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医学ジャーナルに論文が掲載されました

超音波内視鏡テーマに論文

徳洲新聞

目の前の困っている人に対し親身に
寄り添い真摯に向き合うことが大切
この日々の実践が自己成長そして組織の成長に
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秋田県の高齢化率は、全国 1 位の
38.1%（2021 年人口統計）であり、22
年 7 月 1 日現在では高齢化率 38.8% と、
昨年よりさらに上昇している状態です。
そして、我がドラゴンクリニックが立
地する三

み

種
た ね

町は、人口1万 5,020人（22
年 12 月 31 日現在）で、近隣には能

の

代
しろ

市、大
おお

潟
がた

村、男
お

鹿
が

市などがある県北の
日本海沿いに位置しています。徳田虎
雄・名誉理事長は、この地域に秋田県
唯一となる徳洲会グループの組織を
1997 年に立ち上げました。当初は無
床クリニックから出発し、2000 年に
通所リハビリ、05 年にグループホー
ムを開設しました。その後、07 年に
ショートステイ、12 年に特定施設を
併設し、現在に至っております。

患者さんを一人の人間として
丸ごと受け入れる大らか医療

私は 15 年 9 月に、当クリニックの
院長に就任しました。当時、クリニッ
ク部門は赤字が続いており、その立て
直しを任されたような状態でした。就
任当初は非常に患者さんが少なく、何
より地域の皆様の信頼を得られていな
い状況でした。多くの三種町民は当ク

リニックを受診することなく、近隣の
能代市の病院やクリニックを利用して
いました。私が最初に取り組むべき課
題は、クリニック部門の経営基盤の安
定化でした。そのために、まずは地域
の皆様の認知と信頼を獲得することが
最優先課題となりました。私は、まず
は、かかりつけ医機能の充実化を図り
ました。私自身、これまで、循環器内
科を中心とした内科全般の勉強を行い、
さらに整形外科の経験を積んだことが
大きな利点となりました。幅広い疾患
を診療したことで、徐々に患者数の拡
大につながりました。さらに、私が実
践したのは「怒らない診療」です。そ
れは、あらゆる患者さんを一切拒むこ
となく、傾聴と優しさをもって受け入
れることです。“生命だけは平等だ”
という徳洲会の理念の下、どのような
患者さんにも誠実に真

しん

摯
し

に向き合い、
病気だけを診るのではなく、一人の人
間として丸ごと受け入れる大らかな医
療を展開したことが功を奏し、患者数
は以前の 3 倍近くになり、収益の大幅
アップに結び付いたのです。
また、職場環境の改善にも取り組み

ました。これまで看護職員、介護職員、

事務職員、厨房職員の人員が、つねに
足りない状況が続いていました。そう
したなか、新入職員や現職員をしっか
り教育して、育てていくことに腐心し
ました。一人ひとりの職員が、やりが
いをもって仕事に取り組めるように、
決して入職時や現在の能力のみで判断
することなく、その人を丸ごと受け入
れ（長所や短所を含めて）、そのうえ
で育てていく環境づくりです。職場内
での陰口や悪口は厳しく注意し、仕事
ができないということで、その人を非
難したり見下したりせず、しっかり教
育、指導しました。組織内の雰囲気も
徐々に変わり、職員の離職率低下につ
ながっています。

クリニック部門の強い土台が
関連施設の利用増に結び付く

コロナ禍では、我が組織も、とくに
介護部門で大幅な減収を強いられてい
ます。しかし、クリニック部門が、地
域の皆様から勝ち得た信頼は大きなも
のがあります。このクリニック部門の
土台がしっかりしているからこそ、ク
リニックに通院する患者さんが、生活
維持、介護予防のために、通所リハビ

リに通うようになり、そのうえで介護
が必要となれば、ショートステイや特
定施設を利用し、認知症が出てくるよ
うであれば、グループホームを利用す
る――というような一連の流れができ
ています。引き続き、こうした組織の
利点を十分に生かし、地域の皆様が「今
後もドラゴンクリニックに通い続けて、
通所リハビリを利用し、最期はドラゴ
ンクリニックで迎えたい」という希望
に添え続けるようにしていきたい。こ
れが我が組織のやるべきことだと考え
ております。
私が、つねに職員に求めているのは

人間力です。私は職員を仕事ができる
かどうかで判断せず、人間としてどう
なのかを、つねに求めます。目の前の
困っている人に対して、親身に寄り添
い、真摯に向き合えているのか――そ
のような日々の実践が自己成長につな
がり、最終的に組織の成長につながる
と確信しています。誰もが人として尊
重されるべきなのは、言うまでもあり
ません。“生命だけは平等だ”の徳洲
会の理念の下、日々精進していきたい
と思っております。
皆で頑張りましょう。

札幌徳洲会
病院と札幌東
徳洲会病院は
札幌市消防局
からの要請で、
救急応需をス

ムーズにするためのシステムの
実証実験に参加している。札幌
東病院が昨年 5 ～ 8 月に TXP 
Medical、札幌病院と札幌東病
院が昨年 10 月から Smart119（今
年 3 月に終了予定）のシステム

をそれぞれ現
場に取り入れ
検証。
同システム

は 119 番通報
後の救急搬送
での所要時間短縮が主な目的。
「電話連絡」、「紙で記録」など
アナログで非効率な情報伝達を
廃し、「タブレットなど情報端
末の活用」、「AI（人工知能）を
活用した音声入力・状況判断の
支援」など ICT（情報通信技術）
を用いることで、患者さんの収
容をスムーズにし、救急隊の現
場活動を支援する。
札幌東病院の増井伸高・救急

センター副センター長は「シス
テムの導入により、病院側の救
急受け入れ時の判断がスピード
アップできると考えます。また、
患者さんの情報がデジタル記録
として送られてくるので、救急
隊と病院、さらには院内でも情
報共有がしやすくなります」と
期待を寄せる。

医師の働き方改革にも寄与

札幌病院の平山傑・救急科部
長は病院側の受け入れ体制にも

言及し、「システムを導入する
のであれば、病院側もそれに適
応したワークフローを新しくつ
くらないと、ちょっと便利に
なっただけで、大きくは何も変
わりません」と指摘。
「未来を見据えた DX（デジタ
ルトランスフォーメーション）

化の促進が必要です。こうした
システムの導入が、院内の仕事
の流れを改革するきっかけにな
り、たとえば『医師の働き方改
革』などにも寄与すると思いま
す。まずは当院にもスマート
フォンを導入できればと考えて
います」と展望する。

「救急受け入れ時の判
断がスピードアップ」と
増井・副センター長

「未来を見据えたDX化の
促進が必要」と平山部長

札幌病院＆札幌東病院
救急応需をスムーズに
Smart119など実証実験へ参加

川浪医師が総合7位

超音波内視鏡テーマに論文

瀬戸内徳洲会病院（鹿児島県）の川浪淳一・総合診
療科医師は、診療のかたわらフリーダイビングの選手
として大会に参加している。2022年10月には、エジ
プトで開催されたAIDA Freediving World CUPに出
場。CWT(フィンを履いて、水中に垂直に設置したロー
プに沿って素潜りで潜れる深さを競う競技)で78m潜
り、総合7位の成績を収めた。フリーダイビングは約
2分で一気に潜水・浮上する競技で、集中力が求めら
れる。「フリーダイビングにより、焦らない能力が鍛え
られ仕事面でも生かされています」と川浪医師。
同院のある奄美大島・瀬戸内町の海は穏やかで、深度はアジア有数であり、

フリーダイビングに適している。ダイビングに興味をもった看護師が同院に
入職するなど、人材獲得にもつながっている。4月には奄美大島初となる「結
の島フリーダイビングカップ」が、川浪医師が代表を務めるチームの主催で開
催予定。「フリーダイビングの魅力を広め、瀬戸内町の経済活性化の一助にな
りたいです」と抱負を語る。

武蔵野徳洲会病院（東京都）の吉本泰治・消化器
内科部長は、超音波内視鏡を用いた治療に関する
英語論文を執筆し、国際的な医学ジャーナル『Case 
Reports in gastroenterology』に掲載された。テーマは
「Splenic Abscess due to a Perforated Duodenal Ulcer 
Successfully Treated with Endoscopic Ultrasound-
Guided Transgastric Drainage」（穿孔した十二指腸潰瘍に
よる脾

ひ

膿
の う

瘍
よ う

に対し、超音波内視鏡ガイド下に行った経胃的
ドレナージ術が奏効した症例）。
十二指腸潰瘍穿孔を発症し他院で手術を受けた80代女性患者さんは、CT（コ

ンピュータ断層撮影）検査で脾膿瘍を確認。抗生物質が効かず、また安全な経
皮的ドレナージが解剖学的に困難だったため、超音波内視鏡ガイド下経胃的ドレ
ナージを目的に武蔵野病院に紹介された。吉本部長は同ガイド下に、胃と脾膿瘍
を交通させるドレナージチューブを留置。患者さんは良好な臨床経過をたどり
退院した。
「脾膿瘍に対する超音波内視鏡ガイド下治療の報告例は世界でも少数です
が、手術や経皮的ドレナージに代わる安全で効果的な治療となる可能性がありま
す。同様の症例に遭遇した先生方の参考になればと論文化しました」（吉本部長）。
以下のサイトから論文の閲覧が可能だ。https://www.karger.com/Article/
Pdf/525571

エジプト大会での川浪医
師の競技の様子

瀬戸内病院

フリーダイビングW杯

吉本・武蔵野病院部長

『Case Reports in Gastroenterology』へ掲載

「同様の症例に遭遇した
際の参考に」と吉本部長
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