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離島から本土への患者緊急搬送手段の検討

発 表 者 加藤 一朗 （島根県：隠岐広域連合立隠岐病院）

共同研究者 門脇 あゆみ、黒木 大介、田邊 翔太、小田川 誠治

機会や質の高い口腔ケア指導が提供できた

２．歯科医師の口腔ケア指導を受けた事でエビデ

ンスを踏まえた実施や患者の変化により

口腔ケアへの意識が高まった

３．看護師の口腔ケアへの重要性が高い事から口

腔ケア指導や研修は維持していく必要がある

４．口腔ケア依頼の７９％が高齢者であり今後も高

齢化が進む事からも入院当初から患者に合っ

た口腔ケアを組み込んで行く必要がある

離島から本土への緊急搬送手段について検討し

ましたので発表します。
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目的です。人口約１５，０００人の島唯一の病院であ

る隠岐病院（以下当院）から、本土の病院への

患者緊急搬送の手段・問題点について検討する

ことを目的としました。
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隠岐諸島は島根半島の北４０～８０kmの日本海に

浮かぶ群島で、４つの有人島と１８０余りの島から

なります。人口約２２，０００人と少子高齢化が進み、

人口も減少傾向です。隠岐は大変自然があふれ

風光明媚なところです。上の写真はろうそく岩

と呼ばれ、ちょうど海に突き出る岩に日が沈む

とろうそくのように見えまさに幻想的です。隠

岐までの交通手段としては、島根半島からフェ

リーで２時間半、高速船で１時間で着きます。

飛行機なら出雲空港から３０分で着き、しかも１

日１往復大阪の伊丹空港から飛行機も飛んでき

ます。今年９月に世界ジオパークに認定された

ことで注目されています。皆様もしよろしけれ

ば学会終了後においで下さい。当院は最大の島

にある唯一の病院です。
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方法です。平成２２年度～２４年度３年間における

患者緊急搬送を、人数・疾患名・搬送手段・搬

送時間等について後ろ向きに調査し検討しまし

た。搬送された患者個人が特定されないように

倫理的配慮を行いました。
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結果です。３年間の搬送患者を疾患別にまとめ

ました。心・大動脈疾患、頭蓋内出血、切迫早

産が多いのがわかります。
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搬送手段ですが、島根県防災ヘリ、Drヘリが多

いのがわかりますが、他に海上保安庁のヘリ、

自衛隊の C１ジェット機もあります。Drヘリは

日中島根県立中央病院屋上に駐機し、要請する

と数分以内に飛び立ちます。
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搬送要請してから、搬送先病院までの搬送時間

について調べました。Drヘリが運行する前の平

成２２年４月～平成２３年５月の間に防災ヘリを利

用して搬送した件数は２６件であり、平均搬送時

間は１２８分でした。

Drヘリが運行開始をしたのが平成２３年６月です

が、運行当初当院が旧病院であったため隠岐空

港にヘリが到着していた平成２４年１０月までの Dr

ヘリの件数が２５件で平均搬送時間が１００．５分でし

た。当院屋上ヘリポートが利用開始となった平

成２４年１１月以降の平成２４年度中の当院屋上ヘリ

ポートを利用した Drヘリの件数が１４件で、平

均搬送時間が８７分でした。以上より、Drヘリが

運行開始となり、当院屋上ヘリポート利用可能

となってから、平均搬送時間は４１分短縮したこ

とがわかります。
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考察です。疾患別で心・大動脈疾患が３０人と多

いのは、当院において心臓カテーテル検査・心

臓血管外科手術が出来ないためだと考えます。

同様に頭蓋内出血が３０人と多いのは、脳外科手

術が出来ないためです。次に２３人と多いのは切

迫早産ですが、これは当院に NICUがなく新生

児の集中管理が出来ないためです。
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搬送手段の変化ですが、これまで島根県防災ヘ

リは普段出雲空港に駐機しており、緊急患者要

請後 Drをピックアップしてから隠岐にくるた

め時間を要します。また当院から隠岐空港まで

約７km・救急車で約１０分かかるため、隠岐空港

までの搬送中に急変があった場合の対応にリス

クを伴いました。これが Drヘリ運用開始なり、

また当院屋上のヘリポートを利用出来るように

なったことで、搬送時間短縮し door to doorで

搬送リスクも軽減したと考えました。
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先行研究として他の島の搬送手段を調査したこ

とがありますが、搬送手段としては Drヘリ、

防災ヘリ、自衛隊ヘリ、民間機と様々で、搬送

の問題点としては、天候に左右される、要請し

てから搬送までに時間がかかる、生活圏とは違

う病院へ搬送されるなどがありました。
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天候による搬送手段の違いですが、天候が悪く

となるとヘリコプターは運航できなくなり、自

衛隊の C１ジェット機や海上保安庁の巡視艇に

よる搬送となり、搬送時間も長くなり、当院か

ら Drが同乗しなくてはならなくなるというデ

メリットがあります。ちなみに当院の Dr同乗

の際は、本土到着後送り返しては決してしてく

れず、自力で帰ることとなり、時間によっては

翌日帰島となることもしばしばです。
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今後より一層搬送時間の短縮を試みるべく、Dr

ヘリ要請手順をこの１０月１日から変更しまし

た。これまで当院事務を通して地元消防に文書

で FAXを送り Drヘリを要請していたのです

が、今後は電話で要請することとなり、搬送時

間短縮が期待できます。
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療養病棟における５S活動に基づいた適正な在庫管理～職員のコス
ト意識の向上を目指して～

発 表 者 高原 六月 （岡山県：矢掛町国民健康保険病院）

共同研究者 下路 真智子、川村 かすみ
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結語です。患者緊急搬送手段はこの３年間で改

善が認められましたが、ヘリコプター搬送は悪

天候の場合は運航不可になるなど天候によっ

て、また Drヘリは日没までと時間帯等の制約

があるのが課題と考えられました。また、患者

搬送だけでなく、ヘリコプターによる本土から

離島への Drデリバリーシステムの構築も望ま

れます。
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【はじめに】A病院療養病棟は、看護師１５名、介

護福祉士１１名のスタッフから編成される。物品

管理には、医療材料を使用する看護師と、物品

請求に関わる介護福祉士との連携の難しさが

あった。

小林は１）、「安全に日々の業務を行うには、物

品管理が不可欠である。病棟における物品管理

の整理・整頓の考え方は、産業界での「５S」

による取り組みの効果を受けて、医療の場で取

り入れられた方法」と述べている。

５Sとは、�（整理）必要なものと不要なも
のを分け、不要なものを捨てること�（整頓）
必要なものがすぐに取り出せるように置き場

所、置き方を決め、表示を確実に行うこと�（清
掃）掃除をして、ごみ・汚れのない綺麗な状態

にすると同時に、細部まで点検すること�（清
潔）整理・整頓・清潔を徹底して実行し、汚れ

のない綺麗な状態を維持すること�（習慣化）
決められたことを、決められたとおりに実行で

きるよう、習慣付けることを意味する。

看護師は、患者の高齢化、業務の多様化、医

療安全、生命の維持、生活援助など、広い範囲

で関わり支えている。日常的にいくつもの業務

を同時進行し、平行的に行っている為多忙にな

り、ナースステーションの机の上や処置室が煩

雑になりがちであった。緊急時の必要物品の不

足により、必要以上に物品請求がなされ、使用

頻度の少なさからくる在庫の多さ、使用期限切

れも目立っていた。在庫確認を行うと不要在庫

にコストがかかっており、スタッフのコスト意

識が低いこともわかった。

そこで、職員のコスト意識を含めた物品管理

について調査し、５Sに基づいて業務改善を行っ

たので、ここに報告する。
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