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本院の取り組みが掲載されました！

旭川医科大学病院
広報誌編集委員会委員長
廣 川 博 之

（再製造単回使用医療機器の導入について）

このたび国立大学病院長
会議が発行する「将来像実
現化年次報告2020/行動計
画2021」に本院の取り組み
が掲載されました。今年４
月からは、手術室において
も使用済み単回使用医療機
器の回収が始まりました。
今後は、更に病棟や外来に
おける回収も検討したいと
考えておりますので、その
際にはご協力をお願いいた
します。
（材料部

・会計課医療材料係）
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学べ 研修医！〜研修医勉強会の継続に感謝して〜

第一内科

早坂 太希

４月、下ろし立てのユニフォームに袖を通し、学生のと
きに見慣れたはずの廊下がまた違った景色に見えた、緊
張感と期待を混ぜたような感覚を覚えていますか。
今年も27名の初期研修医が入職しました。２年目を合
わせると77名となり、各科をローテートしながら研修をし
ています。循環器内科でもすでに数名の初期研修医が１
〜３ヶ月間の研修をしてまた別の科に移っていきました。
たった数ヶ月の研修で伝えることができることは限られて
います。動脈穿刺、心電図診断、カテ操作、冠動脈読影、
心不全管理…専門科研修で学ぶことは膨大ですが、患
者さんに学びながら研修して逞しく成長していきます。
一方で、初期研修では専門科研修をしながらも、ベーシッ
クな診療知識・技術を体系的に学ぶこともまた求められてい

れた為、その後は小山先生を中心とした初期研修医に加
えて、自称
“若手”の救急科 堀越祐一先生と私で運営チー
ムに入れてもらって各科の若手の先生方に（半ば強引に）
講義をお願いする形で継続しています。今年度も初期研
修医の水島先生を中心に据え、勉強会発足のキーマン 黒
嶋先生にも運営のご助言と多くの講義をお願いしています。
さて、ベーシックとはいえ、講義の内容はとても高度で洗
練されています。表は昨年度実施した全20回の勉強会の内
容です。実際聞いてみると５年前に私が学んだときとは大
幅にアップデートされており、継続した学習の必要性を再確
認できます。これらの講義は謝礼が全く生じない時間外の
ボランティアにもかかわらず、最新の知識をまとめてハイレベ
ルな形で共有していただけることに大変感謝しています。

ます。これらの知識や技術は須くどの診療科でも必要で、個
別の症例に当たりながら学ぶだけでなく、講義などで広く知
識を整理することが実践やその後の知識取得に繋がります。
初期研修医に対するこういった横断的知識の提供は各
施設に任されておりますが、当院でも2012年より「明日か
ら使える知識の整理」を目標に、卒後研修センターにサ
ポートいただき研修医勉強会が発足しました。現在集中
治療部に在席する黒嶋健起先生らが初期研修医中に、中
心となって各科の上級医に講義を依頼したのが発端と聞
いています。以降、当時消化器外科・救急科の松坂俊先
生を中心に各科の先生方にお願いする形で月３回程度の
勉強会が継続されていました。私もその恩恵を享受した者
の一人です。
２年に渡る
勉強会に一
緒に参加し
た同期とは、
同じ知識を
共有した仲
間意識があ
ります。 松
坂先生は
栄養療法に関する講義の後、当院採用の栄養剤
について実物を見せてもらいました。講師は 2020年から
NST看護師の工藤さん、管理栄養士の櫻井さん 道外に出ら

最近は感染対策にも配慮して、現地開催とzoom開催のハ
イブリッドでの実施など工夫しています。もしzoom参加したい
などのお声がありましたら若手医師、メディカルスタッフにも広く
門戸を広げ、URLをお伝えできますので是非ご連絡ください。
たった２年間しかない初期研修ですが、学習への意
欲が高く、また新しい知識を素直に、応用のきく形で吸
収できる、感受性のとても高い大切な期間です。今年度
は研修医の希望もあり、医師のみならず看護師や管理栄
養士、臨床工学技士にも講義や実習をお願いしています。
若手の医師は患者さんのみならず、多くのメディカルスタッ
フに育てていただいて成長します。是非、病院全体とし
て応援いただけますと、とても嬉しく思います。

新型コロナワクチン集団接種への医療従事者の派遣協力について
本院では、旭川市の要請を受けて、６月５日から市民の新型コロナウイルスワクチンの集団接種について、以下のとお
り医療従事者を派遣し、協力しております。また、９月９日から市内の職域接種に医師
（延べ64人）を派遣する予定です。
派遣期間

会

場

６月５日～12月25日（毎週土曜日） 駅前イオン、西イオン又は総合防災センターの
いずれか
６月21日～９月９日（月、火、木） イオン旭川駅前
６月28日～８月６日（月～金）
総合防災センター
６月28日～８月６日（月～金）
旭川地場産工業振興センター

派遣医療従事者

延べ人数

医師１名、看護師１名

60人（予定）

医師１名、看護師２名
医師１名、看護師３名
医師２名

99人
112人
56人

上記に加えて、旭川市薬剤医師会の要請により、各会場に薬剤師の派遣（延べ84人※７月末までの実績）もしております。
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旭川工業高校から医療者への応援メッセージ
救命救急センター

岡田 基

のとなっています。
普段、御近所で大変多忙に活躍されている旭川医科
大学の皆様に、こうした子どもたちの心を少しでもお伝
えしたいと、高校同期の岡田先生、谷野先生のお力を
借りて御覧いただけますことを大変ありがたく思っており
ます。本校はエンジニアを育てる学校ですから、将来は
医療系のテクノロジーに携わる者も出てくるかもしれませ
ん。その際は、どうぞよろしくお願い申し上げます。

７月９日に北海道旭川工業高等学校長の諸橋宏明様
より連絡がありました。
校舎の屋上に応援メッセージの絵を掲げるので、生徒
たちの気持ちを受け取ってほしいという内容でした。以
下、メールをご紹介します。
昨年は、４月20日から５月29日までの約１か月間、新
型コロナウイルス感染予防のための全国一斉休業が行
われました。インターハイをはじめとする３年生最後の部
活動の大会もほぼ中止となり、生徒たちには大変辛い思
いをさせてしまいました。
このように、大人も子どもはじめての対応を迫られな
がら、一年を過ごしてきたのですが、今年度においても、
緊急事態宣言が発令され、５月17日から31日までの間、
接触を控える観点から生徒の半数ずつを分散させて登校
させるなどの措置を講じてきました。この間、昨年度の
知見を生かしながら、大会等に参加する部活動だけは最
低限の活動を認めるなどしてきましたが、医療関係の皆
様には大変御心配をいただきながら、御理解と御協力
を賜りましたことにあらためて感謝申し上げます。
また、マスク、手洗い、換気などの基本的な対策は定
着したものの、変異株の登場もあり依然として先行きが
読めない中、毎年７月上旬に行われる市内の高校の学校
祭についても、一般公開や露店等の飲食は行わず、３密
を避けるなどの対策を講じて実施することとしました。本
来であれば、御近所の皆様にも、本校の様子について広
くお見せするところでしたが、本校の生徒たちは、こうし
た制約を全て受け止めた上で、生徒全員で楽しめる自分
たちだけの手作り行事を企画し、短い準備期間の中で過
日実施し成果を得ました。
今回、御覧いただいた生徒たちのメッセージは、農業
用ネットの編み目の一つ一つに小さな色紙を貼って作成
する「ドット絵」の手法を用いています。生徒たちが一丸
となって、メッセージを届けようという一念で作成したも

また、今回の企画を行った生徒会の二人からメッセー
ジをいただいたので紹介します。
こんにちは。今回は、私たち旭川工業高校の生徒達で
協力し、医療従事者に応援メッセージを送らせていただき
ました。日々コロナと闘いながら私たち旭川市民の命を
守っていただき、本当にありがとうございます。今後もコロ
ナは続くと思いますが、私たち高校生も感染対策をしっか
りしていきます。お体に気をつけて頑張ってください。
（工業化学科３年 生徒会長 川俣 圭太）

この度は、私たち旭川工業高校の生徒が制作したドッ
ト絵を見ていただき、ありがとうございました。今回のドッ
ト絵は、
「コロナウイルスなどの影響で一層大変な日々を
送っている医療従事者の皆様に感謝を伝えたい」という
気持ちからはじめた企画です。私たちの気持ちが少しで
も皆様の力になって頂ければ幸いです。当日にドクターヘ
リで見ていただけたかはわかりませんが、ぜひ写真でご
確認ください。改めてこの度はありがとうございました。
（工業化学科３年 生徒会会計長・ドット絵担当 今野 翔世）
送られてきた写真と生徒からのメッセージを、救命救
急センターのスタッフにも閲覧してもらいました。私たちは
感激し、我々からも彼らに感謝のメッセージを送りました。
病院の皆様にも彼らの熱いメッセージが届くと思いま
す。まだまだ頑張れそうです。

ドローンから撮影した旭川工業高校からのメッセージ
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学生と看護職セミナー（二輪草セミナー）

「自然の中から絵本ができた」実施報告
看護職キャリア支援

職場適応支援担当

九鬼 智子

７月６日に看護職キャリア支援センターと二輪草セ
ンターの共催事業として、学生と看護職セミナーを実
施しました。自分らしく生きる異色の職業人であるあ
べ弘士先生を講師に招いて、テーマは「自然の中から
絵本ができた」です。キャリア・生きがいとは何かを
考え、自分らしく生き生きと働くためのキャリアデザ
インを考える機会となればと企画しました。
あべ弘士先生は、1972年から25
年間旭山動物園の飼育係として
様々な動物を担当され、行動展示
の夢を絵として残し旭山動物園復

帰ってくる使者のようだ」と表現されており、重要な

活のカギとなられました。1996年

キーワードとして描かれていました。実際のオオジシ

旭山動物園を退職し創作活動に専

ギの飛来と迫力ある求愛行動の映像も見せていただき

念、多くの著書を執筆されていま

ました。

す。先生のほとんどの絵本は動物

講演後は、質問にも答えてくださいました。①絵本

が主人公ですが、今回は『宮沢賢

に使用されている花や昆虫の意図は、登場人物が宮沢

治「旭川。
」より』をとりあげてお話しくださいました。

賢治だけでは面白くないので、場面構成、絵としての

宮沢賢治が旭川を訪れた時に残した、一編の詩「旭川。」

子役（脇役）を考え描いている。②イラストの創作エ

は現在、旭川東高校に詩碑として残されていますが、

ピソードについて、動物を描くのは難しいが、死後に

先生が創作を加え、絵本となりました。

解剖を手伝い骨格標本まで作り自然に勉強したこと
が、イラストを描くもととなっていて、特に動物の目
を大事に描いている。③絵本作家になったきっかけ
は、もともと絵描きになりたく、自然と関わる仕事が
したいと思っていた。旭山動物園で働くことになり、
仕事に没頭していたが、ポスター・看板・機関紙を書
いているうちにだんだん動物の絵が描けるようになっ
た。絵描きとしては回り道だったが、動物園の25年間
は絵描きになるための近道だったと思える。
講義後、「動物園も絵本も大好きで癒された」
「キャ
リアについても可能性を感じられる良い講演でした」
「温かくてほっこりする絵が大好きです」
「久しぶりに
のんびりと、命、動物、自然に浸ることができ心に余

『宮沢賢治「旭川。」より』
（あべ弘士 文・画、BL出版）

裕ができたような気がします」等のアンケートの感想

講演ではまず「旭川。」の詩を読み解説いただきま

がありました。先生のテーマは「命・動物・自然」で

した。その後、絵本をもとに、絵本作成のきっかけと

ずっと変わっていないとお聞きし、飼育係、絵本作家

なったエピソード、当時の情景を詳しく調べて忠実に

と変化しても一つのものを大事に持ち続けている事は

描くために構想13年書き始めて３年という年月を要し

キャリア・生きがいにつながる大切なことであると実

て完成しており、非常に苦労した思い入れのある面白

感しました。コロナの影響で延期されていた講演でし

い作品に仕上がったことなどをお話しいただきまし

たが、参加された40名の方々はそれぞれにキャリア・

た。絵本の優しい朗読を聞き、状況が鮮明に浮かび上

生きがい・自分らしく生きることの意味を考える良い

がりました。宮沢賢治が見たであろう渡り鳥のオオジ

機会となったのではないでしょうか。あべ先生、お忙

シギは絵本の中で「天に思いを届け、天の声を聞いて

しい中、本当にありがとうございました。
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副作用情報
（76）薬剤性せん妄

せん妄とは、身体的異常や薬剤の使用を原因として

特にリスクが高い薬剤として、オピオイド、向精神

急性に発症する意識障害（意識変容）を本態とし、失

薬、抗コリン薬、抗ヒスタミン薬、ステロイド、H２

見当識などの認知機能障害や幻覚妄想、気分変動など

ブロッカー、NSAIDs、抗菌薬・抗ウイルス薬、抗が

のさまざまな精神症状を呈する病態である。認知症や

ん剤などが挙げられる。せん妄ハイリスクの患者さん

他の精神疾患と比較すると、症状が数時間から数日単

に対してはなるべくこれらの薬剤の使用を避け、また、

位で急激に変化すること、主に一過性であること等の

すでに使用している患者さんについては、中止やリス

特徴がある。発現すると転倒・転落などの事故に繋が

クの低い薬剤への変更を行うことが、予防につながる。

ること、認知機能低下と関連すること、死亡率の増加

ただし、オピオイド、ベンゾジアゼピン系向精神薬、

につながるといった生命予後にも影響すること等が報

ステロイドなどの薬剤では、使用開始後だけでなく、

告されており、適切な予防と対策を行うことが重要で

離脱によっても発現するリスクがあるため、これらの

ある。

薬剤は漸減した上で中止する等の対応が必要になる。

せん妄の発現には、準備因子（脳機能低下が起こり

令和２年度診療報酬改定において、せん妄ハイリス

易い素因：高齢、認知機能障害、せん妄の既往など）、

ク患者ケア加算が創設された。当院でもこれを受け

促進因子（発症、重篤化、遷延化を促す要因：疼痛・

て、入院患者におけるせん妄のリスク因子の確認およ

便秘等の不快な身体症状、不眠、環境変化など）、直

びハイリスク患者に対する対策を行っており、多職種

接因子（直接の原因：頭蓋内病変、薬剤、手術など）

で連携して予防していくことが求められている。当院

が相互的に関与している。準備因子からリスクを適切

の症状緩和マニュアルが「ランチャー端末→◆各部門

に評価して、促進因子および直接因子を除去すること

からの情報◆→緩和ケア診療部」から閲覧できるため、

が、予防・治療に効果的である。

ご活用いただきたい。

臨床検査・輸血部発

（薬品情報室

武田

怜）

赤血球液の準備に時間がかかるケースの紹介

いつも適切な輸血療法にご協力いただきありがとう

２つ目は、自己免疫性溶血性貧血などの自己の赤血

ございます。通常、赤血球液（RBC）は不規則抗体

球に対する抗体（自己抗体）を保有している場合です。

検査および交差適合試験により適合性を確認した後、

血液中に存在する自己抗体は、患者さん自身の赤血球

病棟や手術室に払い出しています。しかし、患者さん

に結合するだけでなく、検査で使用する赤血球試薬に

によっては適合性を評価するために追加検査が必要と

も結合し、偽陽性反応を引き起こすことがあります。

なり、通常よりも時間を要するケースがあります。今

そのため、患者さんの検体から自己抗体を除去した後

回は、RBCの準備に時間がかかる２つのケースにつ

に、不規則抗体検査および交差適合試験を行う必要が

いてご紹介させていただきます。

あります。その他にも、患者さん自身の赤血球に結合

１つ目は、分子標的治療薬である抗CD38モノクロ

した自己抗体を取り除く操作が必要となる場合もあり

ーナル抗体を使用している場合です。抗CD38モノク

ます。そのため、半日以上準備に時間がかかることが

ローナル抗体（ダラザレックス、サークリサ）は、多

あります。迅速に製剤を提供できるよう業務に取り組

発性骨髄腫治療に用いられる薬剤であり、腫瘍細胞

んでいますが、今回紹介したような患者さんの場合に

上のCD38に結合し、抗腫瘍効果をもたらします。し

は、準備に時間がかかる場合もありますので、何卒ご

かし、CD38は正常な赤血球上にも発現しているため、

理解のほどよろしくお願いいたします。

不規則抗体検査および交差適合試験で使用する赤血球



試薬と反応し、偽陽性反応を起こしてしまいます。こ
の薬剤の影響を無くすために、赤血球上のCD38を失
活させるジチオトレイトール（DTT）処理をおこな
ってから、不規則抗体検査および交差適合試験を実施
する必要があります。そのため、検査に半日ほど時間
がかかる場合があります。
5

（臨床検査・輸血部

大塚 浩平）
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えない」状態を招くことを防ぐことができる可能性が
あります。こ
のせん妄を発
症する前段階
の注意障害が
出てきている
状況で早期発
見し、予防介
入を開始する
ことが求めら
れます。
算定要件の中でも重要視されているのが、多職種連
携です（図２）。せん妄の発症予防や重症化予防をす
るには多職種や専門のチームと連携して対応していく
ことが効果的
であるとされ
ています。多
職種と情報共
有しながらせ
ん妄予防対策
を各病棟で標
準的に行って
頂く必要があ
ります。病棟
では多職種で
リスク因子を把握し対策をしていきます。取り組み開
始後は、持参薬鑑別書のチェックを行う際に、せん妄
を誘発する薬剤に関して薬剤師さんからの情報提供が
多くなっています。今後ますますのせん妄予防の取り
組みや早期介入、重症化予防への取り組みに繋がるよ
うに、私達チームも連携していきたいと思いますので、
宜しくお願い致します。

認知症・せん妄対応コンサルテーションチームの
活動について
～せん妄ハイリスク患者ケア加算算定の開始～

認知症・せん妄対応コンサルテーションチーム
〇老人看護専門看護師 金 絵理
老人看護専門看護師 工藤 紘子
認知症看護認定看護師 内山 寛美
精神保健福祉士 下坂 佳苗
2020年度の診療報酬改定で、認知症ケア加算が3段
階に見直しとなり、さらに、せん妄予防に関する加算
が新設されました。これは、急性期医療でも「身体拘
束をしない看護」と日頃から身体拘束を必要としない
状態になるように、入院環境を整えることの重要性を
示しています。そのためには、多職種チームと病棟ス
タッフが連携し、ケアを見直すことで効果が報告され
ており、専任の医師または認知症看護認定看護師や老
人看護専門看護師、精神保健福祉士による、定期的な
認知症ケアの実施状況の把握と、病棟職員への助言・
指導が必要となりました。そこで、2020年11月より「認
知症・せん妄対応コンサルテーションチーム」を作り、
多職種チームでの活動を開始しています。
入院患者の高齢化に伴い、せん妄ハイリスク群も増
加し、組織的なせん妄対策が求められ、2021年7月よ
りせん妄ハイリスクケア加算の算定が開始となりまし
た。せん妄への対応方法は大きく分けて、二つありま
す（図１）。せん妄の重症化を防ぐ取り組み（治療的
介入）
、
せん妄の発症を予防する取り組み（予防的介入）
の二つが進められています。しかし、せん妄はいきな
り興奮状態にはなりません。多くは、注意障害が目立
つ前段階があるので、その時に対応できれば「手に負

2021年度
区

分

外来患者
延
数

令和３年９月15日
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外来患者数
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人

人
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%

日

４月

32,380

1,541.9

97.3

1,165

97.4

14,369

479.0

79.6

78.9

10.5

５月

27,544

1,530.2

96.9

896

100.0

13,155

424.4

70.5

78.6

11.9

６月

31,690

1,440.5

96.9

1,056

97.3

13,346

444.9

73.9

83.4

11.0

計

91,614

1,501.9

97.1

3,117

98.1

40,870

449.1

74.6

80.3

11.1

■９月３日（金）
消防訓練（図上訓練）

皆さん今年の夏は猛暑でしたが、いかがお過ごしでしたでしょうか。昨年からコロナ禍
により出張、学会がオンラインでの参加となり道外に出かけることが皆無になり、おたく
での生活を過ごされていることと拝察いたします。私は会合に参加する事がなく健康的な
日々を送っています。昨年からの「オタク生活」で、学生時代に凝った趣味のオーディオ、アナログレコードへ
の興味が復活してきました。最近ではネット通販でいろいろな物が手に入ります。30年以上前に下宿で使用して
いた古いスピーカーをレストア、真空管アンプを調整するためネットで電子部品を探していると、学生時代に通っ
た迷宮の秋葉原を思い起こします。レストアを修了し古いレコードを再生すると、アナログならではの温かみの
ある音の良さを再発見。便利なデジタルに慣れてしまった近頃、レコードの再生は手間がかかり面倒ですが、秋
の夜長にじっくりと音を楽しむのも良いと思います。
（歯科口腔外科学講座 竹川 政範）

編集後記
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