
７ 各部門業務概要 

 
（A）診療部 
内科 
                                内科部長 佐々木 知也 
平成 22 年度は、前年度と同様の常勤 9 人体制で診療に当たった（内科定数は 8 名）。４

月から消化器内科は金澤医師に代わり川原医師が、レジデントとして岩久医師、金医師に代

わり岩崎医師、今井医師が着任した。腎臓内科は、北里大学から林医師に代わり翁医師が着

任し、10月から腎高血圧内科に山本副院長が着任した。 
地域住民の期待に応えるべく365日24時間対応で救急・外来・検査・病棟と診療に当た

り、外来患者数は28,266人（１日平均116人）、入院患者数は延べ21,600人（1日平均59
人）で実入院患者数 1,126 人、退院患者数 1,113 人、（うち死亡退院 96 人：剖検 1 件）、平

均在院日数18.2日、救急受診者数 3,158人（循環器科を含む、1日平均 8.7人）であった。 
学会認定施設としては内科学会教育関連病院、消化器病学会認定施設、消化器内視鏡学会

認定施設として継続することができた。 
専門領域における検査・治療実績は、上部消化管内視鏡1,508件、下部消化管内視鏡859

件、逆行性膵胆管造影（ERCP）70 件、気管支鏡 25 件、肝生検 14 件、肝血管造影・塞栓

術44件、大腸ポリペクトミー104件、内視鏡的胃ろう造設術（PEG）19件、透析1,495件

（うち新規透析導入28件）であった。さらに、地域の基幹病院としてHIV感染患者の診療

や被爆者検診などの各種業務を当科で担当し、地域の高い評価を得ている。 
 
 

精神科 
                                 精神科部長 西村 浩 
平成22年度の精神科の総収益は前年度比105.9％で、7年間連続増加という結果であった。

これは、ひとえに月曜外来を非常勤で支えてくれた第三病院精神科川上正憲先生の努力の賜

物である。 
さて、新病院建設に先駆けて、現在のオーダリングシステムから放射線検査及び脳波検査

結果なども含めた完全電子カルテ化への準備が進められているが、こうした歴史的変化の現

場に立ち会えた幸運を噛み締めながら日常臨床を進めており、今後もさらなる増収を目指す。 

 
  
 



循環器科 
                           循環器科医長 宮﨑 秀和 
平成 22 年度は常勤 4 名（宮﨑、小野田、滝沢及び工藤）及び非常勤 1 名（鳴井）の体制

で診療を開始した。7 月に人事異動のため小野田が井上と交代した。また、当科の定員変更

により、10月からは鳴井が常勤となった。 
循環器科として外来業務、病棟業務及び臨床検査を行ったほか、内科と協力して365日24

時間対応で救急診療に従事した。延べ外来患者数は15,167人（１日平均62人）で、延べ入

院患者数は 6,175 人（1 日平均 17 人）、実入院患者数は 384 人、平均在院日数は約 15.1 日

であった。病棟業務では循環器疾患（心不全、虚血性心疾患、不整脈など）を中心に内科疾

患全般の患者の診療を行い、日本循環器学会認定研修施設及び日本内科学会教育関連病院と

して診療水準の向上を図るとともに、レジデント及び研修医の教育に力を注いだ。 
専門領域の診療実績は次に示すとおりである。心臓カテーテル検査は約200件、経皮的冠

動脈形成術は約 80 件、カテーテルアブレーションは 7 件、そして恒久的ペースメーカー植

込み術は 18 件であった。また、約 1,100 件の心エコー検査、約 180 件の負荷心筋シンチグ

ラム、約 670 件の Holter 心電図、約 220 件の Treadmill 負荷心電図をこなし、冠動脈 CT
検査は約 90 件であった。スタッフ数及び設備の面で限られている現在の環境の中でこれだ

けの実績を上げることができたのは、臨床検査技師、放射線技師及び看護師の多大な協力に

よるものであり、関係各位に感謝の意を表する。 
昨年度から開始した臨床工学技士 (ME) による恒久的ペースメーカーの植え込み術及び

ペースメーカー外来の補助業務は順調に推移し、かなり実績を上げている。今後さらに発展

させて、彼らを中心にペースメーカー患者の管理が行っていけるようなシステム作りをした

いと考えている。 

 
 

小児科 
                          小児科部長 五味渕 一三 
平成22年度は、常勤医師6名でスタートした。 
専門外来としてアレルギー（田知本先生）、循環器（河内先生、齋藤亮太先生）及び心

理などを非常勤の先生にお願いしている。当院の小児科はプライマリーケアを実践するに

は最適の環境にあり、若手医師の育成に最適である。 
また、平成 22 年 4 月からは分娩も再開し、今後は周産期医療の充実に力を注ぎたいと

思っている。しかしながら、当直は非常勤医師の診療援助を得て厚木地区の小児救急医療

を維持しているのが現状である。さらに平成22年4月からは小児科医師不足により座間・



綾瀬・海老名市における小児救急広域二次輪番制が崩壊し、月のうち空白の4日が生じて

いる。この小児救急空白の4日のうち2日を当院が輪番となり、残り2日を湘南厚木病院

が引き受けている。今後は、小児救急医療に関して医療圏の見直しも含めた行政指導での

対策が必要と考えられる。 
また、休日夜間診療所の充実（終日体制の確立）及び小児科医の補充が優先課題である。 

 
 

外科 
外科部長 増渕 正隆 

平成22年4月から平成23年3月までの間で、篠原、北村、奥井先生が異動となり、外科

スタッフは私以下、金井、石山（哲）、原、百川、谷田部先生の6名で診療に当たった。 
診療体制は例年と変わりなく、外来は毎日2名の医師が担当し、特殊外来として、毎週月

曜日の午後に鼠径ヘルニア外来、胃癌・大腸癌の二次検診外来及びストーマ外来、水曜日の

午後に乳癌の二次検診外来、木曜日の午後に肛門専門外来を行っている。 
手術は主に月曜日の午前、火曜及び木曜日の午前・午後に行い、局所麻酔での小手術は水

曜日の午後に行っている。内視鏡検査及び治療は、月曜日及び金曜日に、透視検査は月曜日

及び金曜日の午前中に行っている。 
平成22年度の手術件数は540件で、例年の450件前後の手術件数と比べると大きく増加

した。良性疾患は胆石症が46例、うち腹腔鏡下手術が28例であり、悪性疾患は甲状腺癌1
例、乳癌39例、胃癌22例、大腸・直腸癌40例、膵臓癌3例であり、消化器癌が多くを占

めた。なお、比較的進行の早い大腸・直腸癌に対しては、腹腔鏡下手術を行った。今年度の

手術症例の特徴は、虫垂炎手術が 70 例以上と、例年の 2 倍以上となっていることである。

これは、急患患者を積極的に受け入れるようになったひとつの成果ではないかと考えている。

内視鏡検査及び治療に関しては約 400 例となっており、例年とほぼ同様の症例数であった。

当科は、手術件数、内視鏡検査及び治療症例、透視検査の症例も多くあり、若手医師にとっ

て絶好の修練病院であると考えている。 
今後も地域の中核病院としての重責を担うべく、頑張っていく所存である。 
 

 
 
 
 
 



整形外科 
整形外科部長 伊室 貴 

平成22年4月、当科は田口 哲也、宇髙 潤、角田 篤人及び伊室の4名でスタートし

た。その後、7月から12月まで荒川 翔太郎、平成23年1月から小林 俊介の後期臨床研

修医が加わり、5名で診療に従事した。 
5 名に復帰したことを契機に、研修医への教育及び安全な医療を提供するため、以前の 5

名体制であった時期の勤務態勢と大きく変更した。具体的には、外来診療を3名、病棟での

診療を2名で行うこととするとともに、平日昼間の救急患者の診療を外来の初診担当医から

病棟担当医に変更した。このことにより、外来の初診患者の診療が円滑になり、さらに研修

医が救急患者の診療を指導医の元で当初から行うことができるようになった。さらに、大腿

骨頚部骨折などの外傷患者に対する手術を含めた治療も一貫して行うことが可能となったた

め、一定の効果があったものと考える。 
また、平成 21 年度から当院で初期臨床研修を行っていた滋賀医大出身の高橋 基医師が

当科で手術を含めて積極的に研修を行うことを通じて、整形外科医を目指して慈恵医大整形

外科での後期臨床研修を選択したことも大いに喜ばしいことであった。 
さらに、角田医師が日本整形外科学会の専門医試験に無事合格し、今後さらに高度な医療

が提供できるものと考える。 
当科では、腰部脊柱管狭窄症等の腰椎変性疾患に対する各種治療を主体として行っている

が、近年では変形性膝関節症の症例も増加しつつあり、関節鏡視下手術から人工膝関節置換

術まで多岐にわたる手術を行っている。人工関節の手術術式として、従来からの大腿骨と脛

骨を全て置換するTKA(Total Knee Arthroplasty)に加えて、症例の適応より大腿骨と脛骨の

内側部分のみを変更する単顆置換型人工膝関節(UKA)も施行することにより、侵襲を少なく

して安全な手術を行うことが可能となっている。今後も、膝関節の疾患に対する幅広い治療

を行っていきたいと考えている。 
当科の診療目標は、患者さんの「いたみ」がわかる医師となり、その「いたみ」を取り除

くよう努めることである。当科を訪れる患者さんの9割以上が「痛み」を主訴として来院す

るため、痛みの原因を突き止め、痛みを取り去るよう診療に努めるとともに「心や体のいた

み」も併せて和らげていけるよう日々の診療に努めたいと考えている。 
 
 
 
 
 



脳神経外科 
脳神経外科医長 寺尾 亨  

当科は脳神経外科に関する全ての疾患を対象としている。2 人の常勤の脳神経外科専門医

が在籍し、平成 22 年度は年間 119 例の手術を行った。手術内容の内訳は、血管障害（くも

膜下出血、脳内出血、脳梗塞による脳浮腫）、外傷、脳腫瘍及び脊髄・脊椎疾患・末梢神経

の手術（変形性頸椎症、後縦靭帯骨化症、腰椎椎間板ヘルニア、腰椎脊柱管狭窄症や手根管

症候群、胸郭出口症候群）など幅広い範囲を網羅している。最近の脳神経外科の治療の細分

化にあたり、当科では現在、従来の疾患に加え、神経難病の治療を目的とした機能的脳神経

外科である三叉神経痛及び顔面けいれんと不随意運動症及び難治性疼痛の外科手術を行って

いる。これらの患者にはまず非観血的治療(手術を行わない治療)を行い、十分な改善が得ら

れない場合に初めて手術の適応と考えている。 
外来業務については、業務の多様化及び人的労力の不足により、通常外来は紹介制として

いる。また、特殊外来としては、平成 21 年 2 月から「手足のしびれ外来」を開設し、一人

あたり 30 分の時間をかけて詳細に診察している。CT、MRI、末梢神経伝導速度、筋電図、

神経ブロックなど複合的に病態を評価し、適応のある患者を手術の対象としている。 
多重外傷患者や神経系変性疾患難病疾患等の内科的疾患については、近隣の大学病院と積

極的に情報の共有を図り、希望に応じて紹介または転院を進めている。また、急性期を乗り

切り、より専門的なリハビリテーションが必要と考えられる脳卒中の患者には、総合的心身

のケアについて、七沢リハビリテーションセンターや神奈川リハビリテーション病院などの

専門病院との病院連携あるいは在宅療養の場合には近隣開業医との病診連携を進めている。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



泌尿器科 
                                           泌尿器科部長 鈴木 正泰 
平成 22 年度の泌尿器科は、鈴木正泰及び面野寛の常勤医師 2 名体制で外来診療、病棟業

務及び手術を行った。田代和也医師にも週2回、手術日の外来診療を担当していただき、岩

室紳也非常勤医師が火曜日のみ小児特殊外来及びHIV外来を担当している。 
平成 22 年度の当科業績を振り返ってみると、年間入院延患者総数は 5,901 人、年間外来

患者総数 18,180 人、年間手術件数 287 件で、平均在院日数 11.8 日であった。平成 22 年度

の入院患者数、外来患者数は前年度よりともに約1,000人増、手術件数も、前年度より増加

した。手術内容の傾向は基本的に平成 21 年度と同様であった。前立腺針生検は 164 例と増

加し、根治的前立腺全摘術も 20 例と増加した。前立腺肥大症に対する手術は、経尿道的前

立腺切除術 24 例とやや増加した。その他の主要手術を列挙すると、経尿道的膀胱腫瘍切除

術35例、腎尿管悪性腫瘍手術58例、精索（陰嚢）水瘤根治術６例、停留精巣固定術２例な

どであった。これらの他、体外衝撃波腎尿管結石破砕術は50例（123回）に対して行った。 
泌尿器科では、常勤スタッフが2名で他病院の数名のスタッフと同等の業務を行っており、

さらにレジデント相当のスタッフが１～２年で交代する状況が続いているため、昨今の医療

事情の複雑化を考えると、安全性に限っても非常に困難な状態にある。また、このような実

情は、各医師のモチベーション維持や新たな手技の取り組みなどを困難なものにしている。

それぞれに対応すべく日々努力しているが、標準的で安全な医療を提供するためには、やは

り、もう少し余裕が欲しいと思う。 
 
 

産婦人科 
                            産婦人科医長 吉田 孝 
産婦人科は、前畑医師との2人体制であったが、4月から松浦医師、10月から坂野医師が

加わり、常勤医4名となった。 
平成 19 年 8 月に休止となった産科部門は、平成 22 年 1 月から産科外来を再開、平成 22

年4月から分娩を開始し、平成22年度の分娩総数は112例であった。再開当初は一月に10
例程度の分娩予約であったが、厚木市立病院での出産を望んでいる女性の事を考え、分娩予

約数の制限を撤廃した。 
また、帝王切開術を含む手術症例数は 128 例であった。手術数は、前年度の 83 例から比

べるとおよそ1.5倍であるが、今後は年間240例を目標としていきたい。 
現在は常勤医4名であるが、安全な医療を提供するために、医師間の意思疎通及び他科と

の連携を心がけたいと思う。 



眼科 
                           眼科医長 増田 洋一郎 
平成22年度は、保坂、西本、東（非常勤）、10月1日から保坂に代わり増田の医師3名、

視能訓練士は、前田、山田（非常勤）、外尾（非常勤）の 3 名で診療を行った。手術日は火

曜日と木曜日で、白内障手術513件、硝子体手術82件、網膜復位術7件、その他339件（外

来小手術、レーザー治療含む）であった。 
入院延べ患者数は3,230名、平均的な入院日数は白内障－両眼7日、片眼5日、硝子体手

術が必要な網膜剥離・糖尿病網膜症などの網膜硝子体疾患では7～14日であった。外来患者

数は延べ14,719名であった。 
白内障手術については、術前の眼軸長測定機器や超音波乳化吸引装置の性能により、術後

視機能が左右される。最近では患者さんの術後の見え方に対する要求も厳しくなり、術後の

レンズ度数の正確性が求められ、わずかな合併症の発生も許されないような状況になってき

ている。また大学医局の関連病院であるため、医師の異動も多く、さらに若手医師の手術教

育も行う必要があるため、できるだけ正確で安全な手術を行える環境作りが重要である。顕

微鏡以外の関連機器は一昔前のものが多く、今後これらの機器の更新が優先課題である。 
当科の特徴は、高度医療である網膜硝子体疾患に対しての硝子体手術件数が多いことであ

る。症例数は順調に推移しており、厚木市内では最大規模の手術件数であり、今後も積極的

に取り組んでいく。 
課題は、紹介状なしの初診患者や軽症患者の増加である。手術患者の増加に伴い、一人一

人の診察、検査、手術説明にかかる時間が増加しており、待ち時間の増加につながっている。

診察時間の短縮を余儀なくされ、診療の質の低下が危惧される。また、術前、術後の視機能

検査に必須である視能訓練士の不足が深刻である。高度医療を継続するためには、それに特

化した環境にするべきであり、外来診療の脆弱性を懸念している。 
 

 
耳鼻いんこう科 
                                 耳鼻いんこう科部長 溝呂木 紀仁 
昭和 62 年から東京慈恵会医科大学昭和 47 年度卒業の溝呂木紀仁が部長として、平成 19

年4月から平成17年度卒業の池田このみ、平成21年4月から平成19年度卒業の吉越彬が

耳鼻いんこう科医師として勤務している。 
対象疾患としては、脳及び眼を除く頭頚部疾患を目標としているが、近年、来院する患者

層にも変化が見られ、疾患別に各専門分野へと分かれて受診する傾向にあるようで、当科に

おいても例外ではなく、悪性腫瘍で来院する患者さんは減っており、手術を必要とする疾患



の割合が減少傾向にある。その反面、アレルギー性疾患、老人性疾患など保存的治療が主と

なる疾患、糖尿病、高血圧症及び肥満等合併症の存在が問題となる患者数は増加しており、

耳鼻いんこう科単独では管理しきれない症例も少なくない。当院では麻酔科医師の協力によ

り、耳・鼻・咽頭の手術についてはできる限り全身麻酔下で行えるようになってきたため、

患者さんへの精神的負担は軽減できている。 
特殊外来としては、木曜日の午後に行っている睡眠呼吸障害外来（社会的変化に伴い、非

常に増加傾向にある。）をはじめ、内耳機能、嚥下機能等に関する診療を随時行いつつ、病状

の把握・治療に携わっている。 
市内開業医の先生方とも密接な連絡を取って、紹介先及び紹介元として交流しており、東

海大学医学部耳鼻咽喉科にも多大な協力をいただいている。 
今後も、地域の核になる病院として、患者さんのニーズに合った診療体系を目指していく

つもりである。 
 
 

麻酔科 
                            麻酔科部長 上出 正之 
平成 15 年 4 月に県立病院から市立病院となり、8 年が経過したが、その期間の手術件数

及び麻酔科管理手術件数の推移を下表に示し考察したい。 
年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度 

総手術件数 2,775 2,883 2,734 2,745 2,350 2,389 2,221 2,352 
うち麻酔科管理件数 840 744 664 775 755 845 920 1,039 
麻酔科管理の割合(%) 30.3 25.8 24.3 28.2 32.1 35.4 41.4 44.2 

平成 15 年、16 年頃は県立病院時代とほぼ同様の傾向であったが、平成 17 年頃は内科常

勤医師不足から外科への紹介患者や救急患者が一時的にかなり減少し、麻酔科研修医及び麻

酔科非常勤医師数も不安定になったりしたことが原因で麻酔科管理手術件数が減少した。平

成18年は麻酔科の人員的な面では麻酔供給能力も回復したが、平成19年になり、産婦人科

の診療休止の影響で大幅の減少となった。平成 20 年は形成外科の非常勤化に伴い総手術件

数はさらに減少することが見込まれたが、外科系各科の努力により総手術件数は維持され、

その中の麻酔科管理手術も増加傾向となった。平成 21 年には、外科、整形外科症例に対す

る積極的な麻酔科管理対応により、麻酔科管理手術の割合は 40%を超え、920 件となった。

潜在的には1,000件以上の麻酔科管理手術の需要があると予測されるが、常勤医師2名体制

では不可能な数字である。平成 22 年度からは、非常勤医師が大幅に増員され、麻酔科管理

手術対応能力が拡充され1,039件と初めて1,000件を超えたが、今後も一層の努力が必要と



考えている。 
一方、数的な評価から質的な評価に目を向けると、外科においては、長時間の腹腔鏡手術

の増加が認められるようになりつつある。低侵襲手術であることには疑いないが、手術室の

回転率の低下や膨大な診療材料の準備や管理などにより、手術室への負担はかなりのものと

なっている。   
手術麻酔関連の診療報酬の改訂により、経営的には急性期病院における手術医療の重要性

はますます高くなってきているが、効率的で円滑かつ安全な手術室の管理には現在の人員で

は困難な面もあり、麻酔科医の増員だけではなく、臨床工学技士や診療材料管理者の常勤化、

清掃担当の技能員の増員なども必要である。手術看護の特殊性を考慮すれば、現状の手術室

看護師業務をさらに特化していく必要がある。また、新病院の建築に向けて、将来的な手術

部門のあり方についても検討が必要である。施設面での充実は当然であるが、新病院の手術

室へ移設可能な備品等の購入には将来を考えた選定が必要である。今後、購入予定の手術用

ベッド、全身麻酔装置、患者監視装置、各種の手術関連機器などの高額医療機器の購入には

診療科間での互換性にも十分な配慮が必要である。今後、さらなる外科系各科と病院の管理・

運営者側の理解に期待したい。 
 
 

放射線科 
                            放射線科医長 髙橋 直樹 
平成 22 年度も放射線科常勤医師 1 人と複数の非常勤医師により CT・MRI・RI・X-P の

読影と肺生検及び血管造影検査を行った。月間読影枚数は 1,000～1,200 件程で、毎週水曜

日には外科・病理との術前合同カンファレンスにも出席している。また、地域連携として月

間50件程のCT・MRI・RIの検査依頼があり、各診療所や病院へ文章にて報告している。 

 
 

（B）医療技術部 
薬剤管理指導室 
                          薬剤管理指導室長 井上 清孝  
平成22年度は4月1日付で矢野悟主査が採用され、常勤13名と非常勤4名でスタートし、

4月に阿部彩技師、5月に加藤めぐみ主任が産休に入った。 
7 月からＳＰＤ2 名が入り、医薬品管理業務等薬剤師による本来以外の業務に携わってい

る。 
2名減により、夜間救急、土・日・祭日の業務の回数が増え業務負担になった。 



学会及び院内発表は、7 月の第 18 回クリニカルファーマシーシンポジウム：岩崎弥生主

任、牧野淳子主任、9 月の日本緩和医療薬学会：武嶋常主任、11 月の第 20 回日本医療薬学

会年会：岩崎弥生主任、牧野淳子主任、23 年 2 月のかながわ薬剤師学術大会：武嶋常主任、

高橋真紀子技師、23 年 2 月の院内業務改善報告会：野村恭子主任、宇井可奈枝技師、23 年

3月の院内クリニカルパス発表会は畠山禎主査が発表をした。 
講演会の講師としては、10月の市民公開講座：宇井可奈枝技師、10月の厚木市立病院講

演会：野村恭子主任、11月の第2回糖尿病ケアチーム院内講演会：野村恭子主任が講演を行

った。 
認定関係では5月に野村恭子主任が「認定実務実習指導薬剤師」に認定された。 
薬剤管理指導室としての業務は外来・入院調剤、指示せんによる検査薬、糖尿病関連器具

の調剤、注射薬の個人別払い出し、製剤、医薬品の管理（麻薬、向精神薬、毒薬、毒劇物、

特定生物由来製品）、院内各セクションの常備薬品点検、薬剤情報提供（外来）、病棟薬剤管

理指導、医薬品情報ニュースの発行（2～3 回／月）、医師への処方内容に対する疑義照会、

患者さんや医療スタッフからの相談・問い合わせ対応、受託研究業務など幅広く行なってお

り、薬事委員会、化学療法運営委員会をはじめ多くの委員会の事務局・メンバーとして活躍

している。 
院外処方せん発行率は83.6％と21年度比で横ばいであり、注射枚数も21年度とほぼ同数

であった。 
22年度は、9月に外来ホールに「持参薬チエックコーナー」を設置し、本館3病棟・整形

外科の予約入院、11月に本館5病棟の予約入院の持参薬確認業務を開始した。 
新たに抗MRSA 薬のTDM 解析を 14 件実施した。抗がん剤混注件数は 1,174 件で 21 年

度比で 16％減少、病棟服薬指導件数は 3,584 件で前年度比で 14%減少した。医薬品受託研

究件数は 35 件（21 年度は 28 件）であった。経費削減を目指すジェネリック薬品は、先発

薬品から 29 品目の切り替え（薬価で 1,017 万円の削減）を行った。また、薬科大学 5 年次

実務実習5名の受け入れ教育を実施した。 
今後は、チーム医療を重視した医薬品安全に心がけ、入院時の持参薬管理業務の拡大、副

作用の未然防止等病棟服薬指導内容の充実と件数増を図って業務を進めていきたい。  
 
 
 

 
 
 



臨床検査室 
臨床検査室長 増田 綾子 

平成 22年度は常勤職員 8名、臨任職員2名、非常勤職員 2名でスタートしたが、5月に

病理の非常勤技師1名と3月に採血室専任看護師1名（臨任）及び時短非常勤看護師1名が

加わった。採血室は看護局と検査室の共同運営であったが、今回、採血室専任の看護師が採

用されたことで、検査室主体となった。同じ看護師が常在することで患者さんの安心も得ら

れ、試験管間違い等のミスを防ぐのに役立っていると思う。 
病理検査件数は産婦人科常勤医師が4名に増えたことも影響したのか、前年より7％増加

した。解剖は3件、ＣＰＣは1回開催された。 
生理検査は前年に比べ僅かに減少したが、これは、出血時間をセットから外したためであ

ろう。超音波検査数は微増、筋電図関連検査も増えているので収益は増加していると思われ

る。 
検体検査系に関しては、全体検体数は昨年とほぼ変わらず、一般検査・生化学検査・輸血

検査は増加し、血液検査・血清検査・細菌検査数は減少していた。 
精度管理については、日本臨床検査技師会・日本医師会・神奈川県臨床検査技師会の外部

三機関主催のものに参加しており、いずれも良好な成績であった。 
今後の課題はＤダイマーの件数を減らすこと、クリニカルパスの検査項目も適正なものに

するよう働きかけることである。 
また、来年度の電子カルテ化や新病院建設に向けての作業にも、細心の注意を払って取り

組んでいきたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



放射線技術室 
                           放射線技術室長 森 吉正 
平成22年度は、常勤職員14人と、臨任職員1名でスタートした。5月に常勤職員が1名

退職し、7 月に新採用常勤職員が入ったが 1 月に退職した。その後、2 月に臨任職員 1 名の

採用があった。 
全体の診療業務件数状況は、前年度と比較して 0.3%の増加で、特にCT 撮影とMRI 検査

の増加が目立ったが、血管撮影やラジオアイソトープ検査は大きく減少した。内訳は、増加

した業務では、CT撮影の11,484件が5.4%、MRI検査の3,091件が2.9%、単純撮影の38,510
件が 0.1%の増であった。CT 撮影の増加は、単純、造影に限らず、胸部、腹部が、MRI 検

査の増加は、単純、造影に限らず、腹部が顕著であった。減少した業務は、血管撮影の 286
件が 29.6%、ラジオアイソトープ検査の 794 件が 13.2%、造影撮影の 1,023 件が 7.3%、放

射線治療の2,708件が6.5%の減であった。血管撮影はすべての検査内容で、ラジオアイソト

ープ検査は心筋シンチで顕著であった。 
また、今年度は病院機能評価の更新をするため、放射線技術室の体制、機能の見直しや、

各モダリティの運用、マニュアル、点検記録の改定などを行い、万全の体制で取り組むこと

ができた。 
10 月には、小林教子技師が関東甲信越放射線技師学術大会の一般演題で「下肢静脈造影

CTプロトコールの最適化の検討」を発表した。3月には、未曾有の東日本大震災があり、そ

れに伴う計画停電の対応に追われた。大型医療機器の安全管理や電源確保、停電時の対応な

ど、再認識をさせられる事案だった。 
来年度は、電子カルテ化に伴ってPACS導入が計画されている。今後も、安全で安心な診

療を心掛けると同時に、質の高い画像の提供、質の高い医療の提供を目指して行きたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



理学療法室 
                            理学療法室長 中平 正和 
当室はリハビリテーション医療を構成する理学療法、作業療法、言語療法などのうち、基

本的な動作能力などの回復のために物理的な手段を使う理学療法、作業的な手段を使って日

常生活動作や家事動作の回復を目指す作業療法を実施している。 
スタッフは理学療法士 （PT）4名、作業療法士（OT）1名、マッサージ師1名で構成し

ている。 
平成22年度の新患の件数は664件で、前年より88件減少した。延べ患者総数は、14,453

人（前年度は 15,783 人）で、取得点数は 3,683,295 点（同 3,432,180 点）となり、延べ患

者総数が約 8％減少したにもかかわらず、取得点数は 251,115 点増加した。これは、平成２

０年度の診療報酬の改定で脳血管疾患（Ⅱ）の点数が改善された事と、早期リハを重視し、

早期からの患者さんへ時間配分の出来る範囲で集中的に訓練時間を提供させた結果と考える。 
運動器疾患、脳血管疾患等の区分別件数を比較すると、整形外科を中心とする運動器疾患

が9,575件（入院7,140件、外来2,435件）脳血管疾患等が4,878件（入院4,704件、外来

174件）と、全体の66％が整形外科疾患であった。数年前まで8割近くが整形外科疾患（運

動器）であったのが、徐々に他科からの依頼も増加しつつある。また、疾患区分上、脳血管

疾患等に位置づける廃用症候群が増加したことも要因と考えられる。 
2 度目になった病院機能評価Ver.6 の受審に向けては、前回の経験もあり、スタッフ全員

がそれぞれ役割を分担し、マニュアルの見直しを行った。設備面での整備などには施設管理

係に大きく協力いただき取り組むことができた。また、対策の一環ではあるが毎月スタッフ

会議をもち、業務実績やヒヤリ・ハットへの検討などを行い業務改善につなげた。 
リハ医、言語聴覚士の不在、療法士全体の数の問題もあり、全病院的に提供すべきリハサ

ービスが提供できない部分もあるが、新病院に向けてはリハビリテーション科の新設、内容

の充実が出来るよう努力していきたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



栄養管理指導室 
栄養管理指導室長 岡田 和子 

栄養管理指導室は、治療の一環として、「安全・安心な食事」、「治す力・癒す力になる食事」、

そして「美味しく楽しい食事」であるよう、食事を通じて治療に貢献することを目標として

いる。 
平成 22 年度は、記録的な猛暑日が続いたため、当院の厨房内においても厨房内の室温上

昇が避けられないのが現状であった。高温・多湿という、細菌の繁殖に適した環境の中、委

託業者とともに、作業工程の工夫や厨房内の衛生管理・安全管理の徹底、職員の健康管理に

留意し、食中毒の予防に努めた。 
そして、平成23年3月11日には東日本大震災が発生した。発生時、当科では夕食の準備

中であり、火気を用いた調理業務を行っていた。他部署の協力のもと、厨房内のライフライ

ンは無事確保することができたが、交通網の混乱や一部寸断により、食材の確保が一時困難

となり、連日の献立の立て直しや、一部非常食を使用する場面にも直面した。また、代替が

ききにくい経管栄養剤や栄養補助食品においても、製造地が被災している品目もあり、対応

に追われた。今回の震災を経験し、非常食の内容等、物資面の見直しと共に、何より震災発

生時の人的な体制の再考が急務であり、「普段からの備え」の重要性を痛感した。 
現在、新病院建設に向けて、当科においても他部署と連携し、熟慮を重ねている。今回の

震災から得た教訓も踏まえて、今後もより多くの患者さんに満足していただける病院づくり

に参画していきたい。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（C）看護局 
                              副院長 吉塚 弥生 
平成 22 年度は、病院機能評価更新のため、忙しい業務に加え、医療の質や安全なケアプ

ロセス、チーム医療の見直しなど様々な取り組みを行った。その結果、平成23年2月にVer6．
0 が認定された。今回の受審準備では、初回受審時の経験を活かし、看護局内各会議が担当

項目に合わせ着々と準備を進めたことで、高い評価を受けることができた。そして、改めて

看護職がチーム医療の要であることを実感することができた。これを機会に、病院全体のチ

ーム医療の推進が進むことを期待したい。 
平成22年度は4月に18人の新採用者を迎えた。今年度から保健師助産師看護師法の改正

による｢新人看護職員臨床研修｣の努力義務化が示されたが、当院でも、新卒新人看護職員に

対する研修を大幅に見直した。4月から6月までの配置先での研修に加え、9月から11月に

かけ、手術室及び他部署での研修も盛り込み、一つでも多くの体験が出来るよう企画した。

夜勤入りを7月からとし、その間にフォローアップ研修を3回行うなど昨年度より手厚い研

修を行った。この研修制度の実施の結果、どのセクションも現場の先輩看護師の温かい支援

を得て、新卒の看護師が成長することができた。 
今年度、緩和ケア認定看護師が1名誕生し、当院の認定看護師は9名になった。認定看護

師活動では、集中ケア認定看護師による「フィジカルアセスメント研修」が行われ、看護職

員の知識の向上や根拠を持った技術提供に結びついた。また、緩和ケアチーム、医療機器安

全チーム、糖尿病ケアチーム、褥瘡・NSTチームなど院内のチーム医療の場面でも中心的に

活動し、医療・看護の質向上に貢献した。 
今後は、新病院建設に向け、様々な変化が予測され、看護師確保対策・定着対策なども真

剣に取り組まなければならない課題である。病院の方向性を見据え、看護局としてしっかり

と取り組んで行きたいと思う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



（E）病院事業局 
病院総務課 
                          病院総務課長 曽我 博文 
 厚木市立病院は、地域医療を支援する中核病院として、地域医療機関との連携を推進す

るとともに、急性期を中心とした二次医療の提供や、専門性に基づく高度医療の強化に努め

てきた。 
平成22年度は、病院機能評価の更新（Ver.６）を行い、より一層の医療の質の向上を図る

とともに、看護基準（７：１）を継続することなどにより、患者満足度の高い医療の提供を

推進してきた。 
また、引き続き医師の確保に努め、特に産婦人科については、４月から分べんを再開する

とともに、10月には４人目の常勤医師を増員した。 
収益については、産婦人科の分べん再開や救急車の受入件数の増加により、延入院患者数

が増加したことや、10年ぶりに診療報酬の引き上げがあり、特に救急医療への評価の充実が

なされたことにより、医業収益が大きく改善した。 
このため、平成22年度の事業収益は、6,974,903千円となった。主な内訳は、入院収益は

3,778,403千円（一人一日平均42,968円）、外来収益は1,671,025千円（一人一日平均10,424
円）、特別室等使用料や文書料等のその他医業収益は、117,039千円となった。なお、一般会

計からの繰入金は、1,325,488千円であった。 
一方、事業費用は、7,153,634 千円となった。主な内訳は、給与費が 3,920,215 千円、薬

品や診療材料などの購入のための材料費が 1,237,202 千円、委託料や修繕費などの経費が

1,480,914千円、減価償却費が278,358千円となった。 
以上の結果、本年度は 178,731 千円の純損失を計上することとなったが、平成 21 年度の

純損失が484,233千円であったので、前年度に比べ305,502千円の改善することができた。 
患者の状況は、入院患者数は、年間延べ 87,935 人（１日平均 241 人）で、平均在院日数

は 13．2 日、病床利用率は 67.7％であった。また、外来患者数は、160,300 人（１日平均

660人）であった。 
平成 22 年度は、経営面では明るい兆しが見えてきた年であったが、更に、市民の皆さん

や病院関係者から期待されている新病院の早期建設に向け、基本設計に着手することができ

た。また、新病院が地域医療の中核病院として、将来にわたり安定かつ健全な病院経営を継

続することができる適切な運営形態を検討するため、市関係部局の関係者からなる「厚木市

立病院運営形態検討委員会」において、運営形態の検討が行われ、平成 24 年 4 月から「地

方公営企業法全部適用」の運営形態に移行することが決定された。 
今後も、病診・病病連携の更なるの推進を図り、救急医療体制の充実や地域ニーズに応え



る高度医療の提供など、地域医療を支援する病院として積極的に取り組むとともに、健全な

病院経営に配慮しつつ、市民の皆さんに信頼される病院となるようたゆまぬ努力を続けてい

きたい。 

 
 

医事課 
医事課長 内田 晃 

平成 22 年度は、業務予定量のうち、年間患者目標を入院 94,900 人、外来 170,100 人と

したが、実績では、入院 87,935 人、外来 160,300 人となり、達成率は、それぞれ 92.7％、

94.2％であった。 
前年度と比較すると、入院は3.0％（2,526人）の増加、外来は1.4％（2,327人）の減少

であった。 
入院については、実患者数が6,174人（前年度5,776人）、平均在院日数が13.2日（前年

度13.8日）となった。実患者数は、産科再開等の影響により増加（398人）した。 
外来については、一日平均患者数が660人（前年度672人）となった。循環器科等の患者

の減少（12人）が影響した。 
救急患者数は、10,492 人で前年度の 10,987 人と比較して 4.5％（495 人）の減少となっ

た。主な要因としては、感染症による患者の減少（598人）が影響している。 
また、診療科別では、前年度と同じ傾向で、小児科が3,693人と最も多く、次いで内科系、

整形外科の順であった。 
医事課としては、各種の医療制度や医療費負担軽減の案内など、患者さんが、利用しやす 

い病院として、サ－ビスの向上に努めた。特に、入院時における高額療養にかかる「限度額

適用認定証」の利用促進を図るため、利用のチラシの作成や制度説明の機会の充実した結果、

限度額適用認定証の利用率が11％に向上した。また、現在運用しているクリニカルパスを見

直し、16件のクリニカルパスを変更するなど、医療の標準化・効率化を進めた。 
施設基準については、4 月の診療報酬改定にあわせ積極的な取得を図った。また、7 月か

らは新たにがん性疼痛緩和指導料、急性期病棟等退院調整加算1を取得するとともに、医師

事務作業補助体制加算を 100 対１から 50 対１への変更取得をするなど、収益の確保に努め

た。 
今後も引き続き、質の高い効率的な医療の提供に医事課として寄与していきたい。 
 
 
 
 



地域医療連携室 
 
                          地域医療連携室長 関原 弘子 
地域医療連携室は、当院の基本理念である「市民の生命と健康を守り、地域医療を支援す

る病院」のもと、｢地域の医療と保健・福祉機関との連携を推進し、顔の見える連携｣を目標

にしている。構成員は、室長（看護師）、看護師 1 人、介護福祉士 1 人、ソーシャルワーカ

ー1人、事務2人、HIVカウンセラー（県派遣 1～2日／週）1人。 
主な業務内容は、①紹介患者の受け入れ、紹介元への結果報告、患者の逆紹介②高度医療

機器共同利用の手続き③入院患者の退院にむけての調整④在宅支援後方支援⑤医療相談⑥病

院に対する要望、クレームの対応⑦広報活動⑧HIV感染患者の対応である。 
平成２２年度は、地域医療機関からの紹介患者 6,840 人中 1,544 件(22.6％)を地域医療連

携室で受付、高度医療機器（CT、MRI、RIなど）の共同利用は376件であった。地域医療

機関からの依頼に対して、丁寧、迅速に返答できるよう心がけ、患者がよりよい医療サービ

スが受けられるよう支援している。 
医療相談については、通院・入院を問わず患者・家族の相談を1年間で1,083件を受けて

おり、相談・援助の延べ件数は 16,223 件で年々増加している。相談患者の年齢は、60 歳代

から 90 歳代までで 8 割以上を占めており、相談内容は転院・転医援助が最も多くなってい

る。生活困窮者も増えてきたことから、関係法制度の利用説明や援助内容も複雑になってい

る。 
また、在宅での医療処置が高度になってきている昨今、退院後も何らかの処置を継続しな

ければならない患者や、介護を必要としている患者が多い現状である。家族背景においても

独居あるいは高齢者世帯や、２世帯であっても昼間は仕事をしているため介護者がいないな

ど、様々な問題が重なっており、家族間の調整も必要になっている。このような状況の中、

医療チームとの連携を図り、退院後の生活をイメージできるよう情報提供することで、患者・

家族が自己決定でき、スムーズに退院の準備が出来るよう支援している。 
そして退院後、患者や家族が地域で安心して生活を送ることができるように、地域医療連

携室が窓口となり、地域医療、福祉機関との連携に努めている。 
 
 
 
 
 

 


