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1．消化器内科／血液内科／膠原病内科

1 ）外来（新患・再来）患者延数

外来（新患）患者延数 1,492 人 外来（再来）患者延数 29,283 人

2 ）外来（新患）疾患名（重要な疾患名を適宜）と症例数（比率）

1 大腸癌 （22％） 6 食道癌 （ 7％）

2 胃癌 （17％） 7 肝癌 （ 6％）

3 膵臓腫瘍（膵癌含む） （14％） 8 炎症性腸疾患 （ 5％）

4 慢性肝炎 （11％） 9 白血病 （ 4％）

5 関節リウマチ （10％） 10 十二指腸腫瘍 （ 3％）

3 ）外来（再患）疾患名（重要な疾患名を適宜）

1 大腸癌 6 関節リウマチ

2 胃癌 7 潰瘍性大腸炎

3 食道癌 8 クローン病

4 慢性肝炎 9 白血病

5 肝細胞癌 10 多発性骨髄腫

担 当 医 師 人 数 平均 8 人／日 看 護 師 人 数 3 人／日

4 ）専門外来名・開設日

上部消化管疾患外来 月水・午後

下部消化管疾患外来 月木・午前

肝・胆・膵疾患外来 火・午後、木金・午前

血液疾患外来 月火・午前、木・午後、金・午前午後

免疫疾患外来 月火・午前午後、水・午前

心療内科外来 火水・午後

5 ）専門医の名称と人数

日本内科学会指導医 10 人

日本内科学会総合内科専門医 13 人

日本内科学会認定内科医 23 人

日本消化器病学会指導医 9 人

日本消化器病学会消化器病専門医 16 人

日本血液学会指導医 2 人

日本血液学会血液専門医 3 人

日本肝臓学会指導医 1 人

日本肝臓学会肝臓専門医 5 人

日本心身医学会研修指導医 1 人

日本リウマチ学会リウマチ指導医 2 人

日本リウマチ学会リウマチ専門医 3 人

日本消化器内視鏡学会指導医 9 人

日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医 16 人

日本大腸肛門病学会指導医 1 人

日本大腸肛門病学会大腸肛門病専門医 1 人

日本輸血・細胞治療学会認定医 2 人

日本プライマリ・ケア連合学会指導医 4 人

日本プライマリ・ケア連合学会プライマリ・ケア認定医 5 人

日本がん治療認定医機構がん治療認定医 5 人

日本心療内科学会登録指導医 1 人

日本カプセル内視鏡学会認定医 4 人

日本カプセル内視鏡学会指導医 3 人
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日本消化管学会胃腸科指導医 6 人

日本消化管学会胃腸科専門医 7 人

日本食道学会食道科認定医 2 人

日本ヘリコバクター学会H. pylori（ピロリ菌）感染症認定医 4 人

日本消化器がん検診学会指導医 1 人

日本消化器がん検診学会認定医 1 人

日本消化器がん検診学会総合認定医 1 人
日本心身医学会・日本心療内科学会合同心
療内科専門医制度委員会心療内科専門医 2 人

日本臨床免疫学会免疫療法認定医 1 人

6 ）入院疾患名（重要な疾患名を記載）

大腸腫瘍（癌、腺腫、ポリープ含む） 196 人（23.6％）

胃癌 112 人（13.5％）

肝腫瘍（肝癌含む） 80 人（ 9.6％）

クローン病 18 人（ 2.2％）

膠原病（関節リウマチ、不明熱含む） 21 人（ 2.5％）

食道アカラシア 30 人（ 3.6％）

消化管出血 36 人（ 4.3％）

食道癌 22 人（ 2.6％）

急性白血病 30 人（ 3.6％）

多発性骨髄腫 30 人（ 3.6％）

潰瘍性大腸炎 13 人（ 1.6％）

骨髄異形成症候群 26 人（ 3.1％）

肝硬変（肝不全含む） 18 人（ 2.2％）

肝炎 7 人（ 0.8％）

十二指腸癌 10 人（ 1.2％）

胆嚢炎（癌）・胆管炎（癌） 23 人（ 2.8％）

膵腫瘍（膵癌含む） 44 人（ 5.3％）

胃・食道静脈瘤 7 人（ 0.8％）

膵炎 13 人（ 1.6％）

その他 96 人（11.5％）

総　　　　　数 832 人

死亡数（剖検例） 18 人（ 9例）

担当医師人数 28 人 / 日

7 ）【特殊検査例、特殊治療例、手術例、特殊手術例】
ア．特殊検査例

項　　　　　目 例　数

①上部消化管内視鏡検査 1,954 

②下部消化管内視鏡検査 1,113 

③腹部超音波検査 1,169 

④カプセル内視鏡検査（小腸、大腸） 117 

⑤骨髄穿刺・生検 219 

⑥内視鏡的逆行性膵胆管造影検査 104 

⑦超音波内視鏡検査 23 

⑧超音波内視鏡下穿刺吸引術 52 

⑨食道内圧測定検査 21 

⑩ダブルバルーン小腸内視鏡検査 11

ウ．主な手術例

項　　　　　目 例　数

①内視鏡的大腸ポリープ粘膜切除術 182 

②内視鏡的胃・十二指腸粘膜下層剥離術 92 

③内視鏡的大腸粘膜下層剥離術 57 

④内視鏡的止血術 73 
⑤内視鏡的食道・胃静脈瘤硬化術、
　内視鏡的消化管拡張術 98 

⑥内視鏡的食道粘膜下層剥離術 21 

⑦内視鏡的胃瘻造設術 24 

⑧肝悪性腫瘍ラジオ波焼灼術 11 

⑨経口内視鏡的筋層切開術 10 

⑩経皮的胆管ドレナージ術 3

エ．特殊手術例（先進医療など）

項　　　　　目 例　数

① LECS（腹腔鏡 ･ 内視鏡合同手術） 5
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【診療に係る総合評価及び今後の課題】
1 ）診療に係る総合評価
　消化器内科診療において近年の内視鏡機器
や技術の進歩により、治療内視鏡（内視鏡的
大腸ポリープ切除術、内視鏡的胃・大腸粘膜
下層剥離術）の充実に加えて、超音波内視
鏡下生検による遺伝子パネル検査数の増加、
十二指腸癌や乳頭部癌など難易度の高い治療
数も増加している。また、コロナ感染対策と
して比較的リスクの少ない小腸・大腸カプセ
ル内視鏡検査数も高い水準を維持している。
食道アカラシアに対する内視鏡的治療である
経口内視鏡的筋層切開術も安定した施行数を
維持している。さらに本年度は消化器外科と
の共同による LECS（腹腔鏡･内視鏡合同手
術）や、遺伝性疾患などの小児の全身麻酔下
内視鏡検査、拡張術などが増加した。今後も
他科との連携による内視鏡検査、治療数の増
加に対応していく。
　血液疾患では、既存の全身化学療法に加え
て分子標的製剤の使用や末梢血幹細胞移植併
用治療が増加している。他院からの紹介患者
が多く、地域医療に重要な役割を果たしてい
る。
　指定難病に関しては、炎症性腸疾患（潰瘍
性大腸炎、クローン病）・膠原病（全身性エ
リテマトーデス、皮膚筋炎、強皮症等）の紹
介患者数は依然として多く、新規の分子標的
治療数（ウステキヌマブ、ベリムマブ、ベド
リズマブ等）も増加している。
　本年度の剖検数も10件で剖検率50%であり
内科研修拠点病院としての役割に大きく貢献
した。附属中学校の学校健診、弘前大学のワ
クチン接種者の副反応対応など弘前大学にお
ける附属病院の役割にも貢献している。肝疾
患相談センターの活動やむつ下北やつがる地
域における寄付金講座による地域医療に大き
く貢献している。院内のスクリーニングで肝
炎が疑われた場合や針刺し事故（肝炎ウイル

ス、HIV ウイルス）にも当科で対応している。

2 ）今後の課題
　入院患者数、外来患者数ともに昨年度より
減少し稼働率も低下したが、診療報酬請求額
は昨年と同等であった。コロナ感染拡大の影
響により、患者総数は減少したが、一方で入
院患者の重症比率は27%から43%へ上昇、よ
り重症者の入院が増える結果となった。特殊
検査治療増加、分子標的治療増加もその要因
の一つと考えられ、今後も高度医療の提供を
推進する。一方、コロナ感染拡大により外来
通院患者のコロナウイルス感染のリスクが増
加した。そのため院内感染予防として、内視
鏡検査を含む外来検査、入院治療予定者に対
する体調管理チェックの徹底、緊急入院患者
に対する画像検査及び PCR 検査の実施と病
室調整を行うことで院内感染を防ぐことがで
きた。高度医療の提供維持とコロナ感染対策
の両立のため現在の感染対策を継続する方針
である。内科外来の負担軽減及び感染予防対
策としての、下部消化管内視鏡検査前処置の
自宅施行件数と外来化学療法室利用の分子標
的治療件数は増加しておりさらに推進してい
く。医療費の抑制、検査や治療へ対応するた
めさらなる効率化と他病院との連携強化を進
める。スタッフの増員・システムの充実化を
引き続き求めていく。治験・臨床試験・科研
費獲得数は昨年とほぼ同様で今後もさらなる
外部資金獲得に努めていく。次年度もコロナ
ウイルス感染対策強化を継続、関連施設との
連携を強化し、より高度な治療を安心して多
くの患者に提供できる体制を維持していく方
針である。


	表紙
	附属病院の使命と目標
	目次
	巻頭言
	建物配置図
	組織図
	役職員
	Ⅰ．病院全体としての臨床統計並びに科学研究費助成事業等採択状況
	1. 診療科別患者数（令和2 年4 月～令和3 年3 月）
	2. 診療科別病床数（令和2 年4 月1 日現在）
	3. 患者給食数（買上）（令和2 年4 月～令和3年3 月）
	4. 退院事由別患者数（令和2 年4 月～令和3 年3 月）
	5. 診療科別剖検率調べ（令和2 年4 月～令和3 年3 月）
	6. 研修施設認定一覧（令和3 年11 月1 日現在）
	7. 令和2年度　医員・研修医在職者数調
	8．科学研究費助成事業採択状況（令和2年度）
	9. 治験実施状況（令和2 年4 月～令和3 年3 月）
	10. 研修医・外部資金の受入件数・人数（令和2 年4 月～令和3 年3 月）
	11. 院内学級

	Ⅱ．各診療科別の臨床統計
	1．消化器内科／血液内科／膠原病内科
	2．循環器内科／腎臓内科
	3．呼吸器内科／感染症科
	4．内分泌内科／糖尿病代謝内科
	5．脳神経内科
	6．腫瘍内科
	7．神経科精神科
	8．小児科
	9．呼吸器外科／心臓血管外科
	10．消化器外科／乳腺外科／甲状腺外科
	11．整形外科
	12．皮膚科
	13．泌尿器科
	14．眼科
	15．耳鼻咽喉科
	16．放射線治療科
	17．放射線診断科
	18．産科婦人科
	19．麻酔科
	20．脳神経外科
	21．形成外科
	22．小児外科
	23．歯科口腔外科
	24．リハビリテーション科

	Ⅲ．中央診療施設等各部別の臨床統計・研究業績（教員を除く）
	1．手術部
	2．検査部
	3．放射線部
	4．材料部
	5．輸血部
	6．集中治療部
	7．周産母子センター
	8．病理部/ 病理診断科
	9．医療情報部
	10．光学医療診療部
	11．リハビリテーション部
	12．総合診療部
	13．強力化学療法室（ICTU）
	14．臨床工学部
	15．臨床試験管理センター
	16．総合臨床研修センター
	17．歯科医師卒後臨床研修室
	18．腫瘍センター
	19．栄養管理部
	20．病歴部
	21．高度救命救急センター/ 救急科
	22．スキルアップセンター
	23．総合患者支援センター
	24．メディカルスタッフ教育研修センター
	25．医療安全推進室
	26．感染制御センター
	27．薬剤部
	28．看護部
	29．医療技術部

	Ⅳ．開催された委員会並びに行事等（令和2 年4 月～令和3 年3 月）
	開催された委員会並びに行事等（令和2 年4 月～令和3 年3 月）

	Ⅴ．新規採用･更新を伴った大型医療機器･設備
	新規採用・更新を伴った大型医療機器・設備（令和2年4 月～令和3 年3 月）

	Ⅵ．新型コロナウイルス感染症への対応
	編集後記


<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (Japan Color 2001 Coated)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 210
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.66667
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 150
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.11111
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.40
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 500
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /JPN <FEFF005B00273072308D304B30603088308A00270020306B57FA3065304F005D0020005B00273072308D304B30603088308A00270020306B57FA3065304F005D0020005B00273072308D304B30603088308A00270020306B57FA3065304F005D0020005B00273072308D304B30603088308A00270020306B57FA3065304F005D0020005B00273072308D304B30603088308A00270020306B57FA3065304F005D0020005B00273072308D304B30603088308A00270020306B57FA3065304F005D0020005B00273072308D304B30603088308A00270020306B57FA3065304F005D0020005B00273072308D304B30603088308A00270020306B57FA3065304F005D0020005B00273072308D304B30603088308A00270020306B57FA3065304F005D0020005B00273072308D304B30603088308A00270020306B57FA3065304F005D0020005B0027005B30D730EC30B954C18CEA005D00270020306B57FA3065304F005D00209AD854C18CEA306A30D730EA30D730EC30B951FA529B7528002000410064006F0062006500200050004400460020658766F8306E4F5C6210306B4F7F75283057307E305930023053306E8A2D5B9A30674F5C62103055308C305F0020005000440046002030D530A130A430EB306F3001004100630072006F0062006100740020304A30883073002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000204EE5964D3067958B304F30533068304C3067304D307E305930023053306E8A2D5B9A306B306F30D530A930F330C8306E57CB30818FBC307F304C5FC59808306730593002>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (Japan Color 2011 Coated)
      /DestinationProfileSelector /WorkingCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 0
      /MarksWeight 0.283460
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PageMarksFile /JapaneseWithCircle
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [1200 1200]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice




