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徳洲新聞

新専門医制度を意識した離島・へき地研修へ
マネジメントと大学側の理解を得る努力を！

医療法人徳洲会 常務理事
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モニターアラーム
適切な使用法学ぶ

徳洲会医療安全管理部会

離島医療に参加しやすい環境を整えることが重要

新型コロナウイルス感染症の1日当たりの死者数が高止まりしている。ワクチン
や治療薬の相次ぐ開発により、致死率は第1波の5.34％から第7波の0.09％（全年
齢、80代では1.43%、90代では2.96%）まで大きく低下しており、致死率だけ見れ
ばインフルエンザ並みになっている。しかし、新型コロナウイルスはインフルエン
ザウイルスより感染力が強く、今冬は行動制限がなくなったことから感染者数が
増加、年末年始の帰省の影響を受けた感染者の実数は、発表数よりかなり多いと
考えられ、母数の多さが1日当たりの死者数を押し上げている。

これまで冬休み中ということもあり、子どもの新規感染は落ち着いていたが、学
校の再開とともに感染者数も増加する見とおし。病床使用率が8割を超える県も
あり、救急搬送や入院治療が間に合わず一時的に致死率が上がる可能性もある。

日本ではオミクロン株BA.5系統が主流だが、米国ではXBB系統の亜種である
XBB.1.5が、欧州ではBQ.1系統が増加、ともに強毒化や免疫回避のエビデンス（科
学的根拠）はないが、注視が必要だ。日本でも両系統ともに、すでに感染が確認
されており、隣国の中国では、かつてない規模の
感染爆発により、新たな変異株が生まれる危険
性もあることから、第8波は長く続くことも考え
られる。

新型コロナ感染症

感染拡大で死者数が増加

2023年1月16日　月曜日　No.1372 生
い の ち

命だけは平等だ2

今、徳洲会グループでは東上震一理
事長の指揮の下、離島・へき地医療へ
の新しい取り組みが始まっています。
たとえば、離島に住む方々が、手術治
療を受けるために多大な犠牲を払って
都市部の病院に転院しなくてもすむよ
う、都市部と同レベルの医療を島にい
ながら受けられるようにとの思いで、
さまざまな改革に着手されています。
ドクタージェット機の試験運行もその
ひとつで、専門医の離島での診療が拡
充しつつあります。

離島に数カ月間滞在できる
常勤医師派遣が今後の課題

そのようななか、九州の交通の要衝
に立地する福岡徳洲会病院は、離島医
療への貢献が期待される存在です。こ
れまで看護部、事務部、薬剤部、リハ
ビリ科など多職種のスタッフを継続し
て徳洲会グループ病院に派遣してきま
した。しかし、医局に関しては思うよ
うに医師の雇用が進まず、派遣要請に
も十分に応えられない状態が何年も続
きました。申し訳ないことです。私は
一昨年、院長職を引き継いでから病院
運営の立て直しとともに、離島医療へ

の協力をひとつの柱として取り組んで
きました。現在、当院からは 6 つの診
療科に属する医師たちが毎月、離島に
あるグループ病院の診療に参加してい
ます。時には、当院派遣の外科医から
急な手術症例発生の連絡が来て、急
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追加で１人派遣し手術を行うこともあ
ります。その時は、中部徳洲会病院（沖
縄県）の麻酔科の先生に助けていただ
いています。離島支援も複数のグルー
プ病院で協力して行えるのは徳洲会の
良いところです。しかし、このような
1 週間程度の短期サイクルの医師派遣
はうまく機能しても、数カ月にわたり
離島に滞在して、院長先生を助ける常
勤医師の派遣には至っておらず、今後
の課題と言えます。

卒後 3 年目から 5 年目の専門研修プ
ログラム専攻医（いわゆる後期研修
医）は、離島医療にとって大きな存在
です。専攻医の下には 2 人から 3 人の
初期研修医がいて離島医療を支えてい
ます。したがって、初期研修医のフル
マッチと同じくらい徳洲会の専門研修
プログラムに専攻医をリクルートする
ことを重視すべきです。また、専攻医
に対しては、3 カ月間の離島・へき地

研修に際し、離島への派遣期間の調整、
J-OSLER（内科専門研修医登録評価シ
ステム）や NCD（外科系手術症例デ
ータベース）への症例登録など、専門
研修プログラムを 3 年間で遅滞なく修
了できるよう配慮する必要があります。
当院では、離島研修による研修休止期
間が後で問題とならないように、専攻
医が派遣されそうな病院には、あらか
じめ当院とプログラム連携を組んでい
ただくようお願いしています。

当院では、急性期医療を担う診療科
の多くが大学からの派遣となっている
ことが、離島・へき地医療協力での懸
念材料となっています。どのグループ
病院も同じ悩みを抱えておられるかも
しれませんが、大学からの派遣医師に
徳洲会の離島・へき地医療に参加して
もらうことはデリケートな問題です。
当院にも全員が単一の大学教室からの
派遣医師という診療科がありますが、
これまではグループ病院への応援を依
頼し難い雰囲気がありました。しかし、
ある大学教授から「教室員たちを徳洲
会病院に派遣したのは、症例数が多く、
若い教室員たちが臨床の修練をするの
に適しているからです。その目的と矛

盾しない範囲ならば、離島医療も若い
教室員たちには良い勉強となるでしょ
う」とのお言葉をいただき、当院では
外科と耳鼻咽

い ん
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科は大学派遣の医師た
ちも交代で離島診療に参加しています。
きめ細かい離島医療協力体制のマネジ
メントができれば、大学教室員の先生
方にも離島医療に参加していただくこ
とは不可能ではありません。

徳洲会を経験した医師たちと
協力しながら仕事できる日も

徳洲会の離島病院には、大学病院な
ど他の研修プログラムから、地域医療
の研修先として希望してくる研修医が
増えています。彼らが将来、徳洲会グ
ループに入職してくれることを期待し
ないわけではありませんが、研修医た
ちが自分の大学に戻った時に、離島で
の経験を語り継いでくれることも大切
だと思います。これが年々積み上がっ
ていくと、日本中に徳洲会医療の理解
者が増えていきます。このような、か
つて徳洲会を経験した医師たちとも協
力し、仕事ができる日も、そこまで来
ています。明るい未来を信じて、皆で
頑張りましょう。

第 56 回日本
高 気 圧 環 境・
潜水医学会学
術総会と、 第
18 回日本臨床
高 気 圧 酸 素・
潜水医学会学

術集会が合同開催され、徳洲会
はシンポジウムやワークショッ
プなどで 4 演題を発表した。

南部徳洲会病院（沖縄県）臨
床工学部の赤嶺史郎技士長（臨
床工学技士＝ CE）は「両学会
の技士認定のあり方」をテーマ
とするシンポジウムで、「当院

（徳洲会グループ）における学
会認定制度の活用方法」を発表。
「学会認定は段階的な成長を

促すツールのひとつ」とし、「臨
床経験が浅いうちから専門資格
取得への意識を高め、取得後の
具体的な役割を示し、実績を評
価する仕組みの構築が大切で
す」とまとめた。パネルディス
カッションでも「第 1 種装置ア

クリルシリンダーに生じた傷に
対する考察」をテーマに口演。

同院の向畑恭子副主任（CE）
は「当院再圧治療の現状と US.
Navy.Table-6 Full Extension 施 行
症例に関する考察」と題し発表。
US.Navy.Table-6 Full Extension は
再圧治療（減圧症の治療）に関
する最大延長の治療プロトコル
で、高気圧酸素治療（HBO）と
は異なる気圧や酸素吸入時間を
定める。「重症度による第 1 種、
第 2 種装置の使い分けや、治療
が休日・夜間帯の長時間におよ
ぶことが多いため、治療時間調
整など臨機応変な対応が重要で
す」と結んだ。

宇治徳洲会病院（京都府）臨
床工学科の石
塚雄介副主任

（CE） は「 臨
床工学技士の
業務拡大に伴
う高気圧酸素
治療業務の体

制の変化とそ
の対策」をテ
ーマに発表。
HBO の安全対
策として①情
報共有ツール
の導入、②マ
ニュアル改訂、③教育状況の把
握――を実施。鉄片探知機（鉄
にのみ反応し、使い捨てカイロ
の鉄粉にも反応する）も導入。
「HBO にかかわる多職種に対

し CE が勉強会開催など行い、
チーム全体の安全性向上に努め
ていきたい」と抱負を語った。

をオンラインで開催した。冒頭、
大坪まゆ美部会長（一般社団法
人徳洲会医療安全・質管理部
長）が挨拶した後、日本光電工
業品質管理統括部安全管理部安
全管理グループの内野徳夫リー
ダーが「モニターのアラームと
安全管理」をテーマに講演した。

モニターの機能や適切なアラ
ーム設定・機能の使用法など説
明した。とくに電池切れや電極
はずれなどが原因で起こるテク

ニカルアラームについて、電極
の差し込みの確認や、装着部位
の適切な処理などを行うことで、
テクニカルアラームの発生頻度
を下げることができると説いた。
「自院の医療機器の説明書な

どを確認し、アラームの機能を
理解すること、適切なアラーム
設定・機能の使用、センサーに
よる健康被害への注意、アラー
ムの削減などを徹底してくださ
い」と呼びかけた。

徳洲会医療安全管理部会は
11 月 4 日、グループ病院の医
療安全管理者や各病院の看護部
などを対象に、「2022 年度モニ
ターアラームに関する研修会」

「テクニカルアラームに注意を」と内野リーダー

学会認定の活用方法につ
いて発表する赤嶺技士長

再圧治療について検討し
た向畑副主任

HBOに関する取り組みを
発表する石塚副主任

徳洲会から4演題発表
日本高気圧環境・潜水医学会学術総会
日本臨床高気圧酸素・潜水医学会学術集会

専門資格への意識向上が重要


