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手術と栄養についてお伝えしたいこと
城東中央病院　副院長・ＮＳＴ委員長　土増　聡

　昨今の医療情勢において周術期ケアの重要性、中でも栄養療法が非常に重要であるという認識が
定着しつつあります。しかしながら現実には、手術予定の病院においては入院までの待ち時間が長
い、栄養状態不良による在院日数の長期化などさまざまな問題が生じています。
　患者様により良い医療を提供すること、例えば合併症を減らすこと、術前の入院期間を短縮する
こと、さらにはより多くの患者様に対応できるようにすることなどは、患者様にとっても医療者側
にとっても大きな目標です。
　そこで大阪市立医学部付属病院（以下、大学病院）が中心となり、地域（大学病院－中核病院－
在宅）で周術期の栄養療法を支える体制作りが始まりました。実際にはそれぞれの患者様に対して、
介護施設や医療機関の地域連携室が協同して、特に術前の栄養面での改善を図るための体制を構築
しようとするものです。このような体制を確立することにより、患者様だけでなく、医療関係者に
も周術期の栄養療法が重要であることを知ってもらう、そして術前術後の継続的な栄養療法により
医療の質を向上させることが可能と考えております。
　将来的には周術期栄養療法だけでなく、主要な疾患ごとの地域連携、リハビリにおける地域連携、
緩和ケアにおける地域連携など、さまざまな領域での地域連携体制の構築を目指したいと思います。
ぜひとも皆様のご支援・ご協力をよろしくお願い申し上げます。

・手術までは地域の病院で栄養療法。 

・その後、手術直前から手術を経て、退院まで
　の期間は大学病院で栄養療法を受けます。

・退院後は再び地域病院で栄養療法を受けるこ
　とができます。

お問い合わせは外科外来まで

普段は地域の病院に通院していて手術を大学
病院で受ける予定の患者さんの場合。
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【医療指導】大阪市立大学医学部附属病院NST

【撮影協力】大阪市立大学医学部附属病院、医療法人医誠会 城東中央病院

手術と栄養についてお伝えしたいこと
         ～栄養療法と NST（栄養サポートチーム）～

NST（栄養サポートチーム）は、医師、看護師、
薬剤師、栄養士など各分野の専門スタッフがそれ
ぞれの知識や技術を持ち寄り、チームとして患者
さんにとって最適な栄養療法を選び、最終目標で
ある経口摂取が不可欠な状態までステップアップ
していただくためのお手伝いをします。

ＮＳＴとは Nutrition Support Team



造影ＣＴで動脈の３Ｄ写真が撮れること知ってますか？

当院では、マルチスライスＣＴ装置を用いて短時間で簡単に血管の 3Ｄ画像 (立体画像 )を撮影する

ことができます。今までも手や足の動脈にカテーテルを挿入し血管造影をする方法や、ＭＲＩによる

血管描出をする方法などがありましたが、ＣＴによる血管描出はより患者様の負担が小さく短時間で

検査を行なうことができるようになりました。

検査の方法は、血管を見やすくするために造影剤を使用します。そのためにまず外来で着替えをし、

血管を確保する為に生理食塩水の点滴をしていただきます。（検査前夜は絶食になります。）ＣＴ室に

移動し検査を開始します。撮影時間は 10分～ 15分程度で終了です。

画像処理を行ない図のような頭や、お腹、下肢の血管を鮮明に描出することができます（使用装置：

GE brightspeed4ch、造影剤：イオパミロン 370　100ml シリンジ）。脳動脈 3Ｄ撮影によって描出

できる病変には、クモ膜下出血を引き起こす脳動脈瘤や脳動脈の塞栓、梗塞、脳腫瘍などがあります。

検査を希望される方は担当の先生にお申し出ください。また、ご不明な点や質問などございましたら

お気軽に放射線科までお尋ねください。

新任医師紹介

あなたの血管の３Ｄを造影ＣＴでみてみませんか？
城東中央病院　放射線科　主任　藤原健祐・森下慶則

　　をつけた
      ところが
      動脈瘤

脳動脈の
３Ｄ撮影

内科　小川 信行
この度、城東中央病院内科担当医として、今年はじめよりお世話になっております小川です。
長く、ケアーミックス型の救急病院で、勤務させていただいておりました。その経験を生かし地域密着
型の医療に少しでも携われますように努力していきたいと思います。宜しくお願いいたします。

整形外科　久保 隆彦
この度、3月から整形外科常勤医として入職しました久保隆彦です。整形外科としての専門はありません
が、外傷一般特に下肢の外傷を多く治療してきました。
大阪市立大学で研修期間を過ごし、3～ 4年目は千石荘病院という貝塚市の慢性期病院での勤務でした
が、5～ 9年目にかけては年間手術件数800件台の佐野記念病院に勤務。10～ 11年目はここ城東中央
病院で勤務させていただきましたが、12～ 14年目は年間手術件数が900件台の東住吉森本病院での勤
務でした。今回は、整形外科常勤としてはひとりで、しかもゼロからのスタートとなります。地元の整
形外科治療の提供に努力していく所存です。よろしくお願いいたします。

※　診療科の増設に伴う外来変更について
　　3月より整形外科、４月より泌尿器科の外来枠が増設されます。



城東中央病院では、ISO9001 ならびに ISO27001 という規格を取得・維持していくことで、医療安

全の確保と医療の質向上に取り組んでいます。そもそも、ISOって何なのでしょうか。病院で ISOを

どのように活用しているのでしょうか。

ISOとは国際標準化機構（International Organization for Standardization）が発行した国際規格

のことで、その中で質マネジメントシステム、情報セキュリティマネジメントシステムについて規定

したものがそれぞれ ISO9001、ISO27001 です。ISO9001はもともと工業界で発展した規格で、財

団法人日本適合性認定協会 (JAB；http://www.jab.or.jp/) の報告によると、2008 年 12 月現在、

日本国内で 40,935 事業所が取得しています。そのうち大阪府では 3,557 事業所であり、かつ医療

及び社会事業で取得しているのはわずか 56 事業所であります。病院ではまだまだ認知が薄い ISO

ですが、当院では 2003 年からこれらの規格を取得しています。何故なのでしょうか。ISOの基本的

概念に、「顧客重視」と「継続的改善」があります。

地域の患者様を中心に考え、かつ継続的に病院組織として、医療安全の確保と医療の質向上に向けて

職員全員で改善し続けることが、当院の使命であると考えるためです。

また当院は患者様の様々な診療情報を電子カルテ、コンピュータ、紙など様々な媒体で管理させて頂

いております。診療情報におけるセキュリティを維持するために ISO27001の規格を取得しています。

現在当院では、病院での ISOを有効的に導入・推進するため、東京大学工学系研究科、早稲田大学理

工学術院ならびに全国の 6病院と「医療における質中心経営管理システムと導入推進のモデル開発研

究会（QMS-H研究会）」に参加しております。まだまだ認知が薄い病院での ISOを有効的に活用する

ことによって、より良い医療を提供できるよう

に共同研究を行っております。3月 8日には、

東京大学安田講堂にて、シンポジウムが開催

され、当院からも 2 演題発表しました（詳細

は当院ホームページの「TQM について」を

ご覧ください

；http://www.jouto.com/medical/tqm.html）。

これらの活動は、TQM推進室という部門が院

内のコーディネータ役として推進しています。

次回は、「TQM 推進室の役割について」を

ご紹介します。

病院でのＩＳＯって何？　─ 城東中央病院での取り組み ─
城東中央病院　TQM 推進室　田中宏明
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『従藍而青』という言葉があります。青は藍より出でて藍よりも青し――青色という染料は藍という植物からとりますが、青色を

染めれば染めるほど元の藍より青くなる、という意味で、中国・戦国時代の思想家・苟況の言葉です。

昨今、あらゆる業種や企業において人材不足が深刻化しています

新職員も意気軒昂な春。この病院に関わるすべての人達に、安心と信頼を提供できる病院を目指し、活動して参ります。

地域医療連携課　兼松　徹

じゅうらんにしょう

さん復職支援セミナーさん復職支援セミナー

2009年 5月 16日（土）2009年 5月 16日（土） ※昼食をご用意します

資格を持っていても、結婚、子育てその他

の色々な理由により「永らく看護の現場か

ら離れていて全く自信がない」どんな所か

不安だ」その他種々の理由により、看護職

として現場に入る事を躊躇し、あきらめて

いる方が多いと思います。でも、大丈夫です！　

ご相談の連絡をお気軽にしてください。

09：30～09：40 あいさつ・オリエンテーション

09：40～10：00 当院の概要・看護の動向

10：00～10：30 医療安全について：インシデントとアクシデント

　　　　　　　　　　　　 　当院で行っている事故防止対策

10：30～11：00 感染防止について：スタンダードプリコーション

11：00～11：15 　　　　　　　　休憩

11：15～11：45 電子カルテ（看護記録）

11：45～12：30 実技（採血・血糖検査・注射・点滴）

12：30～13：30 昼食（弁当会食）

13：30～14：15 ME器械・輸液ポンプなど

14：15～15：00 ACLS（気道確保・心臓マッサージ

15：00～15：15 　　　　　　　　休憩

15：15～15：30 質疑応答

　　　15：30 閉会のあいさつ

09：30～09：40 あいさつ・オリエンテーション

09：40～10：00 当院の概要・看護の動向

10：00～10：30 医療安全について：インシデントとアクシデント

　　　　　　　　　　　　 　当院で行っている事故防止対策

10：30～11：00 感染防止について：スタンダードプリコーション

11：00～11：15 　　　　　　　　休憩

11：15～11：45 電子カルテ（看護記録）

11：45～12：30 実技（採血・血糖検査・注射・点滴）

12：30～13：30 昼食（弁当会食）

13：30～14：15 ME器械・輸液ポンプなど

14：15～15：00 ACLS（気道確保・心臓マッサージ

15：00～15：15 　　　　　　　　休憩

15：15～15：30 質疑応答

　　　15：30 閉会のあいさつ

参加
無料※子供さんを一時預かりますのでご相談ください。

平日9:00～ 17:00
随時受け付けていますのでご連絡ください。

電　話：06-6962-0015
　　　　（担当　看護部　永井）
メール：okazawa@jouto.com

問い合わせ先

プログラム

参加
無料

今後の地域への取り組み

【日　　時】　7月 25日（土）　9時～ 12時　13時～ 16時
【場　　所】　城東中央病院　玄関前　(検診車での実施 )
【検診内容】　マンモグラフィ検査 (たて・よこ 2方向 )

～七夕コンサートのご案内～　ヘルマンハープによるコンサート
【日時】7月 4日（土）　15時～ 16時　　【場所】城東中央病院 外来待合室

～乳がん検診のご案内～

詳細は事務課までお問い合わせください


