平成 28 年９月１日号
足柄上病院ジャーナル

（年３回－１月・５月・９月発行）

かけはし
足柄上病院の病院理念
「あ」：安全で安心な医療を提供します。
「し」：社会の要請を担う政策医療を展開します。
「か」：患者中心の医療を実践します。
「み」：魅力ある自立した病院を目指します。

初秋号（通刊 第 54 号）

足柄上地域の医療の現況と健康寿命
神奈川県県西医療圏（２市８町）の人口は約35

症候群（メタボ）、ロコ

万人（この内足柄上郡と南足柄市の１市５町で11

モーティブ症候群（ロコ

万ほど）で、現在徐々に人口が減少傾向にあるの

モ）等の疾患群が指摘さ

は周知のとおりです。一方で、足柄上病院が主に

れています。内臓脂肪と

対応している足柄上地域（１市５町）の高齢化率

関連する動脈硬化性の疾

は28％と神奈川県全域の23％よりもさらに進んで

患や運動器の障害は、健

おり、今後約10－15年間は入院適応のある高齢の

康生活の最大の敵でもあります。これらにいろい

患者さんはむしろ増加すると予測しています。そ

ろな対策をして、健康寿命をうまく延ばし、亡く

の後は、人口減とともに入院患者数は緩やかに減

なる直前まで元気で活動するいわゆる”ピンピン

少してゆくと考えられています。したがって、当

コロリ”を望む方が多いと思いますが、皆がそう

面は、高齢者医療が重要で、特に高齢者の急性疾

なれるものでもありません。

副院長
か

とう

よし

加

藤

佳 央

お

患は、高率で在宅療養が困難な状況となり、退院

結果として、入院しなければならないこともあ

後の在宅復帰への援助に多大な支援が必要になる

りますが、状態が落ち着けば、医療や介護が必要

こともあり、対応を考えておかなければなりませ

となっても、住み慣れた地域での暮らしを続ける

んが、長期入院の病床は増やせないのが現実です。

ことができるよう、医療機関と介護事業所などの

要支援・要介護状態に至る手前の状態を日本老

関係者の連携を推進することが必要です。このた

年医学会では、フレイル（虚弱）という言葉で表

め、国の政策として、在宅医療介護連携推進事業

現しています。フレイル状態の人は、複数の疾患

が施行されています。詳細は今後明らかになって

を持ち、入院する可能性や転倒する危険が高いと

いきますが、足柄上病院も医師会とともにこれら

されています。また、健康寿命・介護予防を阻害

の事業にできる限り協力してゆきたいと思ってい

する３大因子としては、認知症、メタボリック

ます。

健康寿命・介護予防を阻害する３大因子
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超音波（エコー）検査に関しても、「食事を摂
させて頂きます。
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歩いていただき心臓に負
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してください」と声を掛
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ませんか？心電図とは、
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微弱な電気を心電計で増
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〈イン
ンフルエン
ンザについ
いて〉

『流行
行する前に
に！』

症状
突然の
の発熱（38
8℃以上）、
悪寒頭
頭痛、筋肉痛、咽頭痛
痛、咳等

Ｃ
○RYOKO
YAMAMOTO
ｃ RYOKO
YAMA
AMOTO
○

＊高齢
齢者は症状
状が出にくい
いため注意
意

普段から心が
がけて行きましょう。

予防：インフルエ
エンザワクチ
チン接種
重症化
化や死亡の
の予防に効果
果がある。
体調
調管理や流
流行時期に人
人ごみを避
避ける事も

重症化
化しやすい65歳以上
上や基礎疾患
患のある人
人、妊婦

大切
切です。

（妊娠
娠初期は自
自然流産しや
やすいため
め医師と相談
談する

マス
スクの役割
症状
状がある人
人：うつさな
ないため

こと）
従事者は感
感染源になら
らないため
めに接種
医療従

医療
療従事者：患者からう
うつらない
い、
本人
人が発症し
した場合に患
患者や職員
員に
うつ
つさないため
〈
〈肺炎につい
いて〉

〈感染性
性胃腸炎
（ノロ
ロウイルス
ス）について〉
症
症状

症状
症
感染後24時
感
時間で吐気、
、
激しい嘔吐、
激
、
下痢、腹痛、
下
、微熱（3
38度以下）
、
頭痛など
頭

熱、咳や痰、息苦しさ

〈肺炎につ
ついて〉
予
予防①：肺炎
炎球菌ワクチン接種

死亡原因とな
なる肺炎を
を予防できる
る。
予
予防②：口腔
腔ケア
口の中は細菌
菌がいる。気管に入り
り
肺炎になるこ
こともある
る。
入れ歯でも口
口の清潔は
は大切。

感染管理室
感
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医
11月開催 !!

療

安

全

週

間

住民の皆様の参加をお待ちしています。

厚生労働省は、平成13年に開始された「患者の安全を守るために共同行動」の一環として、国民の医
療安全に対する理解を深めることを目的とした医療安全推進の週間を設けるよう定めています。
足柄上病院では平成28年度は、11月９日から11月18日を医療安全週間と定め、地域の小・中学生によ
る医療安全の絵画・ポスター展示や各部門の医療安全の取り組み展示など様々な企画を開催します。
その一部として11月11日には、「みてみよう・やってみよう!!」と題して、摂食嚥下部門・感染部門
などどなたでも参加できる企画を外来待合ホールおよび講義室にて行います。詳細は、ホームページに
も掲載しますので、ふるってご参加をお願いいたします。
＊申し込み先または問い合わせ先：足柄上病院

医療安全推進室

0465－83－0351（代）

糖尿病フェスタ
今年で４回目の糖尿病フェスタ、および第４回糖尿病公開講座。今年度も昨年同様に山北町と共催し
ます。公開講座では毎回好評の調理実習において「塩分コントロール」をテーマに実施します。糖尿病
フェスタでは血糖測定、お薬・看護相談や糖尿病体操を企画しています。糖尿病に関するさまざまな情
報提供や試供品の配布等も行います。
糖尿病を学ぶ楽しい内容になっています。皆様の参加をお待ちしています。
日

時：平成28年11月12日（土）13時～16時

場

所：山北町健康福祉センター２階

会議室・多目的室・調理実習室

＊「糖尿病食調理実習」のみ予約制

先着24名（10月３日～28日予約受付）

母乳育児をがんばっている親子の
定員になり次第締め切らせていただきます。
参加費：調理実習のみ500円
その他は無料
サポートを始めて10年!!
予約受付・問い合わせ：0465－83－0351（代）経営企画課：鈴木
平成28年度 おっぱい大好き倶楽部

第２回 「おっぱいのよさ」
日 時 ： 平成28年11月25日（金）13：30～15：00
場

所 ： 足柄上病院

講義室（3号館1階）

対 象 ： 授乳中の親子（年齢は問いません）
参加費 ： 780円
（当院の診察券があれば持参！無くても可能）

詳細は病院ＨＰをご覧ください。
募集…「かけはし」に掲載する広告を募集しています。詳しくは地域医療連携室まで。

発行：神奈川県立足柄上病院 〒258－0003 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領866－1
（TEL）0465－83－0351 （FAX）0465－82－5377
http://asigarakami.kanagawa-pho.jp/
編集：神奈川県立足柄上病院経営企画課 （内線）5520
再生紙を使用しています
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