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Ⅰ

事業活動の概要
１．事業所名及び代表者氏名
医療法人社団 陵仁会 えんどう桔梗マタニティクリニック
ちから

理事長 遠藤

力

２．所在地
〒041-0808

北海道函館市桔梗 5 丁目 7 番 15 号

駐車台数

合計８７台

（第２駐車場／46 台 屋内駐車場／11 台[軽自動車限定]）

３．事業活動の適用範囲
産科・婦人科にかかわる外来、入院等の医療事業
４．事業の規模（２０１7 年度）
ちから

し んが き

院長 遠藤 力
医師 新垣加奈 事務長 遠藤加寿子
師長 長谷川 美香 副師長 田村恵 他３3 名
５．環境管理責任者
事務長 遠藤 加寿子
EA-21 推進事務局
・佐藤 真紀子 ・三浦 洋子 ・高田 早苗 ・宮川 ひとみ
連絡先 Tel : 0138-47-3001 Fax：0138-47-3171
E-mail：ekmc@salsa.ocn.ne.jp
ホームページ（リニューアル）
http://www.endo-kikyo.or.jp/
フェイスブック公式ページ
http://www.facebook.com/endo.kikyo
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Ⅱ

環境方針
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Ⅲ

当院について
院長

遠藤

ちから

力

産科、分娩、一般婦人科、一般不妊治療
を行っています。
全国各地で少子高齢化が問題になってい
ます。しかし、少子化がすすんでも「お
産」がなくなることはありません。「安
全に分娩ができる環境であり続けるこ
と」を何よりも重要視しています。また、
単に産科・婦人科の診察だけではなく、女性として、一人の
人間としての生き方、子育てや熟年期の過ごし方を各種教室
や講話会を通じて応援しています。全国各地で社会構造の変
化に伴い患者さんの構成や主訴の変化も認められます。これ
からは、女性のライフスタイルや疾患に対してより幅広く適
応できるようなクリニックにしていこうと考えています。

医師

しんがき

新 垣 加奈

産婦人科医師であり、麻酔科標榜医でもある経験を無痛分娩などの得意分野で
生かしています。産婦人科受診はどの方にとっても不安や緊張を感じることだ
と思います。その不安を和らげ優しい診療と分かりやすい説明を心がけていま
す。その他には、中高校生対象に性教育を行っていますが、最近は企業の女性
職員向けに「女性の性ホルモンについて」「卵子について」「適正な妊娠時期
について」「更年期について」「閉経について」等それぞれの女性のワークラ
イフに合わせたテーマで「新たな性教育」として積極的に講演活動も行ってい
ます。

医師

すいな

あさか

推名 浅香

現代では様々な背景・悩みをかかえる女性がたくさんいます。
女性だからこそ共感できること、お声掛けできることがあると思い、日々の
診療では患者様により真剣に寄り添える医師でありたいと感じています。
「来てよかった」「安心した」と言ってくださる患者様を見ると、こちらも
励まされます。
医療は日進月歩です。当院では、医師はじめスタッフ全員で月数回の勉強
会・話し合いを行っております。よりよい診療を提供できるよう、スタッフ
一同、向上心を持って頑張ってまいります。
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【診療内容】
•産科（希望に応じ硬膜外麻酔（無痛分娩）立合い分娩可、フリースタイル）
※LDR あり
•4D 超音波画像診断
•染色体検査
•産後ケア
•婦人科
•子宮がん検診
•ブライダルチェック
•マイヘルスチェック
•各種ホルモン検査
•不妊症
•人工授精（配偶者間人工授精：AIH）
・子宮内膜症 ・イライラ、眠れない、気分が落ち込むなどのメンタル的な症状が
ある
•生理不順・生理痛
•更年期・思春期の健康相談
•避妊相談
•ピル処方（緊急避妊にも対応）
•性感染症検査、治療
•骨盤ケア～トコちゃんベルト購入時 装着指導
•栄養相談

●第 2、第 4 日曜診療は【完全予約制】9：00～12：00 まで診療しております。
■事前受付が出来るのは、 希望日の【前日午後４時まで】となります。
（お電話の場合は診療時間内にお問い合わせください）
■【最終受付時間】午後診療日（月・火・木・金）17：00 まで、午前は 12：00 までとなります。
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クリニックの方針
1. ローリスクの妊婦さんの妊娠分娩経過を観察する中で、ハイリスクの妊婦さんを見い出し
適切な処置をする。
2. 異常が出現した場合は病状が深刻にならないうちに早めに総合病院へ母体搬送する。
3. 搬送先の病院には日頃から当クリニックの診療方針を理解して貰うように努力し連携を強
固にする。
4. 他病院との連携に関しては、総合母子周産期センターがあり、小児科新生児専門医のい
る函館中央病院や、救急救命センターのある市立函館病院の産婦人科医師との連絡を
常時とれる様にする。
5. 産後うつ症状やお母様の不安解消のために「産後２週間健診」、「産後ケア入院」を通じて
産後のお母様の心のケアや育児サポートを行なう。
6. 希望の方に無痛分娩を行う。
7. 里帰り出産は受け入れ可能。
8. 妊娠期の赤ちゃんの健康状態は４Ｄの超音波診断装置により、リアルタイムに鮮明な画
像で観察し診断する。
9. 婦人科疾患に関しては子宮がん検診を強く推奨しており、患者様の受診歴を管理し検査
が抜けてしまった方へのフォローをする。悪性腫瘍が疑われる場合は市立函館病院、函
館中央病院、函館五稜郭病院に紹介する。
10. 不妊症に悩む患者さんに対しては一般不妊治療に関する各種検査を速やかに行ない人
工授精、高度不妊治療が必要な方を適切に判断する。
11. 妊婦さんには正しい知識を提供する「保健指導」「マタニティクラス」を受けていただき、不
妊に悩む方には「スクリーニング検査」を行い、治療の選択方法を一緒に考えていく。
12. 企業に勤めている女性や大学の女子学生等に対しては、それぞれのワークライフに合わ
せたテーマで（例えば、「ホルモンバランスについて」や「卵子について」など）話し、「大人
の女性への新たな性教育」として出張講演活動をする。
13. 思春期の中高校生に対して、健康的に生きていく為の「性教育」を行う。
14. 分娩費用は通常のお産で 42 万円前後。全員加入の産科医療補償制度掛け金 16,000
円が含まれる。出産育児一時金の「直接支払制度（支給額 42 万円）」を活用でき、出産
費用に充てることができる。
15. 産科・婦人科とも初診の方も含め、24 時間インターネットからの事前受付が可能。手術等
による診療時間変更のお知らせはメールにても行い皆様へご迷惑がかからない様に努め
る。完全予約制ではなく事前受付なしでも診察時間内は受診可能。 P.4＊1
16. 通常の生活をしている事への感謝を忘れずに、現在恵まれない環境にいる方への寄付を
日本赤十字協会を通じて行っていく。
医師以外のスタッフは総勢 35 名。内助産師は 15 名、看護師 9 名、臨床検査技師 1 名、
看護助手 4 名、事務 5 名、事務長で構成されている。
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院内の様子
Inside the hospital

ナースステーション（２F）
私共が２４時間体制で皆様の対応をさせて頂いております。
いつでも、お気軽にお声をかけてください。

ＬＤＲ
陣痛～分娩～回復まで広い個室で家族と共に過ごすことができ、お母様がリラックスした
環境でお産に臨むことができる。

大部屋 ※共有の洗面台あり

個室 ※トイレ・洗面台付き

3F ﾘﾗｯｸｽｽﾍﾟｰｽに本 200 冊を用意

ファミリールーム ※トイレ・洗面台・シャワールーム付

屋内駐車場
増築部分の 1 階を

ファミリールーム【洋室】

ファミリールーム【和室】

※ホームページで詳しく室内の様子が見られます。
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軽自動車専用の屋内駐車場に。
第 2 駐車場も有ります。
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」

医師と臨床検査技師との超音波解読

新生児蘇生の勉強会

ナースステーションの様子

マタニティクラス（第１週目は医師のお話も）

午前と午後診療の合間に、職員対象に各種勉強会を実施しています

毎週（火）10～13 時
待合室では、当院管理栄養士による
栄養相談を無料で実施しています。
食事以外のお話になってしまうことも☺
お気軽にお声かけて下さいね。

新しい命との
出会い

（H29）2017．9 月から電子カル
テが導入されました。
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Ⅳ

2017 年度 今期 環境目標達成状況

目標値は増築工事完了後の 2014 年度実績値をもとに設定した。
工事

増築後 4 年目

（2013/3～2014/2）

完了後

２０1４年度
取組み
項目

２０１7 年度

（2014/7～2014/12）

（2017/7～2017/12）

基準実績
2017 年度までの３年間の基準値となる

１
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．
廃
棄
物
排
出
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の使水３
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減量源
入
の
促
進

グ４
リ．
ー
ン
購
５
．
環
境
保
全
取
組
の
促
進

向
上
・
業
務
の
効
率
化

医６
療．
サ
ー
ビ
ス
の

電気使用量

今期目標
120,000Kwh

123,912KWh
A 重油

7,000Ｌ

13,240L
液化天然ガス

2,000 ㎥

1,518 ㎥

総廃棄物
5.0ｔ

1 分娩あたり／22.5Kg

1 分娩あたり／22.6Kg

感染性廃棄物の
適正管理を維持する

感染性廃棄物の
適正管理を維持する

廃棄物再生利用率の向上
９９％維持

廃棄物再生利用率の向上
●９９.２％維持

1,611 ㎥

1,500 ㎥

32.0％

28％維持

環境保全取組みの促進
環境意識の向上
環境意識の向上

医療サービスの向上・業務の効率化

医療サービスの向上
・業務の効率化

随時意見を集約し、
タイムリーな検討と対応
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Ⅴ

2017 年度 今期 環境活動内容

分娩数の増減に数値は左右されやすいので、今期は無理のない範囲での目標値を定めた。
2014 年度の基準実績
（2014/7～2014/12）

2017 年度
今期 環境目標

目標達成のための実施項目
（2017/7～2017/12）

（2017/7～2017/12）

総電気使用量
123,912 Kwh
（三浦 洋子）

ボイラー
A 重油／13,240L
（遠藤 加寿子）

液化天然ガス
1,518 ㎥
（遠藤 加寿子）

120,000kwh

①未使用時の各部署（病棟･外来･事務）での電気消灯を徹
底。３F 各教室でエアコンを使用する際は前後で ON･
OFF の徹底に気を付ける。
②電力不要時のコンセントを外す。
③待合室の TV は昼休み来院者不在時は OFF にし、電灯
も適宜ＯＦＦ。（約１時間）
④トイレ便座ｼｰﾄの温度調整。（温度 中→低）
⑤退院後、便座ｼｰﾄとテレビのコンセントは外す。テレビ
は、主電源を OFF にし、テレビ画面を節電モードに設
定（明→暗）。
⑥換気扇は、常時「弱」運転とする。
⑦各病室でエアコンの温度管理ができるようになったの
で、患者様や部屋の状況に応じてのこまめな ON・OFF
調整を行う。（通年２４℃設定を基準）
⑨掃除機の使用を最小限にする。（紙モップや水拭きなど）
⑩「電力マネジメントシステム」導入で「電気の見える
化」スマートクロックを常にチェック。

7,000L

①空調のボイラーの設定温度を
冷温水温度 夏１０℃、冬４８℃で維持した。
②外気温に合わせ、冷暖房の調整、ＯＮ・ＯＦＦをこまめ
に行う。
③温湿度計の設置個所を多くし、室温は通年 24℃前後と
なるように、こまめに調整する。
④給湯ボイラー新規購入（液化天然ガス使用）により給湯
用には A 重油使用廃止（５月末より）
⑤ボイラー本体の清掃や定期点検実施（年４回）
⑥院内全室換気扇フィルター清掃（月１回）

2,000 ㎥

①乾燥機本体の定期清掃（年 1 回）
②乾燥機のフィルター清掃（毎日）
③乾燥機の使用時間の適正設定の徹底。
（1 回の乾燥時間 [1Kg5 分] を目安にする）
※乾燥機タイマーが鳴ったら職員が電源 OFF にする。
クールダウン時のガス使用はもったいないので乾燥が終
わりタイマーの音を聞いたら気が付いた者が電源をＯＦ
Ｆにして、乾燥機ドアを少し開けて自然にクールダウン
する。
④洗濯物の状況に応じて、自然乾燥も併用する。
（特に厚物）
⑤洗濯物の種類や量に合わせ、まとめ乾燥を行う。
⑥給湯ボイラーを A 重油から天然ガスに変更（５月末より）
⑦(1)床暖房(2)中材湯沸器(3)厨房ｶﾞｽ,乾燥機(4)1F3F 暖
房空調の項目に分けて計測し削減に努める。
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2014 年度の基準実績
（2014/7～2014/12）

2017 年度
今期 環境目標

目標達成のための実施項目
（2017/7～2017/12）

（2017/7～2017/12）

総廃棄物量
5.0ｔ
１分娩あたり
22.6 ㎏

再生利用の
リサイクル率
98.8％
年間水資源総使用量
1,611 ㎥
グリーン購入比率
32％

①食材・資材搬入時の簡易包装、及び段ボール持ち帰り依
頼実施。（入り口管理）
②感染性廃棄物の管理の徹底。
③印刷枚数の削減（両面印刷・集約コピーの活用）
④裏紙再利用（メモのほか、院内保管文書印刷紙へ利用）
⑤ペーパーレス促進（スキャナ活用、レセプトのオンライ
ン化）
⑥コピー機のドキュメントボックスの活用。
⑦バイキング時、患者さん自身に下膳して頂く際にゴミの
分別協力を依頼。
（当院が EA-２１実施施設であることをアピール）
⑧職員は職員用トイレで自分のハンカチを使用。
（ペーパータオルの削減）
⑨EA-21 推進委員による定期的なゴミ分別のチェック。

１分娩あたり
22.5 ㎏

9.9%維持

①汚染されていない紙類はリサイクル紙の分別として出す
ことを徹底する。
① 雑誌や新聞は町内会の資源回収へ出す。
③業者より依頼されたパンフレット、雑誌等は必要最低限
にし、余った雑誌等は返却する。

1,500 ㎥

①地球環境を意識した商品である洗濯洗剤を使用する。
②全トイレに消音装置である「音姫」を設置し水量削減。
③まとめ洗濯することによる水使用量削減。

28%

①地球環境を意識した商品（エコマーク、詰め替え可能商
品、古紙使用の製品）を優先購入する。
②事務用品、消耗品、電化製品、医療機器でグリーン購入
できるものを多くする。

環境保全・
医療サービスの向上

・院内講話会 3 回
・地域清掃、ボラン
ティア活動 ２回 ・患者様からの信頼
・ＥＡ活動関連勉強
を得て安心して委
会１回
ねられる医療環境
・防災訓練、教育
を整える。
５回
・地域の講演等に講
師の派遣
・ＥＡ-21 活動のア
ピール

①病院内での診察に関する情報、各種教室の充実、院内イ
ベント等のフェイスブックによるお知らせ。
②３F エレベーター前ホールの環境整備
（本 200 冊とリラックスできる椅子,テーブルを用意。
また外来診察呼び出しモニターも設置し、外来患者様
の待合室としても利用可能となった。）
③予約システムにより外来の予約が可能。診察が近い時間になっ
た時のスマートフォン等携帯へのお知らせ。分娩や緊急手術時
の携帯へのメールでのお知らせ。
④エコー画像のクラウド化
⑤全館 Wi-Fi 完備
⑥サーバー室で院内全体の無線 LAN を管理
⑦教室関係の見直し、マンネリ化していないかを検討
新たな教室（ベビーリトミック、116 キッチン、クリアーボディー等）※１
⑧月１回の防災訓練による職員の防災意識向上 ※１
⑨自家発電装置による災害時の対応
⑩院内講和会、職員対象勉強会の実施 ※１
⑪当院医師・助産師による中学・高校での性教育（講演）※１
⑫大学生や社会人女性対する講演活動。
⑬性暴力防止への取り組み（行政、警察との連携）研修会
への参加。
⑭院長が性暴力協議会の会長として指揮をとる。
⑮「ベビーシャワーパーティ」の実施
※１ 「６．環境保全活動の取り組み」P.24 参照
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2014 年度の基準実績
（2014/7～2014.12）

2017 年度
今期 環境目標

目標達成のための実施項目
（2017.7～2017.12）

（2017.7～2017.12）

医療向上・
業務効率化

・適切な処置と迅
速な対応で患者
様の命を守る。
・心のケアを大切
にし、寄り添う
医療をめざす。

①予防医療を意識した取り組み（ガン検診の促進、マイヘ
ルスチェック、ブライダルチェックの検査項目の見直
し、検査の説明も付加）
②医療安全の為の会議を随時実施（インシデント･発表検討会）
③感染防止の勉強会実施、研修会参加
④院内での勉強会（新生児蘇生,モニタリング,母体救急への取り組み）
⑤院外での勉強会・研修会への積極的参加、研修発表
⑥産前のバースプランを含めた保健指導の充実図る
⑦第三診察室の増設（患者さんとのコミュニケーションや
保健指導をスムーズに行う場所として）
⑧問診室に採血のみの場所を設置。パーテンション新規入
れ替えをし、診察の流れをよくした。
⑨産後うつ、産後ケア入院への対応
⑩切迫入院患者への心のケア（赤ちゃんの帽子作りやおむ
つケーキを一緒につくる）※写真参照
⑪無痛分娩への取り組み（患者さんへの十分なインフォ—
ムドコンセプトと緊急時の二次救急機関との連携）母親
教室での医師による説明。
⑫不妊患者への医療向上の取り組み(臨床検査技師採用によ
るホルモン検査や各種検査のスピーディーな対応,採精室
の設置)
⑬自動体重計・自動血圧計を使用し患者さんが自ら計測し
プリントデータを持参する事により診察時間の短縮と看
護師の手間を省く。※写真参照
⑭新レセプトコンピューター導入（９月より）や電子カル
テ導入（11 月より）への取り組み。

※当院の医療活動で使用する化学物質は少量の為、その削減を環境目標とし
ては設定しない。
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Ⅵ

環境活動の取組結果と評価

電気使用量の削減

１．電気使用量の削減
増築 1 年目

今年度 増築 4 年目

基準値（2014）との比較

2014 年度実績
(2014.7～2014.12)

2017 年度実績
(2017.7～2017.12)

123,912kwh

126,198 kwh

前年との比較
1.8％ 増

※Ｃ02 排出係数 ＝ 0.６７８[調整前] kg-CO2/kWh（平成２５年度
[2013]採用）
EA-21 の資格取得時、2011 年度の排出係数を使用していたが、
昨年度[2013]からは上記の実排出係数に変更した。
※2017 年度まではこの係数を使用しデータ分析していく。
（参考）※北海道電力ＨＰ

右側の黄色の枠内

参照

http://www.hepco.co.jp/ato_env_ene/environment/environment.html

①スマートクロック導入により、電気使用量が過多になるとアラームが鳴るため
仕事中の職員も電気量削減を意識するようになった。
②電気使用量、電気料金、CO2 などを設置機器や Web 専用ページで 1 日単位から詳しく
詳細に確認できる。
さらに、操作パネルでは、「上手な電気の使い方」「省エネ診断」などのアドバイスも
提示される。
③デマンド設定も外気温により調整できるようになった。
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Ⅵ

環境活動の取組結果と評価

燃料使用量の削減

２．燃料使用量の削減
■Ａ重油
増築 1 年目
2014 年度実績
(2014.7～2014.12)

今年度 増築 4 年目
2017 年度実績
(2017.7～2017.12)

13,240ℓ

2,850ℓ

基準値（2014）との比較
9 月から使用なしの為

比較できず

今まで、１Ｆ・３Ｆ・２Ｆ（一部廊下）の空調に使用していたが、今回は夏期（６月
末～８月）のみ使用。２８年夏期も使用予定。

■液化天然ガス
増築 1 年目

今年度 増築 4 年目

基準値（2014）との比較

2014 年度実績
(2014.7～2014.12)

2017 年度実績
(2017.7～2017.12)

今期は比較できず

1,518 ㎥

11,307 ㎥

以前は厨房・乾燥機にのみ天然ガスを使用していたが、今期は
①２Ｆ床暖 ②中材湯沸器

③厨房･乾燥機

④１Ｆ３Ｆの暖房、温水

上記４種類で使用量が計測できるので、それぞれの削減に努める。
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Ⅵ

環境活動の取組結果と評価

総廃棄物量･再生利用率

３．総廃棄物量・再生利用率
総廃棄物量
増築 1 年目
2014 年度実績

今年度 増築 4 年目
2017 年度実績

基準値（2014）との比較

(2014.7～2014.12)

(2017.7～2017.12)

5.0t
1 分娩あたり
22.6kg

5.2t
1 分娩あたり
23.8kg

1.0％ 増
1 分娩あたり
1.2Kg 増

医療安全を考慮して使い捨てシリンジ等を使用し始めているので、廃棄物も増えている。

再生利用率
増築 1 年目

今年度 増築 4 年目

2014 年度実績

2017 年度実績

(2014.7～2014.12)

(2017.7～2017.12)

98.8%

99.4％

基準値（2014）との比較

0.6％ 低下

電子カルテ導入により、院内保管の文書には裏紙を使用していたが導入時のプリン
タには裏紙使用（インクの付いているもの）はできないとの事で、裏紙使用率が減
ったことも原因となっている。
資源使用量削減

４．水資源使用量削減
増築 1 年目

今年度 増築 4 年目

2014 年度実績

2017 年度実績

(2014.7～2014.12)

(2017.7～2017.12)

1,611 ㎥

1,741 ㎥

７月から週末非常勤医師が当直することになり、
シャワー等で水使用が多くなったと思われる。
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8.0％ 増
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Ⅵ

環境活動の取組結果と評価

省資源・グリーン購入の促進

５．省資源・グリーン購入の促進
増築 1 年目

今年度 増築 4 年目

2014 年度実績

2017 年度実績

(2014.7～2014.12)

(2017.7～2017.12)

19.2%

32.1%

基準値（2014）との比較

1.6％ 向上

新レセコン導入時購入したプリンタは
裏紙使用禁止の為、コピー紙購入が大幅に増加したことも原因と考えられる。
活況保全活動の取り組み

６．環境保全活動の取り組み
[当院開催の教室・講話会・地域の講演活動・防災教育他]

＜当院が開催している定期的な教室と講座＞
＜産前＞※当院に通院している方のみ利用可
マタニティ・ヨガ

毎週（木）

マタニティクラス
両親クラス
パパさんクラス

１回 500 円

・10：00～11：00

毎週（月）

・13：00～15：00

毎月 第１（土）・４（日）

・ 9：30～11：30

毎月 第 2（土）

・ 9：30～11：30

※託児あり（お一人 500 円）

月・水「母乳外来」を行っております。（助産師担当） 産後

おっぱい教室

毎週（月）

※当院に通院している方のみ
利用可

・12：30～13：30

のおっぱいのことでご相談のある方はご利用ください。
（お電話での完全予約制） 当院でお産をされた方以外でも対
応しております。

＜産後＞※当院に通院している方のみ利用可
ふれあい教室
タッチケア

毎月 第 2･4（金）
毎月 第１・３（金）

ベビーリトミック

毎月第 3(金)

１回 1,000 円

ベビーダンス教室

毎月第 3(木)

１回 500 円

クリアーボディー

毎週（水）

１回 500 円

・10：00～11：30 ※7 ヶ月～1 才 3 ヶ月
・13：00～14：30 ※1 ヶ月～6 ヶ月
・10：30～11：30 ※5 ヶ月位～1 歳位まで
※当院で生まれた赤ちゃん（首がすわってからハイハイくらいまで）

・13：30～15：00 ※生後 4～9 ヶ月
※当院で生まれた赤ちゃん。

・10：00～11：00

※託児あり（お一人 500 円）

・11：30～12：30

※託児あり（お一人 500 円）

＜産後＞※当院に通院歴のない方でも利用可
癒しのヨガ

毎週（木）

１回 500 円
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＜産前・産後どちらの方でも＞
お料理教室

毎月 第３（水）

※当院に通院歴のない方でも
利用可

１回 1,000 円

薬膳料理教室

毎月 第１（水）

※当院に通院歴のない方でも
利用可

１回 1,000 円

116 Kitchen

毎月 第４（火）

※当院に通院歴のある方のみ
利用可

１回 1,000 円

・10：00～12：00 ※託児あり（お一人 500 円）

・10：00～12：00 ※託児あり（お一人 500 円）

・10：30～12：30 ※託児あり（お一人 500 円）
・10：00～15：00 ※当院で分娩予約なさっている方。
（安定期 16～37 週の方、つわりのない方、経過が良好である事、

マタニティエステ

毎週（金）

担当医の了解のある方）。または当院で分娩された方。

※ご予約は直接「ﾙ･ﾘｱﾝ 斉藤」まで
℡：0138-76-8349（10：00～20：00）

講話会・講習会：外部講師依頼
講師

日付

①2017.7.26

内容

小西眞由美先生

紅茶教室「10:30~12:00」

紅茶・ﾊｰﾌﾞｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

（各 1,500 円＋託児あり）

食空間ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ

シーズン到来 アイスティー

季節ごとの紅茶を学びながら、
毎回紅茶に合ったスウィーツも

②2017.9.27

お楽しみいただけ、優雅な紅茶
の時間を愉しんでいただく。

セレブにアフタヌーンティ―パーティー

③2017.12.13
クリスマスのお楽しみクリスマスブレンド
年 6 回開催予定

「地域の思春期の子どもたちの健全育成」
7/11

性教育／付属中学校（新垣加奈医師）

7/12

性教育／桔梗中学校（新垣加奈医師）

7/20

性教育／大中山中学校（新垣加奈医師）

11/11

性教育／小学生を持つ保護者対象（新垣加奈医師）当院３Ｆにて

11/16

性教育／大沼中学校（新垣加奈医師）

12/14

性教育／七飯小学校 5 年生（新垣加奈医師）

12/19

性教育／七飯小学校 2 年生（新垣加奈医師）
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防災教育

※詳細は別紙ファイル「防災委員会」（２F）

日付

講師

実施内容
火災報知器･消火器の確認

2017 年
8/8

当院防災委員

「３F 調理室より火災想定」今年初の訓練だったので火
災警報盤の扱い方、119 番通報手順、エレベーター停止
手順を参加者全員で見学した。

予定
月1回

毎月行う予定にしていたが、外来が終了していない分娩
当院防災委員

がある。緊急 OP が入ったなど予定していた日に行えず
8 月が初となった。

環境保全活動
日付

他

講師

内容

当院医師

「大人の女性への医療講座」

7/6（木）

新垣加奈

（北海道銀行女性社員への出前講座）

８/24（木）

〃

9/21（木）

〃

2017

職員勉強会
実施日
7月6日
7 月 13 日
8月8日

8月9日

8 月 24 日

「大人の女性への医療講座」
（明治安田生命女性社員への出前講座）
「大人の女性への医療講座」
（損保ジャパン女性社員への出前講座）

※・研修で受けた内容を、当院職員向けに発表し、情報共有する。
講師

教育・訓練内容

実施内容と結果

白戸副院長

症例検討会

分娩前 NST モニターの読み方

(株)竹山
樋口氏

SOLIDEA

院長

症例検討会

宮城県スズキ記念

医療現場にお

病院感染管理認定

ける感染及び

看護師 佐々木浩美氏

その対策

日赤北海道ブロッ

血液製剤の取

ク血液センター

り扱い及び輸

本間淳氏

血の副作用

血栓予防を目的とした加圧ストッキング
SOLIDEA の適応及び種類・特徴
７/２０新聞掲載された他院での無痛分娩事
故について、当院での対策等
日常業務に潜む感染の危険性とその改善に
向けた具体的対策

血液製剤の種類や輸血に際しての操作また
は患者に対しての具体的注意点
みやした助産院宮下美代子先生を講師に

8 月 28 日

助産師 水野

研修報告

「周産期における基礎的知識及び新人助産
師の質の向上・医療安全の確保について」
の研修報告
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「母親の精神面に寄り添える助産師を目指
8 月 29 日

助産師 岡嶋･川村

研修報告

して」と題された研修会参加での産後うつ
の特徴や早期発見についての報告

9月2日
9月4日
9月8日

函館滅菌業務研究会

滅菌方法の種

岡部厳他氏

類とその特徴

院長

症例検討会

ビーンスターク

人工乳の特徴

横山氏

とメリット
と見直し

対策・変更事項の確認

9 月 13 日

検査技師 中村

研修報告

NPO 法人レジリエンス

性暴力

中嶋幸子･西山さつき

トラウマと乖離

17 日(日)
9 月 23 日

大阪府岡田クリニック

岡田尊氏

思春期講演会
帝王切開術時

9 月 25 日

新垣医師

における

田村助産師

夫の立会い
について

9 月 26 日

田村助産師

9 月 27 日

院長

10 月 13 日
10 月 26 日
11 月 7 日

NTT 東日本札幌病院

西川鎧 医師
北大環境科学研究
教育センター
スズキ記念病院
助産師

11 月 14 日
テルモ

当院使用の人工乳の理解
８月９日の感染対策の指摘を受け、具体的

師長 長谷川

(土)～

分娩前 NST モニターの読み方

院内感染対策

9 月 11 日

9 月 16 日

各滅菌方法の適応と注意点

北海道胎児心エコー研究会参加の研修報告
性暴力の実際とその被害の現状

「安定した愛着が子どもを守る」と題して
経膣分娩だけではなく予定帝王切開時も満
足のいく出産に向けた夫立会いに向けた具
体策

感染症セット 少数例ではあるが年に数回はある感染症セ
アップ

ットアップの振り返り

症例検討会

ダウン症児の NST モニターの特色

学術講演会

女性のライフステージと子宮内膜症

環境ホルモン 環境ホルモンと先天異常の関係
妊活教室

岩沼市主催の妊活教室を見学

癒着防止

帝王切開時に対応した癒着防止吸収スプレ

アドスプレイ

イ・アドスプレイの使用方法・特徴

・北美原クリニック

11 月 17 日

早川善朗医師
・札幌医科大学

学術講演会

寺本瑞絵医師
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11 月 22 日

神奈川県立こども

胎児心エコー 東北大学病院周産期センター

医療センター

神奈川こども医療センター

※次回開催日

東北大学

川瀧元良先生の「STIC セミナー 胎児心臓

2018 年

川瀧元良医師

超音波」を当院３Ｆにて開催し、他病院の

7 月 17 日(火)

先生方も参加されました。
超音波による胎児の
心臓病の特徴的画像及び診断ポイント

11 月 24 日

１２月９・
１０日

旭川医科大学
加藤育民医師

瘀血の観点から産婦人科疾患を眺める

性暴力救援センター

性暴力に対す

日赤なごやなごみ

るワンストッ

性暴力被害に対する初期対応からその後の

センター長

プセンターの

関連機関への連携・具体的な動き

片岡芙美子氏

役割

妊娠・分娩の

海外の標準的な表現方法に合わせ

数え方変更

平成３０年から統一される数え方

新垣医師

母体急変対応

母体急変の察知と初期対応

佐藤看護師

研修報告

12 月 20 日

院長

12 月 20 日
12 月 20 日

12 月 22 日

学術講演会

岩谷看護師
佐原助産師

研修報告
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札幌市で開催された新生児聴覚検査研修会
へ参加しての報告

HTLV－１における母子感染予防について

EA-008-13

東日本大震災支援金
今後も続けていきますので、

■東日本大震災義援金

皆様のご協力宜しくお願いいたします。

（3 ヶ月毎）

当院と皆様からの「東日本大震災義援金」
*マッチングギフト（当院毎回 2 万円）を行っています。

を日本赤十字社へ送金しております。

【3 ヶ月毎に東北震災義援金赤十字へ送金】

2018.3 月末には、第 28 回目の募金を送り

*会貢献を目的として寄附や義援金を募る際、

たいと思います。

寄せられた金額に対して企業側が一定比率の額を上乗せし、

※募金箱は１F 会計にあります。
ご協力お願い致します。

寄附金額を増やした上で寄附する上乗せ贈与制度のことです。
近年、企業が従業員の募金活動を金銭的にサポートするしくみ。

産後ケア（心配時の入院等）
産後の入院は、おおかた４～７日間。
その間に、育児や母乳のことなど、お母さんは覚えなけれ
ばならないことがたくさんありますが、なかなか上手くで
きないことも多いものです。
そんな時、数日間入院して、助産師や看護師にアドバイス
を受けることで、不安が少なくなり、育児のペースもつか
めるようになってきます。当院では早くからこの取り組み
を行っています。
今年度も利用者の方が増え、多くのお母さん方の手助けをしていきたいと思
っております。
函館市や北斗市とも連携しています。
退院直後のお母さんとそのお子さんに対して、心身のケアや育児のサポート
などを行い、産後も安心して子育てができるように「産後ケア事業」を始め
ています。
詳しくは函館市、北斗市へ直接お問い合わせください。
函館市から紹介されて当院へいらしていたり、
退院日を延長してお母さんや赤ちゃんの為に必要な時間を過ごしたり、退院なさった後も
心配で利用されている方もいます。（他院で出産した方もご利用できます。）
※一泊 5,000 円くらい
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ベビーシャワーパーティー
20017/12/17(日) 開催の様子
今回で３回目のベビーシャワーパーティーが、開催され
ました。
今回は、今までのパーティーと違い趣向を変え参加型の
ワークショップ形式で行いました。ストローで作る「ヒ
ンメリ」の作成、色々な具材から作る「出し粉」の作成、
それと「オムツキャンディー」の作成。
ママさんもパパさんも賑やかにそして楽しく参加されて
おりました。
「夫婦仲良くオムツキャンディー作成」
「新垣先生も参加！」
クッキーやシャンパンフルーツ、ドリンクバーもあり参加された皆さんも満足されたので
はないでしょうか。
ベビーシャワーパーティーは不定期に開催されております。
次回開催の時には是非参加してみて下さい。
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医療サービスの向上・業務の効率化

７．医療の安全対策
医療サービスの向上・業務の効率化
医療サービスの向上・業務の効率化

＜安全対策＞
・分娩、手術に使用のマスクにメガネ付きを導入
・ガード付き針の検討の勉強会
・硬膜外麻酔介助の帽子・マスク着用の徹底
・感染予防（消毒）の講習会参加
・母体救急の講習会参加

＜医療サービスの向上＞
① 第３診察室を設け、患者さんの診察の流れをスムーズにした
② 患者さん各自が体重、血圧を自動測定機で測定できる様にした。
③ 問診室のパーテンションを新規変更・追加して採血のみできる場所を確
④
⑤
⑥
⑦

⑧
⑨

⑩
⑪
⑫

保した。
妊婦さんへの保健指導の充実を図った。
院内に採精室の設置
臨床検査技師採用（各種ホルモン検査にも対応）
無痛分娩希望者への対応
（患者さんへのインフォームドコンセント、緊急時の他の医療機関との
連携徹底を図る）
「産後ケア入院」の充実に努める。（函館市で初めて補助金助成指定機
関なる）
単調でありながらも心理的に負担の大きい長期入院となる患者さんへの
対応
（主として切迫早産の方）としてメンタル面や食事にも配慮する。
助産師による手芸活動（新生児用の帽子作り、オムツケーキ作成）をし
たり、管理栄養士による食事の聞き取りをする。
医師による性教育の実施（函館市内、近郊の中学・高校）
医師による健康出前講座（市内各保険会社及び銀行の職員様向け）

＜業務の効率化＞
・9 月より電子カルテ導入開始による事務と看護部の効率化。
（新レセコンの入れ替え → 外来オーダリング開始 → 病棟電子カルテ開始）
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EA-008-13
環境改善対策

８．環境改善対策
性暴力被害患者を助ける活動
院長が函館市性暴力協議会の会長として、函館市や警察の方々と連携をし被害対策強化に
努める。

二酸化炭素排出量の削減

９．二酸化炭素排出量の削減
増築 1 年目

今年度 増築 4 年目

2014 年度実績

2017 年度実績

(2014.7～2014.12)

(2017.7～2017.12)

136,740.376kwh

137,632.826kwh
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基準値（2014）との比較

0.6％ 増

EA-008-13

Ⅶ

2018 年度 来期 環境目標と活動計画

基準値は 2014 年度から 3 年経過したので
来期からは 2017 年度（2017/1～12）の実績を基準とし
2020 年度まで使用していく。
２０17 年度
（2017/1～2017.12）

基準実績

来期 環境目標
（2018.1～2018.12）

２０１8 年度 目標を達成するための実施項目

2020 年度までの３年間
の基準値となる

二酸化炭素排出量
の削減
(ＣＯ2 の削減)

240,000kwh

※前期同様の取組みは継続していく。

①電気使用量
250,928kwh

②A 重油
18,350Ｌ

③液化天然ガス
17,574 ㎥

①１F,３F でまだ LED を取り入れていない場所は順次交
換していく。

5,200L

給湯用には A 重油を使用せずに天然ガスを使用する様に
なった。1F,3F の冷房には今年の夏（6 月末～8 月）ま
では A 重油を使用する。A 重油を完全に廃止することと
なっていたが、引き続き夏季の間１Ｆ・３Ｆのエアコン
に使用することとなった。
※前期同様の取組みを継続していく。

25,000 ㎥

H29 年５月末より院内給湯が A 重油使用からガスに変
わった。１Ｆ，３Ｆの暖房もガスを使用することになる
ので使用量が大幅に増加する。（2 階は電気使用の空調管理）
※前期同様の取組みを継続していく。

1 分娩あたり
24.0Kg

医療安全のための使い捨て診療材料は少しずつ多くなっ
ているが、他の部分で削減に努める。
※前期同様の取組みを継続していく。

廃棄物の削減
①総廃棄物量
1 分娩あたり
23.3Kg
②感染性廃棄物の
適正管理を維持する

③廃棄物再生
利用率の向上

99％維持

医療器械等も中古でも良いものは取り入れる。
※前期同様の取組みを継続していく。

3,500 ㎥

※前期同様の取組みを継続していく。

９９％維持
水資源使用量の削減

3,466 ㎥
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２０17 年度
（2017/1～2017.12）

基準実績

来期 環境目標
（2018.1～2018.12）

2020 年度までの３年間の
基準値となる

グリーン購入の促進

27%

環境意識の向上

28%維持

２０１8 年度
目標を達成するための実施項目

省資源の商品購入促進。

患者様からの信頼を得
て安心して委ねられる
医療環境を整える

厨房業者の方が昨年８月から新しくなったのを機会に
「食の大切さ」をアピールしたい、
①地元の新鮮な野菜を使用し、季節感のある彩りの良
い美しい食事を提供してもらう。
②厨房シェフと職員との栄養会議を随時行いコミュニ
ケーションを良くする。
③アレルギーを持った方、高血圧・糖尿病疑いのある
方、体重制限のある方などには管理栄養士が患者さん
に直接聞き取りをしてそれぞれの方に適切な食事を提
供する。
④月２回のバイキングでは患者さんだけでなく、家族
やお見舞いの方とも「楽しい食事」をして頂く。
⑤おだしを取った、手間のかかった料理の美味しさを
実感して頂く。
他は前期と同様に継続していく。

医療サービスの向上
業務の効率化

医療サービスの
向上
業務の効率化

適切な処置と迅速な対
応で患者様の命を守
る。心のケアを大切に
し、寄り添う医療をめ
ざす。

・安全な診療材料を使用することにより
患者さん及び医療従事者を感染から守る。
・新生児蘇生、母体救急のトレーニングを
重ねる。
・昨年９月から新しいレセプトコンピューター
を導入した。
その後、オーダリング、電子カルテ導入によ
り業務の効率化を図る。
他は前期と同様に継続していく。

※当院の医療活動で使用する化学物質は少量の為、その削減を環境目標としては設定しな
いが、医薬品は適正な管理を行うことで、事故防止に努めている。
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Ⅷ

環境関連法規の違反、訴訟等の有無

１．違反、訴訟の有無
平成 30 年 2 月に、EA-21 事務局が環境関連法規の遵守状況をチェックし
た結果、環境関連法規に違反しないことを確認しました。
また、各関係機関からの違反、訴訟の指摘、外部からの訴訟及び苦情等もあ
りません。
院内における劇薬･麻薬に関しては、保健所の指導により金庫にて保管し
ています。
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Ⅸ

総評と今後の取組について

前回までは 7 月から翌年の６月までを１年間として環境レポートを作成
してきましたが、今後は 1 月から 12 月までの１年間のレポートを提出す
る事となりました。
その為に、今回、直近の半年間（H27 年 7 月から 12 月）を同期間の基
準実績と比較 したレ ポートを作成 するこ とになりまし た。次 回は平成 28
年度（1 月から 12 月まで）のレポートを 2019 年 2 月に提出する予定で
す。
この半年間には、天然ガス使用の範囲を広げ（ CO 2 排出の軽減）、重油
使用を削減しました。当初 A 重油を全部廃止する予定でしたが、資金がか
なりかかる事で断念しました。
冬期の暖房は天然ガスに移行しましたが、夏期のエアコンはいつの時点
で天然ガスに変える事ができるかが課題となっています。
今期は電気量削減の方法として、外気温にあわせてデマンドを調整す
ることが出来る事を 学びました。過年に出ていた高いデマンドが出ないよ
うに設定する事とガスのボイラーの設定温度の調整をこまめに行う必要性
を実感しました。
産婦人科医院としての取り組みとしては、分娩、手術に関わる危険性を
日々実感しておりますので、新生児蘇生や母体救急への取り組みに今まで
以上に力を入れていきます。
安全で安心できる医療を行う為に感染防止の安全な医療材料の購入にも
目を向けています。
電子カルテの導入も少しずつ行っています。事務と看護・診療部分の効
率化をめざしておりますが、軌道に乗るまで時間と労力がかかることが問
題となっています。
産婦人科という科目内容の複雑さを改めて実感している次第です。
環境保全・向上においては、産婦人科本来の目的である、女性の体と心
を健やかに保つお手伝いを性教育、職場で働く女性達への講演活動を通じ
て力を入れていきたいと思っております。
昨今問題となっている「性暴力被害」の協議会も立ち上げましたので力
を注いでいく所存です。
この様な取り組みが来期には実を結ぶように皆で協力してまいります。

えんどう桔梗マタニティクリニック
遠藤 力
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