刺し口が３徴とされるツツガムシ病であ

るが、症状は類似するものの日本紅班熱の方が重症度

が高いとされている。

また、２０００年頃までは年間症例４０名程度であった

が、その後増加し、２００６年以降は毎年年間１３０名を超

える報告がなされている。これらのことから、日本で

の感染症診療において重要な疾患となって来ている。

今回我々は、五島市において２００７年以降確認され

た日本紅班熱４症例について検討したので、報告する。
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五島中央紀要１４：７５－７７，２０１２

在宅におけるNPPV・CPAP 導入患者の生活状況の把握

長崎県五島中央病院 ５階南病棟

○本岡真由美 田端さゆり 山崎 愛美 中野 郁恵

白濱千登勢 山田 君代

�．はじめに
近年、高二酸化炭素血症を伴う患者に対する補助換

気療法として、非侵襲的陽圧換気療法（以下、NPPV、

CPAPと表記す）が普及しつつある。現在、A病院で

も毎年、１０数名の導入患者が挙がっている。NPPVの

実施にあたってはメリットとデメリットを十分に把握

し、患者が正しく理解できるよう、医師からだけでな

く看護師からも説明を行う必要があり、統一した指導

が必要である。

しかし、A病院では患者指導や教育に関して医師や

業者に頼っており、看護師からの統一した指導ができ

ていないのが現状である。そこで、在宅で安全安楽な

生活を提供できるように看護師の介入が必要ではない

かと考えた。そのためにはまず、患者の生活状況を把

握する必要があると考え、今回の研究に取り組んだ。

�．研究目的
NPPV、CPAP（非侵襲的陽圧換気）導入患者・そ

の家族に対して在宅にむけた統一した指導をするため

に患者の生活状況を把握する。

�．研究方法
対象者：A病院外来通院中の NPPV、CPAP導入患者

から一定の基準で選択した標本により無作為に抽出し

た男性１０名

調査期間：平成２２年１月～平成２２年９月

データ収集方法：面接形式によるアンケート調査

倫理的配慮：対象者が特定されないようプライバシー

を保護し、個人情報を研究以外に使用しない、研究参

加は自由であることを説明し同意を得た。

�．結果・考察
対象者内訳：４０第１名、５０代３名、７０代５名、８０代

第１名

基礎疾患：間質接性肺炎３名、睡眠時無呼吸症候群５

名、気管支拡張症２名

今回の研究の結果として、私たちは NPPV、CPAP

導入により患者の身体面・精神面・社会面において生

活状況の変化も大きく負担も大きいと予測していた。

そこでアンケート調査を実施した結果、身体面にお

ける主な症状としてはマスクの圧迫感、口渇、皮膚ト

ラブル、呼吸苦、咳嗽が挙がった。

その反面導入後のメリットは眠気・頭痛・呼吸苦の

改善が挙げられた。精神面では治療効果や予後への不

安が続いている半面、症状の改善における喜びや安心

につながっていると考えられる。

社会面においては、今回のアンケート対象に４０～

５０代の患者が２名いたため、仕事（出張）に支障が

出ることや、ほとんどの患者に通院や電気代などの金

銭面の負担が挙げられた。

以上の結果から、NPPV、CPAP療法にはメリット・

デメリットの両方があることが分かった。デメリット

として金銭面や社会面に与える影響も挙げられたが少

数意見であった。身体面や精神面に及ぼすデメリット

には上記のような意見が多数あったが、時間の経過と

ともに軽減され、結果としてメリットにつながってお

り、患者の生活への負担は少ないことが分かった。

今回のアンケート調査で得られた生活状況に関する

情報をアセスメントしたうえで看護師間や他職種と共

有し、かつ吟味しながら個々の患者にあった指導をす

ることが、在宅での安全安楽な生活の提供につながる

のではないかと考えた。

しかし、今回の研究対象は在宅での NPPV、CPAP

使用患者全員ではなく、１度だけの調査で判断するに

は限界があるが、繰り返し調査し対象の QOLの推移

を評価していくうえでは有効な研究になったと思われ

る。何よりも患者と１対１で向かい合い、生の声を聞

くことができたのは、今後の看護活動への大きな示唆

となったのではないかと考える。

�．結 論

今回の研究結果を基に今後パンフレット作成や医療

スタッフ間で情報共有を図り、患者及び家族への統一
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した指導を実施し、患者の不安を取り除き、QOLの

向上を目指していきたい。
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五島中央紀要１４：７９－８１，２０１２

４階北病棟の医療事故に関する事故報告書の背景分析

長崎県五島中央病院 ４階北病棟

○吉本 直子 浦 碧 中尾奈留美 田端 保枝

宮脇 尚子 釜我 静子 立野友美子 千代田富美子

�．はじめに
平成１１年 A病院の患者取り違え事故では、看護師

だけでなく医師など多数の人が関わって事故が生じて

おり、組織的な対応としてリスクマネジメントが求め

られるきっかけとなった。当院でも、平成１９年６月

に医療安全対策室を設置、医療安全対策委員会が発足

し、各病棟単位での活動を実施している。

４階北病棟（以下、４北）の医療事故報告件数は、

平成１９年度１５件、平成２０年度１７件、平成２１年度１８件

とここ数年増加傾向にある。

４北は産婦人科（２０床）、未熟室を含む小児科（２０

床）からなる４０床の混合病棟であった。しかし、少

子化や産婦人科・小児科の治療ガイドライン変更に伴

い、入院期間短縮・患者数減少が見られ、平成１５年

頃から徐々に多くの科が混在するようになった。加え

て、診療報酬の制度が変わり、病院がベッドを効率よ

く回転させなければならなくなったこともあり、現在

では、産婦人科・小児科・未熟児室に加え、精神科を

除く全ての科を含む混合病棟（亜急性病床４床を含

む）となっている。

看護スタッフが多様な看護業務を担当する混合病棟

では、一般病棟に比べ、医療事故の頻度が高いという

報告がなされており、４北での医療事故も混合病棟特

有の多様な業務が関連しているのではないかと考え、

４北の現状に関心を持つ様になった。

そこで、４北の医療事故の要因として、�患者数増
加時 �科の混在 �分娩、入退院集中時 �夜勤帯
が関連しているのではないかという仮説を立てた。本

研究の結果、仮説とは異なる結果となったため、考察

を加えここに報告する。

�．用語の定義
患者総数：入院患者数

患者実数：患者総数に新生児を含めた患者数

入院科数：未熟児、新生児も１つの科とする

�．研究方法
調査対象

平成２０年度４北から提出された医療事故報告書

１７件中発生・発見時間不明、詳細不明を除く１３件

調査方法

医療安全推進委員会の事故報告書、病棟日誌、当院

経営状況 入院診療患者実績から、４北の事故項目、

発生・発見日、発生・発見時間、発生・発見場所、科、

科別患者数、未熟児・新生児、分娩数・時間、結核・

精神科を除く他病棟の病床利用率の項目を抽出し検討

した。

倫理的配慮：

当院医療安全委員会が編集した個人を特定されない

医療事故報告書を使用。今回用いるデータは本研究で

のみ使用するものとする。

�．結 果

当院病棟別病床利用率の変動率は４北が最も大きく、

４北は内科が最多で４割を占めている。患者実数減少

傾向時の事故が５割強。医療事故の科別内訳は内科が

最多で８割。医療事故を勤務帯でみると日勤帯が６割。

また、分娩・入院・退院も日勤が最多。医療事故発生

有無に関らず、平均入院科数は５科数であった。

�．考 察

古庄氏が「時間的、人的にゆとりのあるときに、事

故が起こることも経験している」と述べていることが、

患者実数減少時に医療事故が発生した要因となってい

るのではないか。他病棟より患者総数の変動が大きい

ということも追加要因となっている。

４北入院科の４割を占める内科が医療事故の８割を

占めている。考えられる要因として、知識・マニュア

ル整備・物品などの不足が挙げられる。そのため、他

科の受け入れ基準の設置・業務のマニュアル化が必要

である。

―７９―



日勤では、ほぼ毎日新生児にスタッフ１名が必要で

あり、分娩・帝王切開術時、未熟児入院中は、さらに

１名ずつスタッフの確保が必要となる。４北では他

チームからの応援体制がとられており、状況に応じ他

スタッフへの業務量の変動が大きくなっている。その

ことが業務ストレスを高め、日勤に医療事故が集中し

た要因となっている。

―８０―
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五島中央病院業績集
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平成２３年内科業績（平成２３年１月～１２月）

１）内 科

論 文

１．中嶋弥穂子、荒木良介、中里未央、前田隆浩、白濱 敏、八坂貴宏、神田哲郎、大園恵幸、青柳 潔、塚元

和弘、畑山 範：長崎県五島列島での医薬共修による地域医療実習の実践、医療薬学、３７：４５７‐４６５、２０１１

２．荒木 究、波多史朗、千早啓介、河野政紀、小屋松 淳、竹本真之介、池田秀樹、新井英之、鯉田智、庄司

寛之、吉川大介、神田哲郎：頚静脈血栓から肺癌を指摘された１症例、五島中央病院紀要、１３：３‐６，２０１１

３．池田秀樹、小屋松 淳、竹本真之介、荒木 究、庄司寛之、鯉田智、新井英之、吉川大介、大場一生、波多

史朗、神田哲郎：Nocardia abscessusによる肺ノカルジア症の１例、胃癌による pulmonary tumor thrombotic mi-

croangiopathy（PTTM）の１例、五島中央病院紀要、１３：７‐１０，２０１１

４．河野政紀、新井英之、竹本真之介、池田秀樹、大場一生、波多史朗、西田暁史、長置健司、神田哲郎：抗 GBM

抗体陽性急速進行性系球体腎炎のステロイド加療中に発症したニューモシスチス肺炎の１例、五島中央病院紀

要、１３：１１‐１４，２０１１

学会発表

１．松坂雄亮、波多史朗、千住憲彦、神田哲郎：トライアスロン大会にて発症した運動誘発性肺水腫の１例、第

１１１回日本循環器学会九州地方会、２０１１年１２月、福岡

２．池田秀樹、千早啓介、神田哲郎、関田孝晴、河野仁寿、河野 茂：２００７年以降に長崎県五島市で発症した日

本紅斑熱４症例の検討、第８１回日本感染症学会西日本地方会、北九州市、２０１１年１０月

３．Daiki Ogawara, Tetsuro Kanda,Minoru Fukuda, Shiro Ueno, Katsumi Nakatomi,Yoichi Nakamura, Shigeru Kohno: Fe-

ver During Cancer Chemotherapy; Anarysis of 1016 Chemotherapy Cycles，第９回日本臨床腫瘍学会、横浜市２０１１

年７月

４．吉田真太郎、長島聖二、福田 実、中村洋一、山口博之、中富克己、飯田哲也、土井誠志、福田正明、副島

佳文、藤野 了、木下明敏、早田 宏、神田哲郎、河野 茂：未治療限局型小細胞肺癌に対するイリノテカン・

シスプラチン胸部放射線同時分割併用療法の第２相試験、第５１回日本肺癌学会九州支部会、熊本市、２０１１年

７月

５．池田秀樹、竹本真之輔、神田哲郎、河野 茂：TS‐１による薬剤性肺障害の１例、第６６回日本呼吸器学会九州

支部春季講演会、熊本市、２０１１年６月

６．千早啓介、波多史朗、千住憲彦、河津多代、庄司寛之、吉川大介、大場一生、鯉田 智氏、池田秀樹、神田

哲郎：IVC filter抜去に躊躇した２症例、第２９３回日本内科学会九州地方会、長崎市、２０１１年５月

７．千早啓介、竹本真之輔、庄司寛之、荒木 究、吉川大介、鯉田 智、新井英之、池田秀樹、大場一生、波多

史朗、神田哲郎、河野 茂：敗血症を合併した Acinetobacter baumanniiによる長重症市中肺炎の１例、第２９２

回日本内科学会九州支部会、博多、２０１１年１月

８．谷口寛和、小河原大樹、松尾 縁、本島幸平、中富克己、飯田哲也、中村洋一、林 徳真吉、永安 武、河

野 茂：縦隔リンパ節腫大による気管狭窄を来たした原発不明癌の１例、第３４回日本呼吸器内視鏡学会九州

支部総会、福岡県古賀市、２０１１年８月

９．山本善裕、井手昇太郎、高園貴弘、賀来敬仁、岩永直樹、河野仁寿、福田雄一、近藤、昇、池田秀樹、佐々

木英裕、松竹豊司、夫津木要二、東山康仁、橋口浩二、井上祐一、福島喜代康、須山尚史、泉川欣一、河野

茂：長崎県における肺否結核性抗酸菌症の臨床的検討、第８６回日本結核病学会総会、東京都、２０１１年６月

１０．D. Ogawara, M. Fukuda,Y. Nakamura, S. Ueno, N. Suyama, K. Nakatomi, T. Iida, T. Kanda, M. Oka, S.Kohno:Analysis of

1016 chemotherapy cycles, 2011 ASCO meeting、Chicago in USA、2011, June

講 演

１．波多史朗：当院でのレザルタス HD使用経験、学術講演会（長崎県医師会・薬剤師生涯教育認定講座）、五島

―８４―



市、２０１１．５月

２．波多史朗：心血管病の発症予防を考慮した資質異常症治療、武雄杵島・鹿島藤津地区医師会学術講演会、嬉

野市、２０１１．７月

３．神田哲郎：Current situation and the roles of Goto Cyuoh Hospital、JCA training course、五島中央病院、２０１１．１０．

１７

治験、研究

１．未治療非小細胞肺癌に対するアムルビシンとネダプラチン併用化学療法－第�・�相試験
２．黄砂などの粉塵を含む大気中粒子状物質の健康影響に関する研究

３．高 LDLコレステロール血症を有するハイリスク高齢患者に対するエゼチミブのコレステロール吸収・合成、

炎症マーカー及び脳心血管イベント発症抑制効果に及ぼす影響

４．高 LDLコレステロール血症を有するハイリスク高齢患者に対するエゼチミブの脳心血管イベント発症抑制効

果に関する多施設共同作為化比較試験

５．学会ガイドラインに基づく原発性アルドステロン症の診断と効果的な薬物療法の確立

６．冠動脈疾患患者に対するピタバスタチンによる積極的資質低下療法または通常脂質低下療法のランダム化比

較試験

７．食後高血糖改善による心筋梗塞再発予防に関する研究

８．軽症糖尿病におけるインスリン抵抗性改善による心筋梗塞予防に関する研究

９．医療ケア関連肺炎（HCAP）に対する TAZ／PIPCとMEPMの有用性に関する比較検討。

１０．拡張機能低下型心不全に対するニフェジピン CRの有効性の検討

１１．ARBを基礎薬とする利尿薬配合錠／Ca拮抗薬配合錠の比較検討

２）外 科

論 文

腹部超音波検査が術前診断に有用であったMeckel憩室穿孔性腹膜炎の１例

橋本敏章、永吉茂樹、向井憲重、古井純一郎

日臨外会誌 ７２，１８６‐１８９，２０１１

Simultaneous laparoscopic hand-assisted hepatectomy and splenectomy for liver cancer with hypersplenism: Report of a case

Tsuyoshi Ohno, Junichiro Furui, Toshiaki Hashimoto, Masataka Hirabaru, Masaki Kohno,Atsuhiko Iwao and Jun Koyamatsu

Surgery Today 41, 444-447, 2011

ULTRAPRO ※Plugにて修復したMorgagni孔ヘルニア嵌頓の１例

橋本敏章、古井純一郎、北島正親、井上 諭

長崎医会誌 ８６：７５‐７９，２０１１

長径３０�の陰嚢脂肪肉腫の１例
井上 諭、北島正親、橋本敏章、伊藤裕司、古井純一郎

日臨外会誌 ７２，２４０５‐２４０９，２０１１

出血を契機に増大した膵内副脾 epidermoid cystの１例

橋本敏章、古井純一郎、伊藤裕司、北島正親、井上 諭

日臨外会誌 ７２，２９３１‐２９３５，２０１１

急性胆嚢炎を契機に発見された気腹を伴った腸管嚢腫様気腫症の１例

橋本敏章、古井純一郎、北島正親、井上 諭、井上悠介

―８５―



日臨外会誌 ７２，３１３０‐３１３４，２０１１

学 会

第１１１回日本外科学会定期学術集会 平成２３年５月２６日～２８日 東京（紙上発表）

８５歳以上超高齢者消化器手術における POSSUM scoreと小野寺らの prognostic nutritional indexを用いたリスク評

価の有用性の検討

古井純一郎、井上 諭、北島正親、橋本敏章

当院における９０歳以上の超高齢者に対する全身麻酔手術の検討（紙上発表）

井上 諭、北島正親、橋本敏章、古井純一郎、

第９７回日本消化器病学会九州支部例会 平成２３年６月２４日～２５日 久留米

急性胆嚢炎を契機に見つかった free airを伴った腸管嚢腫状気腫の１例

千早啓介、井上 諭、北島正親、橋本敏章、古井純一郎

第６６回日本消化器外科学会総会 平成２３年７月１３日～１５日 名古屋 （パネルディスカッション）

９０歳以上超高齢者消化器手術の術前リスク評価としての POSSUM scoreと prognostic nutritional index（小野寺）

の有用性の検討

古井純一郎、井上 諭、北島正親、橋本敏章

第４７回日本腹部救急医学会総会 平成２３年８月１１日～１２日 福岡

胸部外傷後３年目に発症した外傷性横隔膜ヘルニア嵌頓の一例

北島正親、井上 諭、橋本敏章、古井純一郎

第７回五島地域医療研究会 平成２３年９月２７日 五島

魚骨迷入による腹腔内膿瘍の２例

吉見龍二、橋本敏章、井上悠介、北島正親、吉川大介、関田孝晴、長置健司、古井純一郎

第３３回長崎県地域医療研究会 平成２３年１０月１日～２日 長崎（シンポジウム）

将来、地域が求める医療について考える

～地域の期待に応えるために、今後企業団病院はなにをなすべきか～

外科に求められるもの 人口減少と高齢化への対応

古井純一郎

第７２回日本臨床外科学会総会 平成２１年１１月１７日～１９日 東京

腸重積にて発見された早期空腸癌の一礼

井上悠介、吉見龍二、北島正親、橋本敏章、伊藤裕司、古井純一郎

腹腔鏡下右側結腸固定術を施行した移動盲腸の１例

吉見龍二、橋本敏章、井上悠介、北島正親、古井純一郎、長置健司、大場一生、吉川大介、庄司寛之

―８６―



平成２３年度 五島中央病院オープンカンファレンス 開催実績表

日時：第４火曜日 １８：３０～
場所：五島中央病院 ２階 講義室

回 開催日 演 題 講 師
参加者数

院内 院外 計

第８３回 ４月２６日
「在宅医療が日本を変える」
～キュアからケアへのパラダ
イムチェンジ～

医療法人ナカノ会理事長
ナカノ在宅医療クリニック院長
鹿児島大学医学部臨床教授
全国在宅療養支援診療所連絡会
IT・コミュニケーション局長
医学博士 中野一司 先生

２５ ４０ ６５

第８４回 ５月２４日
「最近のエコーの動向につい
て」（仮称）

東芝メディカルシステムズ株式
会社
九州支社 営業本部 営業推進
部 超音波担当部長
島野俊彰 先生

２９ ６ ３５

第８５回 ６月２８日
「メディエーションの実際」
～トラブルへの対話モデル～
（仮称）

独立行政法人国立病院機構
長崎神経医療センター
院長 宮下光世 先生

３４ １８ ５２

第８６回 ７月２６日 「輸血医療関係」
長崎県赤十字血液センター
学術品質情報課
薬剤師 上田 博 先生

２９ ３１ ６０

第８７回 ９月２７日 第７回五島地域医療研究発表会 五島中央病院 外 件 ６２ ５９ １２１

第８８回 １０月２５日

「中・小規模医療機関におけ
る感染症対策の実際」～６月
１７日厚生労働省指導課長通知
後の対応～

長崎大学病院
感染制御教育センター長
安岡 彰 先生

４３ ７７ １２０

第８９回 １月２４日

「入院患者、施設入所者の
フットケアの重要性」～足を
大切にすることを心がけま
しょう～

偕行会 名古屋共立病院
看護課長
加納智美 先生

２４ ４６ ７０

第９０回 ２月２８日
「自発的治癒力を発揮する」
～産婦人科から緩和ケアまで
心と体をほぐす音の力～

サウンドヒーリング協会理事長
喜田圭一郎 先生

１８ ２７ ４５

計 ２６４ ３０４ ５６８

平均 ３３．０ ３８．０ ７１．０

３）地域医療連携部

―８７―



平成２３年内科入院患者数（Ｈ２３．１－Ｈ２３．１２）１９４９例

消化器（５５１例）

肝細胞癌 ６３

胃癌＋早期胃癌 ２１＋１１

大腸癌 ３５

膵臓癌 ２６

肝・総胆管癌 ８

食道癌 ５

胆嚢癌 ４

胃粘膜下腫瘍 １

胃 GIST １

直腸カルチノイド ２

大腸ポリープ ７１

胃腺腫 ３

膵腫瘍 １

十二指腸癌 ２

IPMT １

食道破裂 １

肝硬変 ７

B・C慢性肝炎 ５

急性肝炎 ３

アルコール性肝障害 ９

AIH ４

肝性脳症 ８

転移性肝腫瘍 １

胃・食道静脈瘤 １８

閉塞性黄疸 ３

肝機能障害 １０

肝膿瘍 １

消化管出血 ２

モルガ二ー裂孔ヘルニア １

胆石（肝総胆管含む） ３９

膵炎（急性・慢性） ９

胆嚢炎 １２

胆管炎 １０

自己免疫性膵炎 ２

イレウス ２８

消化性潰瘍 １１

吐・下血 １４

出血性胃潰瘍 １１

クローン病 ８

潰瘍性大腸炎 ２

腸管気種 １

虚血性大腸炎 １１

虫垂炎 ２

憩室出血 ５

胃腸炎 ２０

憩室炎 ５

GERD ２

胃毛細血管拡張症 ２

食道異物・魚骨 ３

魚骨による胃穿孔 １

胃瘻目的 ４

食道けいれん １

嘔吐 １

小腸アニサキス １

腹痛 １

マロリワイス ４

消化管穿孔 １

門脈ガス １

上腸間膜動脈血栓症 １

小腸魚骨 １

回盲部腫瘍 １

十二指腸炎 １

偽膜性腸炎 １

ポリペプ後出血 １

胃悪性腫瘍 １

便秘 １

胆嚢性筋症 ２

IgG関連胆管炎 ２

循環器（３１２例）

狭心症及び疑い ８１

AMI ３２

シンカテ目的 ３０

高血圧性心疾患 ４

A－Vブロック ７

ペースメーカー交換など １２

心房細動など １３

SSS ５

PSVTなど ３

アダムス・ストーク症候群 １

左心房粘液腫 １

心不全 ８７

弁膜症 ３

HCMなど １

慢性心膜炎 ２

心嚢水貯留 １

大動脈瘤（解離性など） ６

緊急性高血圧 ３

慢性動脈閉塞 ４

肺動脈血栓塞栓症 ２

感染症心内膜炎 ３

睡眠時無呼吸症候群 １

心臓リハ ２

起立性低血圧 ３

下肢深部静脈血栓症 ２

敬動脈閉塞 １

原発性アルドステロン症 １

ASO １

呼吸器（４４０例）

肺癌 １３４

癌性胸膜炎 ５

悪性胸膜皮腫 ２

胸腺腫・縦隔腫瘍 ４

転移性肺腫瘍 １

BF目的 １１

肺炎 １３４

マイコプラズマ肺炎 １１

肺化膿症 ４

DPB ３

気管支炎 １９

非結核性抗酸菌症 １０

結核 ２

血痰・喀血 ９

胸膜炎 １

結核性胸膜炎 １

膿胸 ２

喘息 １５

COPD増悪 １０

慢性呼吸不全 ９

間質性肺炎 １３

薬剤性肺炎 ６

過敏性肺炎 １

COP ６

HTLV１－I関連肺疾患 １

気胸・縦隔気種 １４＋１

ABPA １

肺アスペルギルス症 １

肺クリプトコッカス症 １

サルコイドーシス １

円形無気肺・無気肺 ２

縦隔リンパ節腫大 １

気道熱傷 １

その他 ３

―８８―



腎臓（１０４例）

慢性腎不全 ３０

ネフローゼ症候群 ４

腎盂腎炎 １０

シャントトラブル １１

尿路感染 ２０

急性腎不全 ６

ANCA腎炎 ５

尿路結石 ７

腎梗塞 １

横紋筋融解症 ４

水腎症 ２

腎周囲膿瘍 １

出血性膀胱炎 １

血液（８４例）

悪性リンパ腫 ２１

ATL １７

多発性骨髄腫 ８

白血病 １３

MDS ６

ITP ２

溶血性貧血 ２

大球性貧血 １

PNH １

自己免疫性貧血 １

貧血 ９

血球貪食症候群 １

骨髄増殖性疾患 １

M蛋白血症 １

神経（２６１例）

脳梗塞 １２９

脳出血 ２６

意識障害 ８

くも膜下出血 １１

TIA ２０

失神 ５

硬膜下血腫 ７

てんかん・けいれん １５

眩暈 １５

脳腫瘍 １

正常圧水頭症 ２

メニエール １

高血圧症脳症 ２

頭痛 ３

周期性四肢まひ １

脳底動脈不全 １

多発性硬化症 １

ALS ２

化膿性脊椎炎 １

ギランバレー症候群 １

ゲルストマン症候群 １

髄膜腫 １

低髄液圧症候群 １

脳挫傷 １

低酸素脳症 １

脳梗塞後遺症 ４

代謝（６４例）

糖尿病 ３７

低血糖（DM） ９

高 Na・低 Na血症 ６

高 K・低 K血症 ６

DKA ５

SIADH １

感染症（６３例）

発熱 １６

敗血症 ２１

髄膜炎 ２

帯状疱疹 ７

蜂窩織炎 ７

インフルエンザ ５

日本脳炎 １

頚部リンパ節炎 １

組織球性壊死性リンパ節炎 １

日本紅斑熱 １

腸腰筋腫瘍 １

膠原病・内分泌（１２例）

SLE ４

顕微鏡的多発血管炎 ３

ANCA関連血管炎 １

甲状腺機能亢進症 １

MCTD １

RS３PE １

亜急性甲状腺炎 １

他（５８例）

薬物・農薬中毒 ９

薬疹 １

急性アルコール中毒 ３

脱水 ５

CPA ３

薬の効きすぎ １

蜂刺症 １

熱中症 ３

じょくそう １

偽痛風 １

原発不明癌 ２

悪性顆粒細胞腫 １

卵巣腫瘍 １

脂肪肉腫 ３

家族性天包そう １

高 CK血症 １

類天包そう ２

足壊疸 １

窒息 ５

鼻出血 １

統合失調症 １

尿閉 １

膀胱炎 １

脱力 １

過換気症候群 １

結節性紅斑 １

不安 ３

痔 １

低栄養 １

浮腫 １

助骨骨折 １

―８９―



平成２３年度診療業務実績

区分 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

放 射 線

CT
２１ ７２３ ６２６ ６４７ ７０４ ６７１ ６２４ ６２９ ６１０ ５１１ ６８９ ６５２ ６７１ ７，７５７
２２ ６２２ ５７８ ６１９ ６３８ ６２１ ６１７ ５９７ ６４２ ５９６ ６０３ ５８０ ６９０ ７，４０３
２３ ５９０ ６２６ ６０１ ６１３ ７０２ ６２６ ６３１ ６５１ ５３８ ５９０ ６１３ ６２１ ７，４０２

MRI
２１ １８９ ２０３ ２１４ ２４２ ２１５ １８４ ２２４ １８８ １６５ １７２ １７３ １９５ ２，３６４
２２ ２４６ ２０１ ２３９ ２０９ １８７ ２００ ２１８ ２１０ １８２ １６９ １７８ ２４８ ２，４８７
２３ １９１ ２２４ ２３８ １９３ ２２０ １９８ １６９ １９２ １６２ １８９ １７３ １４９ ２，２９８

心 カ テ
２１ １６ １２ ９ １５ １２ １２ １８ ７ ３ １８ １３ ９ １４４
２２ ２５ ２２ ２４ ２２ １６ １７ １７ ２１ １９ ３２ １７ ２２ ２５４
２３ １７ １４ １６ １６ １１ １８ １３ ２５ ２３ １７ １２ １７ １９９

手 術

外 科

２１ ３５ ２６ ２７ ３２ ３０ ２１ ２０ ２４ ２０ １８ ２６ ２６ ３０５
２２ ２７ ３２ ２８ ２５ ２１ ２１ ３４ ２９ １８ ２０ １８ １８ ２９１
２３ ２７ ２５ ２９ ２３ ２７ ２６ ２６ ３０ ２８ １８ ２０ ２６ ３０５
全麻 （１８） （１２） （２３） （１７） （１６） （１５） （１７） （２０） （２１） （１０） （１４） （１５） （１９８）
腰麻 （１） （１） （１） （１） （１） （５）
局麻他 （９） （１２） （６） （６） （１０） （１０） （９） （９） （６） （８） （６） （１１） （１０２）

整 形 外 科

２１ ２４ ２６ ３８ ３２ ３４ ２１ ３８ ４１ ４０ ２５ ２６ ３１ ３７６
２２ ３０ ２５ ３１ ３１ ２８ ３８ ３７ ３３ ３２ ３３ ２０ ２５ ３６３
２３ ２７ ３２ ２７ ２７ ２８ ４２ ３８ ３４ ２５ ２０ ２９ ２６ ３５５
全麻 （５） （４） （３） （４） （６） （７） （５） （７） （２） （２） （３） （４） （５２）
腰麻 （１３） （７） （１４） （１２） （１３） （１７） （７） （１２） （１７） （１１） （１５） （１１） （１４９）
局麻他 （９） （２１） （１０） （１１） （９） （１８） （２６） （１５） （６） （７） （１１） （１１） （１５４）

産 婦 人 科

２１ ３ ６ ６ ９ １１ ６ ８ ９ ５ ３ ４ ３ ７３
２２ ９ ８ ６ ５ ５ ９ ５ ７ ４ ８ ６ ７ ７９
２３ ３ ７ ９ ７ ８ ８ ９ ３ ２ １２ ９ ３ ８０
全麻 （２） （３） （２） （３） （１） （３） （１） （１） （１） （１） （１８）
腰麻 （１） （４） （７） （２） （３） （５） （７） （３） （１） （８） （３） （２） （４６）
局麻他 （２） （４） （１） （１） （３） （５） （１６）

眼 科

２１ ５ ５ ７ ７ ８ ７ １０ １０ ７ １１ １０ １１ ９８
２２ ９ ０ ７ ２０ ２３ １６ ２１ １７ ９ ９ １１ １５ １５７
２３ １４ １６ ２１ ２１ ２５ ２１ ２８ ２３ ２１ ２８ ３３ ２７ ２７８
全麻 （１） （１）
腰麻 （０）
局麻他 （１４） （１６） （２１） （２１） （２５） （２１） （２８） （２３） （２１） （２８） （３３） （２６） （２７７）

耳 鼻 科

２１ ５ ７ ９ ８ ４ ６ ５ ６ １１ ５ ６ ７ ７９
２２ ４ ７ ５ ７ ３ ７ ７ ６ ５ ２ ９ ２ ６４
２３ ３ ５ １１ ６ ３ ２ ４ １２ ７ ５ ６ ８ ７２
全麻 （１） （４） （６） （５） （３） （２） （１） （５） （６） （３） （３） （５） （４４）
腰麻 （０）
局麻他 （２） （１） （５） （１） （３） （７） （１） （２） （３） （３） （２８）

泌 尿 器 科

２１ ８ ６ ７ １２ １５ １０ １２ ６ １７ １５ ７ １０ １２５
２２ １２ ４ ４ ５ ６ ８ ８ ６ １１ １４ １４ ６ ９８
２３ ８ ５ ７ ８ ６ ２ ７ ５ ７ ５ ８ ８ ７６
全麻 （１） （１） （２） （１） （２） （２） （１） （１０）
腰麻 （４） （３） （３） （４） （５） （１） （４） （２） （２） （２） （６） （５） （４１）
局麻他 （３） （１） （４） （２） （１） （１） （１） （５） （３） （１） （３） （２５）

麻 酔 科

２１ ０ ２ ０ ５ １ ５ ０ ３ １ ４ １ １ ２３
２２ ２ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２
２３
全麻 （０）
腰麻 （０）
局麻他 （０）

内科（OP室）

２１ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０
２２ ０ ０ ０ １ １ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ２
２３
全麻 （０）
腰麻 （０）
局麻他 （０）

精 神 科

（OP室から

２階病棟へ）

２１ ８ ５ ７ １ ０ ６ １７ １８ ８ ３ ９ １０ ９２
２２ ９ ５ ５ ０ ７ ５ ６ １２ １１ １１ ２ ０ ７３
２３ ７ ３ １０
全麻 （７） （３） （１０）
腰麻 （０）
局麻他 （０）

計

２１ ８８ ８３ １０１ １０６ １０３ ８２ １１０ １１７ １０９ ８４ ８９ ９９ １，１７１
２２ １０２ ８１ ８６ ９４ ９４ １０４ １１８ １１０ ９０ ９７ ８０ ７３ １，１２９
２３ ８９ ９３ １０４ ９２ ９７ １０１ １１２ １０７ ９０ ８８ １０５ ９８ １，１７６
全麻 （３４） （２７） （３４） （３１） （２７） （２７） （２６） （３４） （２９） （１６） （２２） （２６） （３３３）
腰麻 （１８） （１５） （２４） （１８） （２２） （２４） （１８） （１８） （２１） （２１） （２４） （１８） （２４１）
局麻他 （３７） （５１） （４６） （４３） （４８） （５０） （６８） （５５） （４０） （５１） （５９） （５４） （６０２）

ペ ー ス メ ー カ ー
２１ ２ ３ ３ ０ １ １ ６ ６ １ ０ ２ １ ２６
２２ ２ ２ ６ ３ ３ ３ ３ ４ ０ １ ３ １ ３１
２３ ４ ３ １ ４ ２ １ ２ １ １ １ ２０

内 視 鏡
２１ ２１５ ２０４ ２５６ ２６５ ２０６ ２５７ ２２２ ２５７ ２２７ ２１３ ２２０ ２３１ ２，７７３
２２ ２１３ ２１４ ３００ ２９２ ２４２ ２７４ ２８１ ２７０ ２５７ ２３９ ２５０ ２８４ ３，１１６
２３ ２２９ ２７２ ２４２ ２６８ ２２８ ２１０ ２４４ ２４７ ２０６ ２０４ ２１８ １５５ ２，７２３

分 娩
２１ １８ １６ ２０ ２１ ２４ ２６ ２６ ２３ ２０ ２５ ２０ １９ ２５８
２２ ３０ １５ １９ ２６ １８ ２８ ７ １８ １２ ２１ ２１ １９ ２３４
２３ ２４ ２１ ２３ １５ ２１ １８ ２０ １９ １６ ２０ ２４ １４ ２３５

検査等件数実績

※手術件数は、手術室にて行われた件数の統計。

―９０―



区分 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

透 析

入 院
２１ ６０ ７７ ５４ ６８ ７３ ７１ ５４ ６０ ２５ ２０ ４０ １９ ６２１
２２ ２７ ４０ ７７ ６９ ７６ ５３ ５９ ３９ ７６ ８３ ４２ ８０ ７２１
２３ ６８ ４１ ３２ ４０ ６０ ５７ ４５ ５０ ３５ ６０ ９１ ９７ ６７６

外 来
２１ ３１０ ３２０ ３２５ ３４８ ３３７ ３１６ ３３３ ３１０ ３３７ ３１４ ３０４ ３６６ ３，９２０
２２ ３５２ ３４４ ３３３ ３４４ ３５６ ３６４ ３８９ ４０３ ４１０ ３９７ ３７１ ４１８ ４，４８１
２３ ４０２ ４０７ ４０８ ３９９ ３８２ ３７８ ３８６ ３７９ ４０７ ３６４ ３３３ ３５９ ４，６０４

計
２１ ３７０ ３９７ ３７９ ４１６ ４１０ ３８７ ３８７ ３７０ ３６２ ３３４ ３４４ ３８５ ４，５４１
２２ ３７９ ３８４ ４１０ ４１３ ４３２ ４１７ ４４８ ４４２ ４８６ ４８０ ４１３ ４９８ ５，２０２
２３ ４７０ ４４８ ４４０ ４３９ ４４２ ４３５ ４３１ ４２９ ４４２ ４２４ ４２４ ４５６ ５，２８０

リ ハ ビ リ

入 院
２１ １，３２８ １，０８２ １，３６２ １，２７５ １，２１８ １，２６７ １，４２５ １，１５０ １，２９０ １，１４７ １，２９３ １，２３０ １５，０６７
２２ １，１７４ １，０４４ １，３２８ １，１９０ １，２４７ １，２３６ １，２１１ １，２３１ １，０４９ １，１７０ １，１７６ １，３４９ １４，４０５
２３ １，２２６ １，１１６ １，２０６ １，０４４ １，３５６ １，０４３ １，２５４ １，１６４ １，１４４ １，０８８ １，２５８ １，１２４ １４，０２３

外 来
２１ ４０３ ４１３ ４９１ ４１８ ４４４ ４３３ ４３４ ３５３ ３０１ ３３５ ３７８ ４７０ ４，８７３
２２ ４６５ ３４１ ３９４ ３９０ ４３４ ３９８ ３２３ ４４２ ４１９ ３６７ ５０９ ４０８ ４，８９０
２３ ３２９ ３８０ ３８３ ３４１ ４５９ ４７２ ３８１ ５３５ ４７９ ４２２ ４７４ ５１５ ５，１７０

計
２１ １，７３１ １，４９５ １，８５３ １，６９３ １，６６２ １，７００ １，８５９ １，５０３ １，５９１ １，４８２ １，６７１ １，７００ １９，９４０
２２ １，６３９ １，３８５ １，７２２ １，５８０ １，６８１ １，６３４ １，５３４ １，６７３ １，４６８ １，５３７ １，６８５ １，７５７ １９，２９５
２３ １，５５５ １，４９６ １，５８９ １，３８５ １，８１５ １，５１５ １，６３５ １，６９９ １，６２３ １，５１０ １，７３２ １，６３９ １９，１９３

リ ハ ビ リ 計 測 依 頼
２１ １２ １０ ８ １５ １０ ４ ７ ９ ５ ５ ７ ３ ９５
２２ ５ ４ １４ ９ ６ ４ ２ ５ ５ ５ １４ １２ ８５
２３ ８ １１ １０ ９ １２ １１ ６ １１ ３ １３ ６ ７ １０７

栄 養 指 導

入 院
２１ ６ ５ ５ １４ ７ １７ ７ ６ ３ １０ ６ ５ ９１
２２ ６ ７ １０ ４ １８ ３ ７ １２ １８ １２ ５ １６ １１８
２３ １０ ７ １６ １５ ５ ２０ １４ １６ ３３ ２６ ２９ ２７ ２１８

外 来
２１ １９ １５ １４ １３ １６ １０ １８ １３ １４ １６ ２１ １５ １８４
２２ １９ １３ ２５ ２４ ２５ ３９ ３１ ２５ ２８ ２０ ２４ ２６ ２９９
２３ １５ １３ １７ ２４ １４ ２４ ２５ ２６ １９ １５ ２２ ２０ ２３４

計
２１ ２５ ２０ １９ ２７ ２３ ２７ ２５ １９ １７ ２６ ２７ ２０ ２７５
２２ ２５ ２０ ３５ ２８ ４３ ４２ ３８ ３７ ４６ ３２ ２９ ４２ ４１７
２３ ２５ ２０ ３３ ３９ １９ ４４ ３９ ４２ ５２ ４１ ５１ ４７ ４５２

実 施 加 算
（１２点 ）

３南 日数
２１ ７０２ ５５５ ５０７ ４２９ ４０２ ４４４ ４９６ ６４１ ６１５ ５３７ ４４９ ５９９ ６，３７６
２２ ５９４ ４７４ ６０６ ６２３ ５６０ ５５６ ７５６ ６７３ ６３８ ７８６ ７０６ ７６８ ７，７４０
２３ ６７７ ７２２ ５５３ ５７１ ６７８ ６７３ ７２４ ７２５ ７２４ ６６４ ６７６ ９４５ ８，３３２

４北 日数
２１ １７４ ２０８ ２１１ １２５ １１９ １８１ １５４ ７１ ３５ ５１ ４３ ５６ １，４２８
２２ ４４ １１３ １４６ ６３ ９６ １０６ ２０３ ８８ １４６ １８５ ９６ １７０ １，４５６
２３ １４５ ２０２ ８１ １３６ ４２ ８８ ９４ ２４３ ３４０ ３５８ ２６４ ２３３ ２，２２６

４南 日数
２１ １，２６１ １，３７８ １，２３１ １，４２６ １，２５６ １，２２４ １，３２１ １，３７７ １，３９２ １，２３８ １，０８６ １，０６０ １５，２５０
２２ ９９９ １，０６９ １，２１２ １，１３６ １，１７９ １，３３２ １，３８２ １，２７９ １，２９３ １，３６２ １，０３１ １，３１８ １４，５９２
２３ １，２４８ １，１２７ １，０１８ １，０６７ ９２７ ９９０ １，０４２ １，０３２ １，２２１ １，１４５ １，０７４ １，０５３ １２，９４４

５北 日数
２１ ８６ １５２ １９３ ３６５ ２４１ １０９ １９９ ２０１ ９７ ７５ ２０７ ２４１ ２，１６６
２２ １６９ ８２ １０１ ９８ ６５ ３８ １３０ １３２ ３３ ５６ ４３ １１７ １，０６４
２３ １０４ ２０８ ２２ ７５ ９８ ２７５ １１４ ２３１ ６８８ ９７３ １，０６３ １，１７６ ５，０２７

５南 日数
２１ ８５ ８２ ９２ １０５ １５１ ６３ １５０ １３０ ５５ １２ ７ ９８ １，０３０
２２ ７０ １７ １ １６ １１４ ０ ５４ ７６ ４９ １０６ ５４ １４ ５７１
２３ １８５ １５８ １０２ ９９ ４６ １５６ ２６５ ２８８ ５１４ ６９８ ８２０ １，０３５ ４，３６６

２階 日数
２１ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ０ ４８ ４８
２２ ０ ０ １２ ２５ １９ ０ ０ ０ ０ ３６ ０ １０ １０２
２３ ２５ １４ ５５ ４７ ２４ １６５

計 日数
２１ ２，３０８ ２，３７５ ２，２３４ ２，４５０ ２，１６９ ２，０２１ ２，３２０ ２，４２０ ２，１９４ １，９１３ １，７９２ ２，１０２ ２６，２９８
２２ １，８７６ １，７５５ ２，０７８ １，９６１ ２，０３３ ２，０３２ ２，５２５ ２，２４８ ２，１５９ ２，５３１ １，９３０ ２，３９７ ２５，５２５
２３ ２，３５９ ２，４１７ １，７７６ １，９７３ １，７９１ ２，１８２ ２，２３９ ２，５３３ ３，５４２ ３，８８５ ３，８９７ ４，４６６ ３３，０６０

薬 剤 管 理 指 導
２１ ３５ ４１ ３５ １６ １３ １４ ２０ ２３ １８ １９ ２３ ２６ ２８３
２２ １６ ２８ ３５ ４１ ２１ ３６ ３７ ３８ ３２ ４０ ３６ ３７ ３９７
２３ ４１ ４８ ３６ ２８ ３０ ２５ ２５ ３０ １８ ４８ ６０ ４７ ４３６

一般の件数（再掲）（３２５点） ２３ （２６） （３０） （３０） （２５） （２２） （２０） （２１） （２２） （９） （３３） （４１） （３５） （３１４）
ハイリスクの件数（再掲）（３８０点） （１５） （１８） （６） （３） （８） （５） （４） （８） （９） （１５） （１９） （１２） （１２２）

院 外 処 方 箋 発 行 率
２１ ８３．３ ８０．４ ８３．０ ８２．５ ８１．０ ８１．１ ８１．０ ７９．４ ８０．４ ８１．４ ８２．２ ８２．１ ８１．５
２２ ８２．７ ８１．３ ８３．３ ８２．６ ８２．９ ８２．７ ８３．０ ８２．７ ８２．６ ８１．１ ８１．５ ８３．２ ８２．５
２３ ８２．９ ７９．１ ８４．５ ８２．６ ８４．９ ８４．４ ８４．３ ８５．０ ８４．８ ８４．９ ８０．８ ８３．９ ８３．５

検 査 件 数

入 院
２１ ２５，８０２ ２４，７３６ ２７，５４２ ２６，９５９ ２５，３１３ ２６，２５４ ２６，２４０ ２５，９６１ ２６，１０２ ２５，７９９ ２３，９６３ ２６，６５０ ３１１，３２１
２２ ２４，７７９ ２５，２４３ ２４，７２７ ２３，１７４ ２５，６２３ ２３，１９１ ２４，６３０ ２６，７５３ ２４，６６３ ３０，１６６ ２４，４０３ ２６，０９３ ３０３，４４５
２３ ２５，５４７ ２８，０８３ ２８，３５５ ２８，４２９ ２９，３９１ ２８，９１１ ２９，０８４ ２８，８３５ ２７，９９７ ２８，０５３ ２５，６５４ ２７，８６５ ３３６，２０４

外 来
２１ ６５，８０８ ６１，５７０ ６０，９７９ ７２，３０７ ６１，２０１ ６２，９７６ ６３，６２０ ５６，７１１ ５８，１４９ ６２，８１２ ５９，２３５ ６２，２１７ ７４７，５８５
２２ ６２，９４２ ６１，７９５ ６９，９８０ ７０，５９２ ７０，７３９ ６５，６１３ ６８，３５０ ６６，３１４ ６４，６１０ ６９，０２１ ６３，７２７ ７１，１６３ ８０４，８４６
２３ ６５，６２６ ６９，３５１ ６９，２２２ ７１，０９９ ７７，７９１ ７７，７６３ ７８，９６９ ７２，２３８ ７０，３１０ ７１，６１６ ７３，１５７ ７１，１６３ ８６８，３０５

計
２１ ９１，６１０ ８６，３０６ ８８，５２１ ９９，２６６ ８６，５１４ ８９，２３０ ８９，８６０ ８２，６７２ ８４，２５１ ８８，６１１ ８３，１９８ ８８，８６７ １，０５８，９０６
２２ ８７，７２１ ８７，０３８ ９４，７０７ ９３，７６６ ９６，３６２ ８８，８０４ ９２，９８０ ９３，０６７ ８９，２７３ ９９，１８７ ８８，１３０ ９７，２５６ １，１０８，２９１
２３ ９１，１７３ ９７，４３４ ９７，５７７ ９９，５２８ １０７，１８２ １０６，６７４ １０８，０５３ １０１，０７３ ９８，３０７ ９９，６６９ ９８，８１１ ９９，０２８ １，２０４，５０９

区分 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
内科 ２３ ８２ ７４ ８４ ８４ ８９ ７０ ８７ ７８ ８６ ８５ ８０ ７７ ９７６
循環器科（心エコー） ２３ ８６ ９４ １１５ １０３ １０９ １０８ ８４ １０７ １１６ １１１ ８９ ９７ １２１９
人間ドック・健診 ２３ ３ ８ １２ １１ １８ ８ ２０ ２１ １６ ９ ５ ２ １３３
小児科 ２３ ３ ２ ２ ４ ５ ６ １ ２ ０ ２ ２ ６ ３５
外科 ２３ １８ ３８ ４４ ３４ １８ ３０ ５２ ４３ ２０ ３４ １５ ２７ ３７３
産婦人科 ２３ ５５ ７２ ６７ ８３ ６８ ９０ ７９ ７５ １１４ ８６ ７３ ６５ ９２７
妊婦健診 ２３ １９０ １７１ １６７ １７５ １８９ １６６ １５９ １４６ １２３ １５７ １６６ １５９ １９６８
耳鼻咽喉科 ２３ １６ ２８ ３１ ２７ １２ ２３ ２０ ２６ ２３ ２３ ２０ ２４ ２７３
泌尿器科 ２３ ７９ ６２ ９７ １０９ １２１ １００ １００ ８０ ７２ ５７ ７１ ６８ １０１６

計 ２３ ５３２ ５４９ ６１９ ６３０ ６２９ ６０１ ６０２ ５７８ ５７０ ５６４ ５２１ ５２５ ６９２０

検査等件数実績

※栄養管理実施加算は４南が平成１９年１月、３南が３月、４北が５月から実施

エコー件数

※内科に透析分含む。

―９１―



検査名 Ｈ１４ Ｈ１５ Ｈ１６ Ｈ１７ Ｈ１８ Ｈ１９ Ｈ２０ Ｈ２１ Ｈ２２ Ｈ２３

心エコー １，３６６ １，３１６ １，２６６ １，２８８ １，１７４ １，３５５ １，２５９ １，０８１ １，１８２ １，２２２

ホルター ４２６ ３６３ ２５０ ２７２ ２６４ １８６ １６４ １５１ １３６ １１９

心カテ １７４ ２２３ １９８ １４２ １７５ １５４ １４４ １４４ ２２３ ２２４

GIF（胃カメラ） １，５６８ １，６８９ １，９５１ １，８２９ １，９８５ １，７２０ １，９６９ １，８６３ ２，１５１ ２，１００

CF（大腸ファイバー） ３４６ ５９５ ８５７ １，００５ １，０４９ １，０１２ １，０１７ ９１０ ８５６ ８１９

ERCP ３０ ５１ ８７ ６７ ６６ ７４ ６５ ７６ ９１ ７９

胃透視 ６５９ ６２７ ８１１ ７２５ ６３９ ６８３ ７３１ ６９７ ７２６ ７６８

注腸透視 ４２６ ４４２ １４６ ９２ ７０ ５１ ５１ ４３ ４４ ２３

気管支鏡 １５３ ６１ ５１ ８３ ９３ ６６ １０７ ８３ ７１ ６４

平成２３年 麻酔／手術件数

２３年 外 科 整形外科 産婦人科 眼 科 耳 鼻 科 精 神 科 泌尿器科 麻 酔 科 内科（OP室）合 計

全身麻酔 １９８ ５２ １８ １ ４４ １０ １０ ３３３

腰部麻酔 ５ １４９ ４６ ０ ４１ ２４１

局部麻酔 １０２ １５４ １６ ２７７ ２８ ２５ ６０２

AUS ０

無 ０

計 ３０５ ３５５ ８０ ２７８ ７２ １０ ７６ ０ ０ １１７６

検査件数

平成２３年 手術・麻酔件数

手術・麻酔件数
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各診療科別年間手術症例数

分 類 手 術 名 件数
胸部 乳腺 乳管腺葉区域切除術 １件

乳腺悪性腫瘍手術 １４件
気管支、肺 胸腔鏡下肺切除術 １１件

胸腔鏡下肺悪性腫瘍手術（リンパ節郭清を伴うもの） ４件
食道 食道狭窄拡張術（拡張用バルーンによるもの） ５件

食道腫瘍摘出術（胸腔鏡下） １件
横隔膜 横隔膜縫合術 １件

心・脈管 動脈 動脈塞栓除去術（開腹を伴うもの） １件
抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用埋込型カテーテル設置 １１件
血管塞栓術 １件

リンパ リンパ管摘出術 ４件
リンパ節群郭清術 １１件

腹部 ヘルニア ヘルニア手術 ５３件
腹膜 経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術 １件

大網切除術 ２件
胃、十二指腸 胃縫合術（大網充填術又は被覆術を含む） ２件

胃切除術（単純切除） ２件
胃切除術（悪性腫瘍手術） ８件
胃切除術（単純全摘術） １件
胃全摘術（胃悪性腫瘍手術） ９件
胃腸吻合術 ２件

胆嚢、胆道 胆嚢摘出術 １５件
腹腔鏡下胆嚢摘出術 ３２件
胆嚢悪性腫瘍手術 ２件
経皮的胆管ドレナージ術 １件
内視鏡的乳頭切開術（乳頭括約筋切開のみのもの） １件
内視鏡的胆道ステント留置術 １件
胃瘻造設術 １件

肝 肝切除術 ５件
膵 膵中央切除術 １件

膵体尾部腫瘍切除術 １件
膵頭部腫瘍切除術 １件
膵管空腸吻合術 １件

空腸、回腸、腸管癒着症手術 ２件
盲腸、虫垂、小腸切除術 ８件
結腸 虫垂切除術 ２４件

結腸切除術 ２２件
腹腔鏡下結腸悪性腫瘍切除術 ２件
腸瘻造設術 １４件
人工肛門造設術 ２４件
人工肛門閉鎖術（腸管切除を伴うもの） １件

直腸 直腸切除・切断術 １１件
腹腔鏡下直腸切除・切断術 １件

肛門 痔核手術（根治手術） １件
尿路・副腎 膀胱 膀胱悪性腫瘍手術 １件

尿膜管摘出術 １件
性器 子宮 子宮全摘術 １件

子宮附属器腫瘍摘出術（両側） １件
子宮附属器悪性腫瘍手術（両側） １件

その他 その他 ２６件
小 計 ３４８件

分 類 手 術 名 件数
皮膚、皮下組織 皮膚 全層植皮術（２５�～１００�） １件
筋骨格系・ 筋膜、筋、 腱縫合術 ６件
四肢・体幹 腱、腱鞘 アキレス腱断裂手術 ６件

腱移行術 １件
四肢骨 骨折観血的手術 １３３件

難治性骨折超音波治療法 ７件
超音波骨折治療法 ７件
骨移植術 ６件

四肢関節、 関節脱臼観血的整復術（鎖骨・指） １件
靱帯 関節滑膜切除術 ６件

滑液膜摘出術 １件
関節鏡下半月板切除術 ３件
関節鏡下三角線維軟骨複合体切除・縫合術 １件
関節鏡下半月板縫合術 １件
関節内骨折観血的手術 １２件
関節形成術 ２件
人工骨頭挿入術 ２２件
人工関節置換術 ２件

四肢切断 四肢切断術 ３件
手、足 手根管開放手術 ８件
脊柱、骨盤 骨盤骨折観血的手術 １件

神経系・頭蓋 脊髄、 神経剥離術 ２件
末梢神経、 神経移行術 ５件

その他 その他（腱鞘切開術、骨内異物除去術など）１９０件
小 計 ４２７件

分 類 手 術 名 件数
胸部 食道 食道狭窄拡張術 ５１件

内視鏡的食道粘膜切除術 １件
内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 ８件
食道・胃静脈瘤硬化療法（内視鏡によるもの） ８件

胸腔、胸膜 胸腔鏡下膿胸腔掻爬術 １件
心・脈管 心、冠血管

等
経皮的冠動脈形成術 １５件
経皮的冠動脈ステント留置術 ４３件
体外ペースメーキング ８件
ペースメーカー移植術 １６件
ペースメーカー交換術 １２件
大動脈バルーンパンピング法（IABP法） １０件

動脈 血管塞栓術 ３８件
抗悪性腫瘍剤動脈内持続注入用埋込型カテーテル設置 ３件

静脈 中心静脈栄養用埋込型カテーテル設置 １件
下大腿静脈フィルター留置術 ３件

腹部 腹膜 経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術 １件
胃 内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術 ２０件

内視鏡的消化管止血術 ３４件
内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 １１件
胃瘻造設術 ２７件

胆嚢、胆道 内視鏡的乳頭切開術 ３７件
内視鏡的胆道ステント留置術 ４１件
内視鏡的胆道結石除去術 １件
経皮経肝胆管ステント挿入術 １件
経皮的胆管ドレナージ術 ３件
胆管外瘻増設術 １件

肝臓 肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼療法 ９件
小腸、結腸 小腸結腸内視鏡的止血術 ５件

内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術 ９件
大腸 内視鏡的大腸ポリープ切除術 ５８件

その他 その他 ２４件
小 計 ５００件

対象期間：平成２３年１月１日～平成２３年１２月３１日
内科手術件数 ５００件 外科手術件数 ３４８件

整形外科手術件数 ４２７件
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各診療科別年間手術症例数

分 類 手 術 名 件数
女子性器 外陰、会陰 女子外性器悪性腫瘍手術 １件

子宮 子宮脱手術（腟壁形成手術及び子宮全摘術） ５件
子宮頸部（膣部）切除術 ２件
子宮筋腫摘出（核出）術（腹式） ６件
子宮全摘術 ７件

子宮附属器 子宮附属器癒着剥離術 ３件
子宮附属器腫瘍摘出術 １２件
子宮附属器悪性腫瘍手術 ２件

産科手術 吸引娩出術 １５件
帝王切開術 ４５件
流産手術（妊娠１１週までの場合） ４件
会陰（陰門）切開及び縫合術（分娩時） ３０件
会陰（膣壁）裂創縫合術（分娩時） ８件
子宮頸管縫宿術 ６件
子宮外妊娠手術（腹腔鏡） １件

その他 その他 ３８件
小 計 １８５件

分 類 手 術 名 件数
眼 涙道 涙嚢鼻腔吻合術 ３件

眼瞼 眼瞼下垂症手術 １件
結膜 翼状片手術 ３件
ぶどう膜 虹彩光凝固術 ２件
眼房、網膜 網膜光凝固術 １７件
水晶体、 硝子体切除術 ４件
硝子体 硝子体茎顕微鏡下離断術 １５件

水晶体再建術（眼内レンズを挿入）１１０件
水晶体再建術（眼内レンズを挿入なし） ５件
後発白内障手術 １８件

その他 その他 １１件
小 計 １８９件

分 類 手 術 名 件数
尿路系・副腎 腎、腎盂 腎（尿管）悪性腫瘍手術 １件

経皮的腎（腎盂）瘻造設術 ２件
尿管 経尿道的尿路結石除去術 ９件

経尿道的尿管ステント留置術 ２５件
膀胱 膀胱結石，異物摘出術（経尿道的手術） １３件

膀胱悪性腫瘍手術（経尿道的手術） １６件
膀胱瘻造設術 ２件

性器 陰茎 陰茎悪性腫瘍手術（陰茎全摘） １件
精巣 精巣悪性腫瘍手術 １件
前立腺 経尿道的前立腺手術 ９件

前立腺悪性腫瘍手術 ８件
その他 その他 １７件

小 計 １０４件

分 類 手 術 名 件数
創傷処理 ３３７件
小児創傷処理 ３０件
皮膚切開術 １５６件
皮膚、皮下、粘膜下血管腫摘出術 １件
皮膚、皮下腫瘍摘出術 ７７件
皮膚腫瘍冷凍凝固摘出術 ３件
内シャント血栓除去術 １２件
内シャント設置術 ２５件
その他 １１件

分 類 手 術 名 件数
耳鼻咽喉 中耳 鼓膜（排液、換気）チューブ挿入術 １３件

鼓膜形成手術 ４件
鼓室形成手術 ９件

鼻 鼻前庭嚢胞摘出術 １件
粘膜下下鼻甲介骨切除術 ２件
鼻中隔矯正術 １件

副鼻腔 上顎洞根治手術 １件
鼻内上顎洞根治手術 ５件
上顎洞篩骨洞根治手術 １２件

咽頭、扁桃 口蓋扁桃手術（摘出） １４件
喉頭、気管 声帯ポリープ切除術 ２件

喉頭腫瘍摘出術 ２件
顔面・口腔 口腔・頬粘膜 口腔底悪性腫瘍手術 １件
頸部 舌 甲状舌管嚢胞摘出術 １件

唾液腺 顎下腺摘出術 １件
耳下腺腫瘍摘出術 ２件

甲状腺 甲状腺部分切除術・甲状腺腫摘出術 １件
その他 その他（鼓膜切開術、異物除去術・摘出術など）１２２件

小 計 １９４件

対象期間：平成２３年１月１日～平成２３年１２月３１日
泌尿器科手術件数 １０４件 耳鼻いんこう科手術件数 １９４件

産婦人科手術件数 １８５件

年間分娩件数 ２３８件

その他

眼科手術件数 １８９件

―９４―



救急患者搬送一覧

番号 月 日 住 所 病 名 移 送 先

１ Ｈ２３．４．１９ 五 島 市 階段を昇る途中で足をすべらせ、前のめりに転倒 長崎医療 脳外科 ドクターヘリ

２ Ｈ２３．４．２２ 富 江 町 右大腿背部・手・３度熱傷 長崎大学 形成外科 海上自衛隊

３ Ｈ２３．５．５ 福 岡 市 くも膜下出血（SAH） 長崎医療 脳外科 ドクターヘリ

４ Ｈ２３．７．５ 五 島 市 第一腰椎破裂骨折 脊髄損傷 長崎労災 形成外科 ドクターヘリ

５ Ｈ２３．７．１０ 五 島 市 切迫早産３３週０日 長崎医療 産婦人科 海上自衛隊

６ Ｈ２３．７．１７ 長 崎 市 外傷性クモ膜下出欠・左鎖骨骨折・左下髄開放骨折 長崎医療 外科・脳外科 ドクターヘリ

７ Ｈ２３．７．２１ 五 島 市 化膿性脊椎炎 長崎大学 整形外科 県防災ヘリ

８ Ｈ２３．７．２６ 五 島 市 右上腕動脈血栓症 長崎医療 心臓血管外科 海上自衛隊

９ Ｈ２３．８．５ 西彼杵郡
時 津 町 新生児子呼吸障害 長崎医療 小児科 海上自衛隊

１０ Ｈ２３．９．９ 五 島 市 硬膜下血腫 長崎医療 脳外科 海上自衛隊

１１ Ｈ２３．９．１２ 五 島 市 右小指不全切断 愛野記念病院 整形外科 ドクターヘリ

１２ Ｈ２３．９．１７ 五 島 市 脳梗塞 長崎医療 脳外科 海上自衛隊

１３ Ｈ２３．９．１７ 五 島 市 クモ膜下出血 長崎医療 脳外科 ドクターヘリ

１４ Ｈ２３．９．１９ 五 島 市 硬膜下血腫 長崎医療 脳外科 海上自衛隊

１５ Ｈ２３．９．２４ 五 島 市 脳出血 長崎医療 脳外科 海上自衛隊

１６ Ｈ２３．９．２９ 五 島 市 白血病疑い、再生不良性貧血疑い 長崎医療 小児科 ドクターヘリ

１７ Ｈ２３．１１．２ 五 島 市 妊娠３２週２０日，破水 長崎医療 産婦人科 海上自衛隊

１８ Ｈ２３．１１．２２ 五 島 市 食道破裂疑い 長崎医療 外科 ドクターヘリ

１９ Ｈ２３．１１．２２ 五 島 市 両側卵巣腫瘍 長崎医療 産婦人科 海上自衛隊

２０ Ｈ２３．１１．２５ 五 島 市 髄膜炎 長崎医療 内科 ドクターヘリ

２１ Ｈ２３．１１．２５ 五 島 市 右慢性硬膜下血腫 長崎医療 脳外科 県防災ヘリ

２２ Ｈ２３．１１．２６ 佐世保市 切迫早産 長崎医療 産婦人科 海上自衛隊

２３ Ｈ２３．１２．１１ 五 島 市 クモ膜下出血 長崎医療 脳外科 ドクターヘリ

２４ Ｈ２３．１２．１３ 五 島 市 クモ膜下出血 長崎医療 脳外科 県防災ヘリ

２５ Ｈ２３．１２．２０ 五 島 市 白血病 長崎医療 血液内科 海上自衛隊

２６ Ｈ２３．１２．２８ 対 馬 市 急性呼吸不全 長崎医療 小児科 海上自衛隊

２７ Ｈ２３．１２．３０ 堺 市 脳出血 長崎医療 脳外科 県防災ヘリ

２８ Ｈ２４．１．２７ 五 島 市 慢性膵炎急性増悪 膵石嵌頓 長崎医療 消化器科 県防災ヘリ

２９ Ｈ２４．１．３１ 五 島 市 クモ膜下出血 長崎医療 脳外科 海上自衛隊

３０ Ｈ２４．２．２６ 五 島 市 右慢性硬膜下血腫 長崎医療 脳外科 海上自衛隊

３１ Ｈ２４．３．２ 五 島 市 クモ膜下出血 長崎医療 脳外科 海上自衛隊

３２ Ｈ２４．３．１０ 五 島 市 切迫早産 長崎医療 産婦人科 海上自衛隊

３３ Ｈ２４．３．１４ 五 島 市 右視床出血 長崎医療 脳外科 ドクターヘリ

３４ Ｈ２４．３．２７ 五 島 市 左腋窩動脈閉塞症 長崎医療 心臓血管外科 海上自衛隊

平成２３年４月１日～平成２４年３月３１日

―９５―



Ｈ２３年度 全病棟 抗菌薬使用量（入院患者） Ｈ２３年度 全病棟 抗菌薬の使用比率（入院患者）

主な抗菌薬系統における薬剤別使用比率
ペニシリン系抗菌薬 使用比率 前年比 オキサセフェム系抗菌薬 使用比率 前年比 リンコマイシン系抗菌薬 使用比率 前年比

ビクシリン注 ８．２％ －０．３％ フルマリン注 １００．０％ ±０％ ダラシン S注 １００．０％ ±０％
ペントシリン注 １３．５％ －０．４％ アミノグリコシド系抗菌薬 使用比率 前年比 ニューキノロン系抗菌薬 使用比率 前年比
ゾシン注 ３６．０％ ＋８．７％ エクサシン注 ４６．６％ ＋４６．６％ クラビット注 ４８．６％ 新規
ユナシン S注 ４２．８％ －８．０％ ゲンタシン注 ４６．６％ －１．７％ シプロキサン注 ８．３％ 削除
第１セフェム系抗菌薬 使用比率 前年比 硫酸アミカシン注 ６．９％ －４４．７％ パズクロス注 ２９．２％ －４５．２％
セファメジン α注 １００．０％ ±０％ テトラサイクリン系抗菌薬 使用比率 前年比 MRSA治療薬 使用比率 前年比
第２セフェム系抗菌薬 使用比率 前年比 ミノサイクリン注 １００％ ±０％ ハベカシン注 ０．４％ －５．８％
パンスポリン注 １００．０％ ±０％ カルバペネム系抗菌薬 使用比率 前年比 タゴシッド注 ４１．０％ ＋５．８％
第３、４セフェム系抗菌薬 使用比率 前年比 オメガシン注 ３．６％ －５．６％ 塩酸バンコマイシン注 ５４．９％ ＋４．０％
スルペラゾン注 ３３．１％ －９．２％ チエナム注 ５．６％ ＋０．９％ ザイボックス注射液 ３．６％ －４．１％
モダシン注 ２．７％ －８．０％ フィニバックス注 ２８．５％ ＋１６．１％ マクロライド系抗菌薬 使用比率 前年比
ロセフィン注 ３８．７％ ＋１２．０％ メロペン注 ６２．３％ －１１．４％ ジスロマック注 １００．０％ 新規
ファーストシン注 １６．５％ ＋１４．３％ ホスホマイシン系抗菌薬 使用比率 前年比 抗結核菌 使用比率 前年比
マキシビーム注 ９．０％ －９．０％ ホスミシン S注 １００．０％ ±０％ 硫酸カナマイシン注 ４９．１％ ＋４９．１％

硫酸ストレプトマイシン注 ５０．９％ －４９．１％

Ｈ２３年度 内科 抗菌薬使用量（入院患者） Ｈ２３年度 内科 抗菌薬の使用比率（入院患者）

平成２３年度 抗菌薬（注射薬）及び消毒薬の年間使用概況

１．全病棟での使用状況について

平成２３年度（平成２３年４月～平成２４年３月）の全病棟の年間総使用本数は３７，９８５本（前年度３１，０８８本）、月間使

用本数は２，４３０本～３，８７５本で推移した。主な抗菌薬の平均使用比率はペニシリン系２９．０％（前年比＋３．５％）、第

３、４世代セフェム系１９．２％（前年比－０．１％）、カルバペネム系２９．５％（前年比＋５．３％）、MRSA治療薬３．６％（前

年比＋０．５％）であった。

抗菌薬系統別に薬剤の使用比率をみると、ペニシリン系ではユナシン S注とゾシン注、第３、４セフェム系で

はロセフィン注とスルペラゾン注、カルバペネム系ではメロペン注とフィニバックス注、ニューキノロン系ではク

ラビット注、MRSA治療薬では塩酸バンコマイシン注とタゴシッド注が主に使用されていた。

ファーストシン注とエクサシン注については血液内科での使用が大幅に増加した。

２．各診療科（入院患者）の使用状況について

Ａ．内科（入院患者）

内科の年間総使用本数は２７，５２４本（前年度２０，７８２本）、月間使用本数は１，８５５本～２，７８５本で推移した。主な抗菌

薬の平均使用比率はペニシリン系２９．１％（前年比－１．０％）、第３、４世代セフェム系２２．３％（前年比－０．６％）、

カルバペネム系３３．５％（前年比＋８．１％）であった。MRSA治療薬は４．６％（前年比＋０．５％）であった。

―９６―



Ｈ２３年度 外科 抗菌薬使用量（入院患者） Ｈ２３年度 外科 抗菌薬の使用比率（入院患者）

Ｈ２３年度 泌尿器科 抗菌薬使用量（入院患者） Ｈ２３年度 泌尿器科 抗菌薬の使用比率（入院患者）

Ｈ２３年度 眼科 抗菌薬使用量（入院患者） Ｈ２３年度 眼科 抗菌薬の使用比率（入院患者）

Ｂ．外科（入院患者）

外科の年間総使用本数は３，１６２本（前年度３，４５５本）、月間使用本数は１６３本～３２６本で推移した。主な抗菌薬の平

均使用比率はペニシリン系１７．８％（前年比＋８．９％）、第１世代セフェム系１５．５％（前年比－４．４％）、第２世代セ

フェム系１５．５％（前年比＋１４．６％）、第３、４世代セフェム系１１．５％（前年比－４．０％）、カルバペネム系２９．３％（前

年比＋５．７％）であった。MRSA治療薬は３．１％（前年比＋１．９％）であった。

Ｃ．泌尿器科（入院患者）

泌尿器科の年間総使用本数は５８１本（前年度８０２本）、月間使用本数は２７本～８８本で推移した。主な抗菌薬の平均

使用比率は第２世代セフェム系７６．４％（前年比＋５．３％）であった。

Ｄ．眼科（入院患者）

眼科の年間総使用本数は１００本（前年度３２本）、月間使用本数は０本～２８本で推移した。主な抗菌薬の平均使用

比率はペニシリン系６３．０％（前年比＋６３．０％）、第３、４世代セフェム系１７．０％（前年比＋１３．９％）、であった。

MRSA治療薬は１．０％（前年比－２．１％）であった。

―９７―



Ｈ２３年度 整形外科 抗菌薬使用量（入院患者） Ｈ２３年度 整形外科 抗菌薬の使用比率（入院患者）

Ｈ２３年度 耳鼻咽喉科 抗菌薬使用量（入院患者） Ｈ２３年度 耳鼻咽喉科 抗菌薬の使用比率（入院患者）

Ｈ２３年度 小児科 抗菌薬使用量（入院患者） Ｈ２３年度 小児科 抗菌薬の使用比率（入院患者）

Ｅ．整形外科（入院患者）

整形外科の年間総使用本数は２，７１４本（前年度３，１０５本）、月間使用本数は１２１本～４０５本で推移した。主な抗菌薬

の平均使用比率は第１世代セフェム系５２．６％（前年比＋１．０％）、カルバペネム系２４．４％（前年比＋１１．２％）であっ

た。

Ｆ．耳鼻咽喉科（入院患者）

耳鼻咽喉科の年間総使用本数は６２１本（前年度５４７本）、月間使用本数は１１本～１０４本で推移した。主な抗菌薬の

平均使用比率はペニシリン系４６．５％（前年比－１０．９％）、カルバペネム系３０．３％（前年比＋２．１％）、リンコマイシ

ン系１６．１％（前年比＋１．７％）であった。

Ｇ．小児科（入院患者）

小児科の年間総使用本数は２，１５１本（前年度１，２７２本）、月間使用本数は５２本～４９０本で推移した。主な抗菌薬の

平均使用比率はペニシリン系６３．６％（前年比＋８．０％）、第３、４世代セフェム系２３．６％（前年比－９．５％）であっ

た。
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Ｈ２３年度 産婦人科 抗菌薬使用量（入院患者） Ｈ２３年度 産婦人科 抗菌薬の使用比率（入院患者）

Ｈ２３年度 精神科 抗菌薬使用量（入院患者） Ｈ２３年度 精神科 抗菌薬の使用比率（入院患者）

Ｈ２３年度 MRSA治療薬 使用量（全病棟） Ｈ２３年度 MRSA治療薬の年間使用量（全病棟）

Ｈ．産婦人科（入院患者）

産婦人科の年間総使用本数は１，０１２本（前年度９８１本）、月間使用本数は２５本～１７４本で推移した。主な抗菌薬の

平均使用比率はペニシリン系３８．３％（前年比＋１２．９％）、第１世代セフェム系２２．７％（前年比＋７．５％）、第３、４

世代セフェム系１１．５％（前年比－１．１％）、カルバペネム系１０．９％（前年比－２１．１％）であった。

Ｉ．精神科（入院患者）

精神科の年間総使用本数は１２０本（前年度１１２本）、月間使用本数は０本～５１本で推移した。主な抗菌薬の平均使

用比率はペニシリン系５０．８％（前年比＋４３．７％）、第１世代セフェム系２０．０％（前年比－２６．４％）、第３、４世代

セフェム系２１．７％（前年比＋１１．０％）であった。

３．MRSA治療薬の使用状況について

全病棟のMRSA治療薬の年間総使用本数は１，３５７本（前年度１，０５６本）、月間使用本数は１５本～２２７本で推移した。

診療科別では内科１，２５８本（前年度８３７本）、外科９７本（前年度４２本）、泌尿器科１本（前年度０本）、眼科１本（前

年度１本）であった。薬品別ではハベカシン注６本（前年度６５本）、タゴシッド注５５７本（前年度３７２本）、塩酸バ

ンコマイシン注７４５本（前年度５３８本）、ザイボックス注４９本（前年度８１本）であった。

―９９―



Ｈ２３年度 病棟別ウエルピュア請求数（５００mL／本 換算）

Ｈ２３年度 ウエルピュア請求総数（５００mL／本） １日平均ウエルピュア使用回数（標準使用量換算）

４．消毒薬の使用状況について

全病棟のウエルピュアの年間請求量（５００mL換算）は３１４本であった。病棟別では２階病棟１８本（月平均１．５本）、

３南病棟４４本（月平均３．７本）、４北病棟３９本（月平均３．３本）、４南病棟６８本（月平均５．７本）、５北病棟６１本（月

平均５．１本）、５南病棟８４本（月平均７．０本）であった。

ノロウイルス等に対して効果があるウエルセプトの全病棟での年間請求量（５００mL換算）は２本であった。病

棟別では４北病棟１本、５北病棟１本であった。

―１００―



当院の微生物検査の動向

１．検体数、有意菌数（２００３～２０１１年度）

検体数に関しては、３階南、４階北、４階南で２０１０年度は検体数、有意菌数ともに増加傾向となりました。５

階北は検体数は昨年、一昨年と比較して１００件以上の減少となっているが、有意菌は昨年と同じく２９６株となって

います。５階南は検体数は昨年と比較して約９０件の減少となっているが、有意菌数は逆に約７０株の増加となって

います。２階病棟は、検体数、有意菌数ともにほとんど変化はありません。

―１０１―



２．診療科別有意菌の推移（２００３～２０１１年度）

診療科別有意菌の推移に関しては、外科、小児科、整形外科は昨年と比較してわずかに増加していました。また、

産婦人科は２００９年度から急増化し、２０１０年度、２０１１年度と年々増加が見られます。内科は昨年から減少が見られ、

一昨年から比較すると約２００株の減少となっています。また、耳鼻科、眼科、泌尿器科も減少傾向となっています。

―１０２―



MRSA入院患者

３．MRSA入院患者数（２００４～２０１１年度）

MRSA入院患者数に関しては、新規患者数は過去４年間は変化はありません。しかし、感染症患者数は３３件で

過去最高の件数となりました。院内感染患者数は１０件と減少傾向となっています。

４．分離菌の年度別推移（２００３～２０１１年度）

分離菌の年度別推移に関しては、特に大きな変動はありませんが、MRSAは全体の約１０％と例年と変化はあり

ませんでした。他の菌に関しても、嫌気性菌がわずかに増加傾向となっていますが、全体的に大きな変動はありま

せんでした。

分離菌の年次推移

―１０３―



インフルエンザ陽性患者数

インフルエンザ陽性患者月別推移

５．インフルエンザ年度別患者数（２００３～２０１１年度）

インフルエンザ患者数に関しては、今年度は A型が１０４件、B型が２６件となっており、例年と比較しても過去最

少の件数となりました。

６．インフルエンザ月別推移患者数（２００３～２０１１年度）

インフルエンザ月別推移に関しては、陽性件数は少ないものの、例年通り１月初めから陽性が出始め、２月がピー

クとなりました。

―１０４―



平成２３年度来訪者及び主な行事

○来訪者

年・月・日 内 容 備 考

Ｈ２３．４．２７
長崎県教育委員会来院（長崎県教育庁生涯学習課長、

係長 計２名）
しま巡り事業の概要説明

Ｈ２３．５．１６ 長崎大学薬学部長来院 学生の実習依頼挨拶

Ｈ２３．６．７
長崎県病院企業団来院（企業長、副企業長、総務部

長、企画班係長 計４名）
企業長年度当初挨拶

Ｈ２３．８．８
宮崎県病院局（宮崎県病院局経営管理課課長補佐、

宮崎県延岡病院事務部主管）計２名
病院・研究所視察

Ｈ２３．８．１９ 対馬市議会（議長、議員２名 計３名） 病院視察

Ｈ２３．１０．６
福岡アメリカ領事館（領事１名、領事部１名、総務

部１名 計３名）
表敬訪問（病院視察）

Ｈ２３．１０．１７ JICA集団研修（学生８名他 計１９名） 地域保健システム強化

Ｈ２３．１１．８ 長崎県議会文教厚生委員会（議員１２名、書記２名） 病院視察

Ｈ２３．１１．２５ 東京都議会議員公明党（議員３名） 病院視察（眼科）

Ｈ２３．１２．１２ 会計検査院監査

Ｈ２４．２．１６ 長崎県庁舎建設課課長他１名 視察 防災関係
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○主な行事

年・月・日 内 容 備 考

Ｈ２３．４．７ 長崎県議会選挙不在者投票

Ｈ２３．５．４ 助産師・看護師職員採用試験 長崎市

Ｈ２３．５．７ 病院合同就業説明会（看護師） 県立大学シーボルト校

Ｈ２３．５．１４ 助産師・看護師職員採用試験

Ｈ２３．５．２８ 一般事務採用試験

Ｈ２３．６．２１ 新規採用者歓迎会 カンパーナホテル

Ｈ２３．７．３ 病院合同就業説明会 長崎市

Ｈ２３．７．７ 院長講話 ７２名参加

Ｈ２３．７．１６ 長崎外傷セミナー in五島

Ｈ２３．７．１７ AHA，BLSプロバイダーコース

Ｈ２３．８．２ 企業団本部による決算補助監査 ～８／３

Ｈ２３．８．５ 一般事務採用二次試験

Ｈ２３．８．２０ 助産師・看護師・臨床検査技師採用試験

Ｈ２３．８．２７ 助産師・看護師・臨床検査技師採用試験 長崎市・福岡市

Ｈ２３．９．９ 「救急医療週間」模擬救急訓練

Ｈ２３．９．１８ 一般事務採用試験

Ｈ２３．１０．１ 長崎県地域医療研究会 ～１０／２ 長崎市

Ｈ２３．１０．１２ 企業団本部監査委員監査

Ｈ２３．１１．５ 一般事務二次・看護師助産師採用試験

Ｈ２３．１１．１２ 助産師・看護師職員採用試験 長崎市・福岡市

Ｈ２３．１１．１５ 新型インフルエンザ疑い患者の医療機関訓練

Ｈ２３．１１．２３ 医療修学生採用試験

Ｈ２３．１１．２５ 「患者の権利」に関する研究会 ３７名参加

Ｈ２３．１２．３ 医療修学生採用試験 長崎市

Ｈ２４．１．２８ 助産師・看護師職員採用試験 五島市

Ｈ２４．２．２ ジェネリック医薬品使用促進研修会 長崎県薬務行政室主催

Ｈ２４．２．３ 平成２４年度当初予算院長ヒアリング 長崎市

Ｈ２４．２．１７
長崎大学大学院松本准教授講演会（あじさいネット

について）

Ｈ２４．２．２４ オーダリングシステム入れ替え作業 Ｈ２４．２．２６まで

Ｈ２４．３．１５ 研修管理委員会

Ｈ２４．３．１６ メディカルコントロール協議会

Ｈ２４．３．３０ 退職者辞令交付式
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五島中央病院紀要投稿規定

１）本誌は五島中央病院の機関誌として年１回発行とする。

２）投稿者は当院の職員とする。但し当院職員以外の者であっても編集委員会の承諾を得た場合はこの限りではな

い。

３）投稿論文は医学、薬学、看護学など医療に関係のある学術論文で、他誌に発表されていないものとする。

４）本誌の内容は総説、研究、症例報告、学術年報（学会・研究会発表及び掲載論文：同年の１月～１２月に発表

～発行されたもの）、及びその他（随想など）とする。

５）投稿原稿の採否並びに順位は編集委員会で決定する。

６）原稿は和文、欧文を問わない。

７）編集の都合により原文の要旨を変えない範囲内で著者に訂正を求めることがある。

８）掲載料は無料とし別冊は著者に１０部を贈呈する。それ以上の別冊は実費を徴収する。

９）原稿執筆の要項は次のとおりとする。

� 原稿は別々の用紙を用いて次のように区分する。

タイトルページ、和文用紙（４００字以内）、本文、文献、図（写真）及び表（いずれも手札型以上の大きさ）、

図及び表の説明で構成し、要旨にはキーワード（５個以内）を入れる。

� 本文は原則として、１．はじめに、２．方法（症例）、３．結果、４．考察、５．まとめの各項目に区分す

る。

� 原稿は横書き和文ワードプロセッサー（Ａ４用紙２０字×２０行）で作成する。

その際、専門用語以外は当用漢字、年号は西暦、数字は算用数字、薬品名は一般名、現代仮名遣いを使用し、

句読点を正しくつける。ＦＤでの提出も受け付ける。

� 表はＡ４用紙に１頁１表ずつとする。

� 論文の長さは図表を含めて下記を限度とし、規定枚数を越えた原稿は採用しない。

総説：４００字×３０枚、研究：４００字×２５枚、症例：４００字×２０枚、その他：４００字×２０枚

� 文献は本文中に引用されたもののみを別紙に一括し、本文中の引用箇所に引用順に肩番号をつける。

（例）久保ら１）の報告では…… 北島ら２，５，６）によれば……

� 文献の書き方は引用番号、著者名、題名、雑誌名、巻：頁（始頁一終頁）、発行年（西暦）の１１頂で記載す

る。

（例）

１）久保 進、浅井貞広、高橋ハツエ、小久保洋子、氏田美知子、中川澄子、岸川佳代子：治療から予防へ

－当院における生活習慣病教室の取り組み－、佐世保紀要：１７‐２３，１９９７

	 単行本は引用番号、著者名、書名、（編集者名）、発行所名、発行年（西暦）、頁（始頁－終頁）、の順に記載

する。

（例）久保 進、原 耕平：慢性呼吸不全の臨床－肺と心臓のかかわりあい－，大坂、永井書店、１９９５，p２７‐４１


 著者校正は１回のみとし、その際大幅な訂正は不可とする。

� 学会や研究会などで発表した論文を投稿される場合は、文末にその旨付記する。

（例）“本論文の要旨は第１回離島医療研究会（長崎）にて発表した”

原稿提出先：

〒８５３‐８６９１ 五島市吉久木町２０５番地 五島中央病院

医局内 五島中央病院紀要編集委員会

Ｔｅｌ：０９５９‐７２‐３１８１

Ｆａｘ：０９５９‐７２‐２８８１
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〈編 集 後 記〉

今年２週間ほど当院に入院したので術後睡眠について考えてみた。

術後高齢者によく認められるせん妄は睡眠障害が原因と考えられている。それでは術直後に充分に睡

眠がとれるか？。術直後は頻回にバイタルサインチェックに看護師が来室、モニターとくに血圧計の加

圧音、観察室がナースセンターの横にあるために電話およびナースコールの音、さらには隣室からの人

工呼吸器音などのために充分睡眠がとれないのが現実である。今年更新した病院機能評価には病院の静

寂度の項目はないが、ICUや観察室の静寂度について是非検討してもらいたいと思われた。

既刊の五島中央病院紀要は長崎県五島中央病院ホームページにオンライン化しているのでそちらも参

照してもらえれば幸いです。
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