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本年度はオーダリング
　本年度はオーダリング、PACS、
DPCと病院のシステムのIT化を進める大
きな節目の年になります。IT化はとても便
利になると思いますが、システムに使われる
恐れもあり、今まで以上に患者様への目線をそ
らさないよう全員努力が必要となってくるでしょ
う。しっかりと両足を地に着け、地域医療を守る病
院として職員一同頑張っていきます。

　外科医の
過重労働（３
Ｋ）環境の敬遠
から婦人科小児科
と同様に近年外科
志望者の減少が続き、
岡山大学外科入局者が減少、10年前と比

べ常勤医師引き上げ、非常勤医師派遣も週３
日から１日へ減少しており、今春の外科学会で
も外科医療の危機・崩壊の対策が討論されまし
た。外科医は手術（術前検査・標本整理・術後
管理含め）や外来・病棟診療のみならず、内視

鏡検査、診断書作成、夜間救急医療等を担っています。
　浅口地区では救急受け入れや手術可能な病院の減少、最
近は笠岡市からの外傷救急依頼が増加し当院の役割が増し
ています。浅口地区の外科医療が継続できるように今年度
も頑張りたいと思います。　今年度は人事異動を行い、新しい

管理体制で気持ちも新たにスタート
を切りました。
私たち看護職は患者様を中心にいろ
いろな職種の方たちと「つながり」
があります。また、外来から病棟・
在宅へ、病棟から外来・施設・在宅
等々にも「つながり」があります。

　それらあらゆる「つながり」を大切に切れ目のない看
護を提供することを今年度の目標とし、看護職一丸と
なって取り組んでいきたいと思います。

　金光病院の平成21年度事業計画が示
され、各種目標が決定しました。今年
は放射線のPACS（電子画像保存通信
システム）の稼動、オーダリングシス
テムの稼動、そしてDPCが７月よりは
じまります。職員一人ひとりが本年度
事業計画の目標達成と、各システムを
よく理解し、有効に活用して収益の増
強に努めていただきたい。

「忙しい」が口実にならないように
　医療機関の職員は多忙です。この原因としては、医療の高度化、患者様の意識の変化、記録な
ど各種文書の増加、医師を筆頭に医療職員の不足などが考えられますが、それら以外にも電子カ
ルテやオーダリングなどのIT化もその原因の一つになりそうです。
　当院でも今年７月からオーダリング・システムが稼動します。また入院患者様については
DPC（急性期疾患の包括支払い）による診療報酬の計算が始まります。オーダリングは内服薬、
注射薬の処方、検査などの内容を医師が電算機に打ち込むと、直ちに会計や、薬局、検
査室、レントゲン室にその内容が送られるシステムで、一見スピードアップに繋がる

ようですが、電算機を操作するのは医師です。不慣れなうちは、こちらにかなり
時間を取られそうで、今以上に医師は多忙となります。考えて
みると、今までも「忙しいのに」という言葉をよく使ってい
ました。診療内容やインフォームドコンセントによる患者
様との意思の疎通が「忙しさ」によって低下しないよう、
しっかりと気をつけ
たいと思います。院長
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１．外来患者数（延べ人数）
年　　間 １日あたり

平成18年度 77,984人 （初診10,665人） 261.6人
平成19年度 79,424人 （初診10,823人） 269.2人
平成20年度 78,344人 （初診10,889人） 265.6人

２．科別外来患者数（延べ人数）
診療科 平成18年度 平成19年度 平成20年度
内科・リウマチ科 23,785人 23,224人 23,259人
透析 8,604人 8,737人 8,884人
外科・肛門科 12,740人 14,943人 13,526人
整形外科 4,982人 4,957人 4,598人
泌尿器科 8,414人 8,767人 8,704人
皮膚科 16,588人 15,939人 16,554人
眼科 1,254人 1,142人 1,175人
耳鼻咽喉科 1,271人 1,373人 1,228人
小児科 346人 342人 416人
合計 77,984人 79,424人 78,344人

４．平均在院日数
全体 １Ｆ ２Ｆ 亜急性期 療養病床

平成18年度 29.3日 18.0日 19.0日 42.8日 117.2日
平成19年度 29.4日 16.4日 19.4日 36.0日 169.8日
平成20年度 31.5日 17.6日 20.0日 36.0日 120.9日

５．１日平均入院患者数（医療法）および病床利用率
１Ｆ ２Ｆ ３Ｆ 合計

平成18年度 36.9人 36.1人 36.7人 109.8人
73.9％ 72.2％ 78.1％ 74.7％

平成19年度 35.4人 37.4人 38.4人 111.2人
70.8％ 74.8％ 81.7％ 75.6％

平成20年度 36.5人 37.6人 40.2人 114.2人
73.0％ 75.2％ 85.6％ 77.7％

６．科別入院患者数（延べ人数）
診療科 平成18年度 平成19年度 平成20年度
内科・リウマチ科 22,415人 23,554人 24,230人
透析 895人 530人 359人
外科・肛門科 8,631人 11,213人 10,428人
整形外科 6,965人 5,200人 5,890人
泌尿器科 1,568人 1,461人 2,042人
皮膚科 203人 106人 168人
耳鼻咽喉科 10人
介護型療養病棟 816人※
合計 41,493人 42,074人 43,117人

※平成18年４月～６月分（以降廃止）

３．入院患者数（延べ人数）
年　　間

平成18年度 41,493人
平成19年度 42,074人
平成20年度 43,117人

７．救急車搬入患者数
年　　間 １か月あたり

平成18年度 432人 36.0人
平成19年度 452人 37.7人
平成20年度 382人 31.8人

８．休日・時間外患者数
外来 入院

平成18年 1,307人/年 128人/年
108.9人/月 10.7人/月

平成19年 1,412人/年 124人/年
117.7人/月 10.3人/月

平成20年 1,301人/年 102人/年
108.4人/月 8.5人/月
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９．紹介率
平成18年度 16.8％
平成19年度 16.4％
平成20年度 15.9％

10．逆紹介率
平成18年度 7.9％
平成19年度 7.7％
平成20年度 10.1％

11．通所リハビリテーション利用者数

平成18年度 4,912人/年
16.5人/日

平成19年度 4,859人/年
16.1人/日

平成20年度 5,152人/年
16.7人/日

12．訪問リハビリテーション利用者数
　　 （平成18年８月より開始）
平成18年度 4.0人/月
平成19年度 4.0人/月
平成20年度 5.7人/月

13．年間主要検査数
平成18年度 平成19年度 平成20年度

食道・胃レントゲン検査 51件 54件 53件
注腸レントゲン検査 68件 41件 33件
胃カメラ 730件 753件 623件
大腸カメラ 347件 352件 295件
超音波検査 1,071件 1,012件 1,088件
CT検査 2,209件 2,577件 2,526件
MRI検査 590件 645件 788件
膀胱尿道鏡検査 327件 335件 353件
前立腺生検 58件 37件 50件

14．年間手術件数および麻酔件数（手術室を使用した手術・検査について）平成20年度
全身麻酔 腰椎麻酔 局所麻酔 その他 合計

平成19年 平成20年 平成19年 平成20年 平成19年 平成20年 平成19年 平成20年 平成19年 平成20年
外科 66件 86件 47件 72件 10件 24件 0件 0件 123件 182件
泌尿器科 8件 6件 109件 109件 3件 4件 1件 4件 121件 123件
整形外科 5件 14件 64件 74件 27件 23件 6件 8件 102件 119件
内科 0件 0件 0件 0件 6件 3件 0件 0件 6件 3件
皮膚科 0件 0件 0件 0件 0件 2件 0件 0件 0件 2件
耳鼻咽喉科 0件 0件 0件 0件 0件 1件 0件 0件 0件 1件
合計 79件 106件 220件 255件 46件 57件 7件 12件 352件 430件

15．その他
平成18年度 平成19年度 平成20年度

胃瘻造設 18件 9件 27件
大腸ポリープ内視鏡切除 57件 50件 36件
大腸内視鏡的粘膜切除 16件 17件 22件
胃ポリープ内視鏡的切除 5件 2件 1件
胃内視鏡的粘膜切除 2件 1件 5件

16．各種指導件数
平成18年度 平成19年度 平成20年度

薬 剤 管 理 指 導 4,425件 4,810件 5,009件
処 方 箋 発 行 量 22,034件 45,640件 45,694件

食事指導 外来 30件 30件 49件
入院 643件 532件 537件

平成18年10月より院外処方

17．再入院
平成18年度 7.1％
平成19年度 10.7％
平成20年度 14.5％

18．入院患者褥瘡発生率
平成18年度 4.0％
平成19年度 4.2％
平成20年度 3.9％

19．院内感染率
平成18年度 0.52％
平成19年度 2.01％
平成20年度 3.60％
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がん治療認定医の資格をとって

　2007年からがん治療認定医という制度が始まったのをご存知の方はあま
りないと思います。これは日本の医療があまりに専門分化しすぎていて、
診察している医者も自分の専門分野に関してはよく知っているが、他分野
のがん治療に関しては、極端に言えば学生時代に習った知識はあるが、最
新の状況についてはよく知らないという弊害をなくすため、がん治療に関
して広い知識を持つ医師を認定し、患者さんが治療を受ける際、よき相談
役となり、最善の医療を受けていただけるようにしようというものです。

　がん治療認定医の目的からすれば、認定医は一線の医療機関にいて、患者
さんの相談に気軽にのってあげられるのが理想ですが、今のところ、認定医
のほとんどは大学病院や基幹病院の医師がほとんどです。というのも認定研
修施設の指導者がまず資格申請していること、資格を取るための要件が
①基盤学会の認定医もしくは専門医の資格を有すること
②�過去５年間に指定された学会および学術誌にがんに関する学会発表および
論文発表があること

③認定研修施設で必要な臨床研修を終了していること
④�日本がん治療医認定機構の開催する教育セミナーに参加し、必要な単位を
取得していること

⑤認定医試験に合格すること
と資格取得のハードルが高いことが挙げられます。私も認定医試験の時には、まる２日間、缶詰
で胃がん、肝臓がん、肺がん、悪性リンパ腫、白血病等の最新治療、がんの生物学、臨床試験の
評価、緩和医療、医療倫理など24の講義を受け、その後、試験とハードな２日間を過ごしました。

　この資格は５年ごとの更新制で、2007年度は、全国で3,879
名（岡山県では全科で97名、泌尿器医は私を含めて３名）
が認定されました。まだ認定医の数は少ないですが、将来
的には、がん治療に携わる者が最低限持つべき資格となり、
各領域の専門医との連携のもとにがん治療を進めていくこ
とになると思われます。私も今回のセミナー受講は大変で
したが、他分野のがん治療を勉強して自分の専門である泌
尿器科のがん治療へのヒントをいっぱいもらいました。ま
た現時点で勉強したことはあくまでも現時点での最新知識
でしかありませんので、これからも広く知識を吸収し、日
常診療や当院の健康教室などの機会を通して、地域の皆様
に還元していきたいと考えています。

泌尿器科　牧　佳男
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看護師　仁木　美紀

　平成21年3月28日㈯当院多目的ホールにおいて、平成20年度看護フェアが開催されました。

　今年度は、昨年を上回る100名以上の方々が来場して下さり、スタッフ一同大変喜んでおります。

また、バザーにおきましては、53,000円の収益金があり、山陽新聞社会事業団へ寄付することが出

来ました。出品して頂いた皆様、並びにご来場頂いた皆様、ご協力ありがとうございました。

　今年の健康チェックでは、新たに動脈硬化を調べるABIといわれる検査を取り入れ、約30名の方

が受けられました。検査の結果、動脈硬化の傾向がみられた方が若干名おられ、食生活をどのよう

に気をつけたら良いのかという質問を多く聞きました。

　このため、看護師または栄養士による相談コーナーを設けることができていたら、検査を受けら

れた方々に満足して頂けたのではないかと考えており

ます。この機会に動脈硬化によって引き起こされる病

気を知り、食生活を見直す動機付けとなれば幸いです。

　今回の看護フェアを通じ、地域の方々と触れ合うこ

とができたことを大変嬉しく思っています。そして、

来年度の看護フェアを充実したものに出来るよう努力

していきたいと思っております。

看護フェアを終えて
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　我が医局は、内科常勤４名、パー
ト4名。外科常勤２名、パート２名。
泌尿器科常勤１名、パート１名。皮
膚科常勤１名。整形外科パート３名。
眼科、耳鼻科、小児科各数名のパー
トの陣営です。
　医局の１日は、もう20年近く続
いている朝８時からのフィルムカン
ファレンスで始まります。前日検査
したＸ線、CT、MRI、内視鏡のフィ
ルムを観ながらあーだ、こーだとマ
ンネリ化の感も否めませんが、貴重
な情報交換の場でもあります。
　我が医局の１番の強味は各科間の連携の良さです。複数の科のかかわる患者さんには、風通しのよい
機動力がいかんなく発揮され、大病院にはない俊敏な対応が可能となり、患者さんへのメリットは大き
いと思われます。

（医療技術部長　外科部長　　江添　弘）

～ 医 局 ～

谷
たに

野
の

　結
ゆ

香
か

入職年月日　３月16日
所 属 部 署　リハビリ室
星　　　座　かに座
血　液　型　Ａ型
趣　　　味　料理
好きな言葉　一期一会
週末（freeな日）は何をしていますか？
　 育児
今後の抱負
 　 １日も早く仕事を覚えて、一生懸

命頑張っていきたいと思います。
理　想　像
 　 仕事と家庭が両立できる立派な母

親になりたいです。

西
にし

江
え

　知
とも

子
こ

入職年月日　１月５日
所 属 部 署　事務部
　　　　　　（受付）
星　　　座　おひつじ座
血　液　型　AB型
趣　　　味　運動（バレー）
好きな言葉　夢
週末（freeな日）は何をしていますか？
 　ドライブ
今後の抱負
 　 何事にも前向きにがんばっていき

たいです。
理　想　像
 　 特にありません。

秀
ひで

平
ひら

　尚
ひさ

子
こ

入職年月日　４月１日
所 属 部 署　居宅介護
　　　　　　支援事業所
星　　　座　さそり座
血　液　型　Ａ型
趣　　　味　 手芸、野球観戦、おかし

作り、ガーデニングなど
好きな言葉　マイペース
尊敬する人（人物）　下柳　剛（阪神タイガース）
週末（freeな日）は何をしていますか？
 　 食べ歩きとかキャンプに行ったり

とか家事とか。
今後の抱負
 　 早く利用者さまに信頼されるケア

マネになれるよう頑張ります。
理　想　像
 　 特にありません。
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平成20年　 原田　美幸 10月25日 小笠原　悟 10月31日
 山下理恵子 10月31日 菰口　照子 12月31日

平成21年 高塚　淳恵 ３月14日 高橋美智子 ３月31日
 竹本　佳代 ３月31日

退職者

河
こう

野
の

　有
ゆう

紀
き

入職年月日　４月１日
所 属 部 署　地域医療
　　　　　　連携室
星　　　座　てんびん座
血　液　型　Ａ型
趣　　　味　 音楽鑑賞
好きな言葉　限定
尊敬する人（人物）　水谷修さん（夜回り先生）
週末（freeな日）は何をしていますか？
 　買い物に出掛ける。
今後の抱負
 　 早く仕事を覚え、金光病院の一員

としてがんばります。
理　想　像
 　 患者さんの話をしっかり聞ける

ソーシャルワーカー。

宮
みや

畑
はた

　真
ま

紀
き

入職年月日　１月13日
所 属 部 署　１Ｆ
　　　　　　（看護師）
星　　　座　水瓶座
血　液　型　AB型
趣　　　味　 子供と遊ぶこと
好きな言葉　一期一会
週末（freeな日）は何をしていますか？
 　子供と遊ぶ。
今後の抱負
 　 頑張りますので、よろしくお願い

します。
理　想　像
 　 患者さんに信頼される看護師。

丸
まる

川
かわ

　珠
たま

美
み

入職年月日　11月５日
所 属 部 署　透析室
　　　　　　（看護師）
星　　　座　乙女座
血　液　型　Ｂ型
趣　　　味　 無い
好きな言葉　頑張ろう。大丈夫。
尊敬する人（人物）　………
週末（freeな日）は何をしていますか？
 　ボーッとしている。
今後の抱負
 　 透析室にはやく慣れて一人前にな

りたいなあ。

　患者さま満足度向上のため、シルバーカーを新しく３台、
車いすは玄関専用の３台を追加させていただきました。
　シルバーカーとは、年配の方、足や腰の弱い方が歩行す
るときの押し車です。
「これはありがたいなあー。助かります。これなら安心で

す。」など、皆様にお喜びいただいて
います。
　ご来院の際には、いつでもご利用く
ださい。　　　　　　　　（総合受付）

シルバーカーが
好評です!!

　WBCの感動がまだ余韻として残っています。原監督をはじめ、ON世代から若返った

世代で勝利したことはとても意義あるのではと考えます。日本人はいつまでも昔の名声

を引きずりながらメンバーを構成する傾向があったのではと思います。今回もイチロー

が危ないところでしたが、神が降りてきて名声を保ったようです。

　いつまでも、昔を引きずらず、新しい、若い世代の台頭と活躍できるような環境を作り、

情熱を持った人たちがその舞台へ飛び出してくることを期待したいものです。　 （Ｙ生）

シルバーカー

車いす
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新年度も始まり我が子も一年生。
大きなランドセルを背負って歩く姿
を見ると毎日ハラハラ、ドキドキし
ています。素直な気持ちで、一緒に
成長していきたいですね。

1． プライマリーケア、亜急性期・慢性期医療および救急医療を
提供します。

2．質の高い高齢者医療およびケアを提供します。

3．．患者様の人権と意志を尊重し、患者様中心の医療を行います。

4． すべての患者様に対し、謙虚な心、礼節を忘れず、責任を持っ
て最善の努力をします。

5． 研修・研鑽に励み、医療の質の向上に努めます。

6． 地域の中核病院として、周辺医療機関、施設との機能連携を
推進します。

科　名 月 火 水 木 金 土 受付時間

内　　　科

リウマチ科

午前
１診 難波

（リウマチ）
小川 石田

（リウマチ）
小田原 小川 難波

（リウマチ）
8：30 ～ 11：30

２診 石田
（リウマチ）

難波
（リウマチ）

小川 松本 石田
（リウマチ）

小田原

午　後 小川 大谷 小田原 難波
（リウマチ）

小田原 浅田 1：30 ～ 5：00

外　　　科
肛　門　科

（午前のみ予約制）

午前
１診 前田 江添 前田 江添 前田 江添

８：30 ～ 11：30
２診

午　後 永坂 前田 前田 江添 江添 前田 １：30
（水、木）３：00 ～ ５：00

整形外科
予約制（土曜日のみ午後除く）

午前 高田 or 井谷 ８：30 ～ 11：30

午後 千田
（第４月曜日休診） 阿部 or 井谷 高田 or 井谷 １：30 ～ ４：00

泌尿器科
（予約制）

午前 牧 牧 岡大医師 牧 牧 牧 ８：30 ～ 11：30

午後 牧 牧 牧 岡大医師 牧 １：30 ～ ５：00

皮 膚 科
午前 久山 久山 久山 久山 久山 ８：30 ～ 11：30

午後 久山 久山 久山 久山 久山 １：30 ～ ５：00

耳鼻　　
　咽喉科

午前 診察日 ８：30 ～ 11：30

午後 診察日 １：00 ～ ３：30

眼　　科
午前 診察日 ８：30 ～ 11：00

午後 診察日 １：30 ～ ３：50

小 児 科
午前 診察日 診察日 ８：30 ～ 11：30

午後 診察日 診察日 １：30 ～ ４：00

注
意
事
項

※土曜日の午後の受付時間は、４時までとさせていただきます。 
※外科及び泌尿器科は午後から手術のため、休診となることがありますので、ご了承ください。

《金光病院診察時間表》 （平成21年４月１日～）


