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読者の方々に広く紙上参加していた
だくため、表紙の写真を募集します。
写真や絵画、コンピュータグラフィ
ックスなど表紙として適当なもので
あれば何でもOKです。但し掲載の採
用については広報誌編集委員に一任
されます。皆さんのご応募をお待ち
しております。応募に関するお問い合わせは、企画
部（内線654）渡部まで。

表紙写真大募集!

【特集】NST（栄養サポートチーム）�

3 診療科紹介
循環器内科

4 こんにちは　看護部です
中央手術センター

5 薬剤部だより
インフルエンザ

6 福祉・連携サービス部だより

7 サービス向上委員会から

8〈特集2〉平成19年度就任式

9 トピックス
5月より病床管理部が発足しました
建替スケジュールの変更について
代替駐車場の追加について
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NST（栄養サポートチーム）
の活動について

NSTとは

Nutrition Support Teamの頭文字をとった略称

で、日本語では「栄養サポートチーム」と言います。

栄養不良などで栄養管理の必要な患者さまに対し、

医師・看護師・管理栄養士・薬剤師・臨床検査技

師・理学療法士・リハビリスタッフなど専門スタッ

フがそれぞれの知識や技術を出し合って、最良の方

法で栄養評価・支援を行ない、患者さまの病状の改

善や早期回復・早期退院に努めています。

三井記念病院のＮＳＴの歴史

2004年4月、内科医の発案を受け薬剤部・栄養部が

中心となって外部講師による勉強会を開催し、看護

部･臨床検査部にNST発足を呼びかけました。

2005年3月、有志によるNST実施施設の見学を行い、

4月には、医師（内科・外科）・看護師・退院支援看

護師・薬剤師・臨床検査技師・管理栄養士など各職

域から総勢12名が集まりNST委員会を正式に発足さ

せました。月一回の委員会を開催し、各専門分野に

よる学習会を行ない、NSTに必要な知識・技術を共

有しながらNSTのあり方をあらゆる立場から検討し

て、当院の方針・方向性を決定しました。また同時

に入院患者さまの栄養状態の把握、栄養アセスメン

トシートの作成、病棟ラウンド（回診）方法、帳票

類のシステ

ム 化 な ど 、

ラウンドに

向けての具

体的な準備

を進めてき

ました。そ

の間、理学

療法士の参

加や各職域からのメンバーの増員、あるいは各病棟

に実際の活動チームとなるリンクナースを配置する

などの経緯を経て、現在総勢30名で活動しています。

2006年７月には初めての病棟ラウンドを行いまし

た。成果としては、患者さまの人工呼吸器離脱・褥瘡

改善・活動量の拡大と大きな改善が見られています。

対象となる方々と具体的な方法

NSTは、患者さまの主治医からサポートの依頼を

受けて活動を開始します。

ラウンド対象者は、褥瘡、アルブミン低値、食事

摂取不良、誤嚥、体重低下、手術後、中心静脈栄養

を受けている等により重度低栄養状態にある患者さ

まとしました。軽度･中等度低栄養の患者さまには、

管理栄養士が栄養管理計画書作成時に評価し、担当

医師や担当看護師と連携を保ちながら改善策の検討

を行います。

ラウンド担当者は、チームリーダー（内科：柴医

師、外科：菊一医師）、NST委員（医師・看護師・薬
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剤師・臨床検査技師・理学療法士・管理栄養士）、病

棟リンクナースで構成されています。

ラウンドの日程は、月・木曜日（但し、依頼書の

提出日により調整）です。

ラウンドの方法は、事務局が依頼書の受理後、チ

ームリーダーに日程を確認し、病棟ラウンド日と対

象者の氏名を各職域に連絡します。当日、管理栄養

士が栄養管理計画書をもとに対象者の最新の情報を

把握し、栄養アセスメントシートを作成しておきま

す。連絡を受けた各職域もそれぞれに情報を持ち寄

り、これらをもとに事前の検討会を行ないます。そ

の後、病棟ラウンドを開始し、主治医とともに患者

さまの病状を確認します。ナースステーションにお

いて各担当者は、病状・栄養状態を評価し、改善方

法を検討します。改善策を主治医に提案した上で報

告書を作成し、その後、実際に改善されるまでNST

はサポートを続けます。

※三井記念病院は、「栄養管理・NST実施施設」として認定さ
れています。
2007年3月、日本病態栄養学会より「栄養管理・NST実施施
設」として認定され、更なる活動が期待されています。

NST（栄養サポートチーム）は、特別
な栄養管理の必要な患者さまに、適正な栄
養管理･栄養補給を行ない、病状の改善・
早期回復を支援いたします。詳しくは、事
務局（栄養部）までご相談・お問い合わせ
下さい。



3

MITSUI MEMORIAL HOSPITAL NEWS

循環器内科部長　

原　和弘（はら　かずひろ）

循環器内科の主な仕事は、心血管病の診断と内科治療
およびカテーテルインターベンションです。心血管病
の中では、急性心筋梗塞症や不安定狭心症のような迅
速かつ適切な治療を必要とする急性冠症候群と、安定
狭心症や心筋梗塞の治療後のような慢性虚血性心臓病
が主な対象疾患です。
これらの疾患に対するカテーテルインターベンション
の治療成績は薬物溶出ステント、コーティングワイヤ
ー、橈骨動脈アプローチなど治療器具の改良と治療技
術の進歩により格段に向上してきています。実際に薬
物が塗布されていないステント時代の冠動脈インター
ベンションの再狭窄率は35％でしたが、薬物溶出ステ
ントの自験例では14％に低減していました。また最近
は全身的な動脈硬化の進展により、末梢動脈疾患、頚
動脈狭窄、腎動脈狭窄などの疾患の合併が増加してき
ました。これらはそれぞれ間欠性跛行、アテローム塞
栓性脳梗塞、腎血管性高血圧を生じる原因となります。
当院では急性冠症候群や末梢動脈疾患に対するステン
ト植え込みによる血行再建を行ってきていますが、今
後頚動脈狭窄に対するステント植え込みも施行できる
ようにしたいと考えています。

東京都CCUネットワークについて

概要と主な対象疾患

急性心筋梗塞に対しては迅速な入院治療を行うために、
東京都では30年以上前から当番病院が24時間365日対応す
るCCUネットワークを作ってきました。当院は発足当初か
ら参加していますが、今日では72病院が参加するようにな
って、より強力な体制が出来上がっています。最近急性期
に致命率の高い急性大動脈疾患が増加し問題になっていま
す。中でも急性大動脈解離と真性大動脈瘤の破裂／切迫破
裂は迅速な入院治療が必須な病気です。重症例では緊急の
外科的治療が必要となるため、CCUないしICUに収容後に
心臓血管外科チームと協力して適切な対応をとる必要があ
ります。このような背景から東京都CCUネットワークでは、
外科チームを含めた循環器救急診療システムを立案してお
り、当院でも救急ベッドの確保が可能であれば充分に役割
を果たせると確信しています。

冠動脈CTについて

冠動脈CTは近年進歩したマルチスライスCTを用いて冠
動脈の解剖、石灰化、狭窄病変の有無を調べる方法で、動
脈穿刺をしないこと、コレステロール塞栓がないこと、検
査時間が短時間で身体的な負担が少ないことなどがカテー
テル法に比べて優れています。当院では欧州での開発から
２年と遅れずに、冠動脈CTの臨床使用に関する研究を行
ってきています。今後も冠動脈疾患の診断におけるこの検
査法の確立に尽力する所存です。

循環器内科スタッフ

循環器内科のスタッフには、中島啓喜科長、田辺健吾医
長、小沼芳信医師、山本裕貞医師のほか、内科の後期研修医
11名がいます。従前から当院は循環器内科医の修練の場で
あり多くの先達を排出してきましたが、世代が変わった現在
も日夜診療と臨床研究に打ち込んでいます。

当院では

陳旧性心筋梗塞、弁膜症、拡張型心筋症などの心臓病
のポンプ障害を基盤に高血圧、糖尿病、腎障害、貧血、
加齢などの増悪因子が加わって心不全が生じます。心不
全の急性増悪期には入院治療が必要であり、増悪因子の
治療を行いながら基盤にあるポンプ障害の改善を目指し
ます。薬物治療に加えて、カテーテルインターベンショ
ンまたは冠動脈バイパス手術による心筋虚血の改善、僧
帽弁閉鎖不全症や大動脈弁狭窄症に対する弁置換手術、
同期障害に対するペースメーカーを用いた再同期療法な
どの非薬物治療に積極的に取り組んでいます。

循環器内科スタッフ

診療科ご紹介

循環器 
内　科 
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当手術センターは臓器別診療を取り入
れているため、手術の種類も多種にわた
ります。手術件数も年々増加し、平成18
年度は10,161件（緊急手術360件）でした。
看護師38名、看護補助者11名、事務職3
名、写真室1名と麻酔医師、臨床工学士、
医師など多くのスタッフで医療、看護を
実践しています。
私たちは手術を受ける全ての患者さま
に対して、最善を尽くした看護を計画し、
他部門とのチームワークを強固にしなが
ら、安全・安楽に配慮した看護を行なう
ことを大切にしています。
なお安全管理においては、特に患者誤認
防止対策として、患者さまにも手術室に入
られたときにお名前をフルネームで言って
いただくなどご協力いただいております。

また、手術前日に入院病棟に行き、患
者さまの情報をカルテや資料から事前に
収集したり、患者さまから直接伺ったお
話をもとにミーティングを行って、実際
の看護に活かせるようにしたりと、日々
努力しています。
職場学習会においては「患者さまの立
場で、体位を工夫する」というテーマで
ロールプレイを行い、どのような方法が
安全で安楽なのかを検討しております。
また定期的な学習会以外にも、疑問に思
うことは全員で考え、机上学習にとどま
らないよう具体的な対策を実際に展開し
て、知識・技術のスキルアップを図って
います。
患者さまはどのような手術であっても、
不安や緊張を抱えて手術室に入室されて
きます。不安や緊張が緩和された状態で
手術を受けていただけるよう、アロマセ
ラピーを実施したり、お好みの音楽をご
持参いただき、麻酔がかかるまで流すよ
うにしたりしていますので、患者さまに
はご遠慮なくお申し出頂きたいと思って
おります。
今後も、「手術」という大きな山を越え
られるように、私たちも心をこめてお手
伝いして参ります。

中央手術センター 看護師長井上由美子
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今回は、新型インフルエンザについて
お話いたします。

インフルエンザウイルスはオルトミク
ソウイルス科に属していて、Ａ型、Ｂ型、
Ｃ型の3型があります。人に流行を起こす
のは、Ａ型とＢ型です。インフルエンザ
ウイルスは、カモなどの水鳥の腸内に感
染する弱毒性のウイルスであったものが、
突然変異によって人の呼吸器へ感染する
ようになったと考えられています。
インフルエンザと人との関わりは古く、
古代エジプトには既にインフルエンザと
見られる病気の記録が残っています。

新型インフルエンザとは、今まで人が
感染したことのない新しいタイプのイン
フルエンザのことです。インフルエンザ
は、人だけではなく他の動物も感染しま
す。通常、人から人といった同種間で感
染します。ところが、ウイルスが変異す
ることによってこれまで人に感染しなか
ったウイルスが、人に感染するようにな
りそしてさらに人から人へ感染するよう
になります。今アジアを中心に流行して
いる鳥インフルエンザが変異して人から
人に感染する力を持つと新型インフルエ
ンザになります。
新型インフルエンザは、10年から40年
の周期で流行するといわれています。

インフルエンザウイルスの周りには、
スパイクがついています。このスパイク
は、ヘマグルチニン（ＨＡ）とノイラミ
ニダーゼ（ＮＡ）という2種類のたんぱく
質でできています。ＨＡとＮＡというの
はたんぱく質の名前です。体内に入った
ウイルスは、ＨＡのスパイクを使って細
胞の表面にくっつきます。ＨＡは、ウイ
ルス感染を進める役割をします。
一方ＮＡは、ウイルスが細胞表面から

離れる働きをします。この働きによって
ウイルスはほかの未感染の細胞にとりつ
き、ウイルスがどんどん増えていきます。
ＨＡは16種類（Ｈ1からＨ16）、ＮＡは9
種類（Ｎ１からＮ９）見つかっていて、
ＨＡとＮＡの組み合わせでいろいろな種
類のウイルスに分けられ、種類が違うと
うつりやすい動物が違ったり毒性の強さ
が違ったりします。

インフルエンザの治療に使われている
抗インフルエンザウイルス薬（商品名：
タミフル、リレンザ）が有効であると考
えられています。またワクチンも開発中
です。
インフルエンザの感染経路は、咳・く

しゃみなどによる飛沫感染が主です。感
染予防のために日ごろからうがい、手洗
いをする習慣を身につけてください。

インフルエンザ

引用文献：
インフルエンザ2006 Vol.7 No.2 138-143

MITSUI MEMORIAL HOSPITAL NEWS

1.インフルエンザウイルス

2.新型インフルエンザとは何ですか。

3.Ｈ5Ｎ1とは何ですか。

4.新型インフルエンザに
かかった場合の治療法

〈Ａ型インフルエンザの構造〉

〈インフルエンザウイルスの感染様式〉
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当日は地域の医療機関の先生方など24名
にお集まりいただきました。内容は関節リ
ウマチの病態・診断、治療の流れ・薬物治
療から外科的治療へ移行（病診連携のタイ
ミング）・手術療法の実情についてで、実
際の写真や動画を利用し、関節リウマチに
ついてわかりやすくご紹介いたしました。
これを機に患者様を中心とした地域医療
の輪が更に深まり、地域の先生方との連携
がより前進することを願っております。

ソーシャルワーカーとして医療福祉相談室に入りまし
た、原田千里です。この春大学を卒業したばかりの22歳、
社会人1年目です。早く仕事に慣れるように努力し、1人
でも多くの患者さまやご家族の方のお役に立てるように
頑張ります。よろしくお願いします。

3月30日〈MITSUI－RENKEI症例研究会2007〉が
開催されました
テーマ：「わかりやすい！目でみる関節リウマチの診断と治療」
発表者：整形外科　上田　直哉　医師

医療連携室より

医療福祉相談室より新人紹介です

医療福祉相談室より

接遇セミナー開催のお知らせ

5月19日（土）15：00～ 凸版印刷本社ビル１階会議室

生きがい開発財団認定講師でビジネスマナーを中心に企業研修インストラクターとしてご活
躍の小林洋子先生をお迎えして、「さわやか　気配り」をテーマに講演をいただきます。

所定の用紙をご用意しておりますので、医療連携室までお問い合わせ下さい。（医療機関
にご勤務の方に限らせていただきます。）

03-3864-7900（医療連携室直通）

日　時 場　所

講　演

申し込み方法

お問い合わせ先

原田千里

【2007年4月より、ソーシャルワーカー3名（尾方・河

野・原田）体制となりました。更に利用しやすい相談室を

目指して、業務に励みたいと思います】
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この度、三井記念病院では患者サービス部門を創設することが決定しました。当
院では平成17年4月に医療サービスの向上を目的として、サービス向上委員会という
委員会を設置しております。今般の部門創設は、患者さまの声に対しての窓口を明
確にするとともに、迅速に対応できる専門部署を設置することを目的としています。
医療はサービス業であるとの認識のもと、従来各部門で個別対応してきた患者さ

まへのサービス、ご意見に対する対応を一元的に行い、患者さまにより充実したサ
ービスを提供していけるよう取り組んでまいります。
今後はサービス向上委員会での取り組みと上手く相乗効果を発揮しながら、患者

さまとご家族に気持ちよく来院していただき、満足して帰っていただけるよう努め
てまいります。

情報提供 
連絡調整 
 

サービス向上委員会 
 

各部門 
 

病院経営 

情報提供 
連絡調整 
 
 

ご意見等の情報提供 
フォローアップ 
対応報告 
 
 

患者サービス部門 
（窓口） 

 

〈体制イメージ図〉 

患者さま・ご家族 

MITSUI MEMORIAL HOSPITAL NEWS

■患者さまサービスのさらなる向上にむけて



三井記念病院長、三井陽光苑施設長、事務長より

「100周年記念事業として病院の建替えもあり工事で患

者さまにご迷惑を掛けるだけでなく、業務を遂行して

行くうえでもしばらく落ち着かない状況となります

が、患者さまの気持ちを大切に、質の高い医療の提供

に努めて行きたい。患者さまが三井記念病院に来て良

かったと思える病院つくりのため、若い力に期待をし

ている。また、学生から社会人となって三井記念病院

で働くことのプライド、やりがいを是非感じて欲しい

し、病院としても、そのような場を提供できるように

経営陣としては努力していきたい。」との言葉があり

ました。

三井記念病院では本年度、例年の3倍の看護師を迎

え、7：1看護配置（※）の体制を整えました。これに

よって医療の安全性の更なる向上、ホスピタリティに

溢れた医療環境の整備をし、病院運営に取り組んでま

いります。

新病棟建設によって建物が新しくなるだけでなく、

患者さまに高度な医療と快適な療養環境、質の高い医

療サービスを提供できるよう、邁進していきます。

また急性期病院として、研修医、看護師をはじめと

した医療従事者の育成にも力を入れ、優秀な人材の輩

出を通じて医療界全体に貢献してまいります。

102年目を迎えた三井記念病院は、平成19年度を変

革の年として、たゆまぬ努力を続けてまいります。
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平成19年度就任式特集２

※7：1看護配置とは常時7名の患者さまに対して1名の看護師が
配置されている体制のことです。

4月2日、千代田区神田にある学士会館
にて「三井記念病院　平成19年度就任式」
をとり行いました。当日は、研修医19名、
看護師129名、臨床検査技師9名、視能訓
練士1名、ソーシャルワーカー1名、事務
職9名、介護職11名等が参加しました。
本年度は看護師の大幅な増員に伴い、従
来の就任式の倍以上のフレッシュな戦力を
迎え、新年度のスタートを切ることができ
ました。

4月2日　学士会館

院長　萬年 徹



T O P I C S

TOPICS2

春になりたくさんの新人を迎え、また新しい一年が始まる

なぁと就任式を見ています。巷の景気は良いようで、ニュー

スでは連日、不動産価格上昇、人材獲得競争など20年前の記

憶に残っているような文字が躍っています。そんな中、当院

にもこれだけの新人が集まってくれたかと思うと感慨深いも

のがあります。この病院は患者さまの為のモノでありますが、

同時にこの新人達の為のモノでもあって、より良い病院にし

ていかなければならないと心を引き締めました。
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編 集 後 記

TOPICS1
5月より病床管理部が発足しました。
当院では5月より、入院ベッドの効率的な運用を行う

ために病床管理部が発足しました。

現在国の施策により、急性期病院の平均入院期間の

短縮が促進されています。入院期間の短縮に伴い、現

在より多くの患者さまの受入が可能となる反面、限ら

れたベッドをもっと上手に運用することが求められる

ことになります。

今般の病床管理部の設置により、当院の保有する病

床を最大限活用し、急性期の入院医療を必要とする患

者さまに速やかに病床を提供していけるよう、改革を

加速して参りたいと思います。

またこの方針に則り、より多くの患者さまに入院治

療を受けていただくために、患者さまの退院手続きを

午前10時頃までにしていただくことを当院の基本ルー

ルとして運用してまいります。みなさまのご理解とご

協力をお願い致します。

なお病床管理部のスタッフは、看護職、事務職をあ

わせた下記9名となっております。

病床管理師長：大森、磯脇、佐藤　

事務：小関、白田、並木、津田、若林、遠藤

平素は多くのご意見を頂き、誠にありがとう

ございます。皆さまからの貴重なご意見は、病

院長、看護部長を始め各部門責任者、該当職員

まで伝わっております。平素は多くのご意見を

頂き、誠にありがとうございます。皆さまから

の貴重なご意見は、病院長、看護部長を始め各

部門責任者、該当職員まで伝わっております。

平素は多くのご意見を頂き、誠にありがとうご

ざいます。

建替スケジュールの変更について
昨年の12月7日から、当院に隣接する和泉公園の一部

を工事ヤードとして借用することができましたことや工

事会社における様々な工期短縮努力等により、中央棟の

工事期間が予定より3.5ヶ月ほど短縮できる見通しが立ち

ました。そのため、建替の全体スケジュールを見直し、

中央棟のオープン予定を平成21年（2009年）１月へ変更致

しました。

なお外来棟につきましては、まだ詳細な工事スケジュ

ールの検討ができていないため、従来の工事期間を3.5ヶ

月短縮した平成22年（2010年）10月をオープン予定として

おります。

詳細な日程は決まり次第ご案内致します。

TOPICS3

建替工事に伴う院外の代替駐車場として、この度、新

たに「富士ソフトビル駐車場」が利用可能となりまし

た。病院の売店にてＵＤＸビルと富士ソフトビルの共

通駐車サービス券（割引券）を販売しています。詳し

い内容につきましては、下記アドレスをご参照頂くか、

当院職員までお問い合わせください。

http://www.pmo.co.jp/fsi-p/index.htm

（富士ソフトビル駐車場ウェブサイト）

代替駐車場の追加について


