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　新年あけましておめでとうございます。

　この数年は“医療の世界”にとって大きな変化

の年でした。年頭に当たりその変化について述べ

させていただきますとともに足柄上病院のあり方

についても述べさせていただきます。

　足柄上病院では過去２年間、「これからの医療

はこうなる～“ときどき入院、ほぼ在宅”」とい

うテーマで医学講座を開催してきました。変化の

一つは少子高齢化の中、団塊の世代が75歳超を迎

える2025年を見据え、限られた医療資源と増大し

続ける医療費に対して、社会全体で対応せざるを

得ない状況になっていることです。すなわち病状

の安定した病気の方は病院での治療から在宅での

療養という形になり、人生の最後まで自宅で過ご

すということになります。そこで重要なのは「か

かりつけ医」や訪問看護師による訪問診療と生活

そのものを支援する介護サービスです。これが地

域包括ケアシステムです。

　足柄上病院では自宅で療養されている方が急に

具合が悪くなった時などに入院治療をスムーズに

行えるように在宅療養後方支援病床を確保してお

ります。従来は病気になると病院に入院し、退院

後も病院で外来受診を続け、通院ができなくなる

といわゆる療養型の病院に転院するという病院完

結型の医療体制であったものが、これからは在宅

療養に移行し、病気を抱えていても可能な限り自

宅で過ごせるような体制、すなわち地域完結型の

医療体制に変わりつつあります。これを表現し

たものが“ときどき入院、

ほぼ在宅”です。

　もう一つの変化は、高

齢になるとひとりの人が

心臓の病気をもち、呼吸

の状態も悪く、腎臓の機

能も低下し、肺炎になっ

たり、意識障害になった

り、時にはがんが発見さ

れたりするわけです。病気のあり方が大きく変

わってきています。それぞれの臓器別の専門医で

は全く対応できません。

　足柄上病院では従来、個々の病気を診るのでは

なく、一人の人として全人的な視野から診療に当

たるという意味での総合診療医の育成に努めてき

ました。これからは地域のかかりつけ医、訪問看

護師、介護ヘルパーの方々とうまく連携の取れる

総合診療医の育成に努めていきます。

　地域の人たちの健康と生活を支えるのは行政の

役割ですが、そのうちの多くの方が多かれ少なか

れ病気を持っていらっしゃいます。行政、医師会、

時には薬剤師会、歯科医師会と連携し、そうした

地域の人たちを支

える地域の中核病

院として足柄上病

院を位置付けてい

ただければ幸いで

す。
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かけはし
足柄上病院ジャーナル

  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。



４Ｂ病棟看護師　　　　
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　私は看護師として、患者さんに必要なケアや処

置を、技術や根拠に自信をもって行なってきまし

た。また、高齢者が好きで選んだ職業でもあり、

患者さんの事を大事に思って関わってきました。

その中で、患者さんからケアを拒否されることが

ありました。患者さんに対して「あの人は何を

言っても分かってくれない」「抵抗が強いから２

人がかりで行なわないと」と思ってしまう事もあ

りました。それは看護師なら経験している人がほ

とんどだと思います。

　そんな中で今回、「ユマニチュード施設導入準

備コース」を受ける機会を得ました。この研修で

はケアの技術だけでなく、『ユマニチュードの歴

史（ケアが生まれたきっかけ）』や、『ユマニ

チュードの哲学』を学びました。それらを学ぶと、

「私は本当に患者さんに合ったケアを行なえてい

ただろうか？」「相手に大事だと思っていること

が伝わっていたのか？」と、普段の関わりを振り

返ることができました。

　ユマニチュードケアは、恋人の目を見つめたり

赤ちゃんを優しく抱いたりなど、私たちが普段の

生活の中で、人と良い関係を築きたいと思ったと

きに、自然に行

なっていること

です。しかし、

看護師は時に、

「発語のない患

者さんと話が続

かないため無言

でケアをする」

「ケアに対して

手を出して拒否

する患者さんの

腕をつかんでしまう」など、自然と相手にネガ

ティブな感情を与える関わりをしてしまっていま

す。『あなたと良い関係を築きたい』、『あなた

を大切に思っている』というポジティブな感情が

伝わるように行うケアがユマニチュードであり、

伝わるように行うには、意識して実施する必要が

あると学びました。

　基本的な技術として、４つのテクニックの『見

る』『話す』『触れる』『立つ』があります。そ

して、すべてのケアは『①出会いの準備』『②ケ

アの準備』『③知覚の連結』『④感情の固定』

『⑤再会の約束』という５つの手順に基づいて行

います。研修の中で、自分のケアを映像で振り返

った時、頭で理解していても、実際に行うと上手

くできないことを痛感しました。しかし、難しい

ながらも意識して患者さんに継続して関わってい

くと、吸引に抵抗が強かった認知症の患者さんに

も、すごくスムーズに吸引を実施することができ

ました。関係性が築けると、吸引という嫌なケア

を行なった私に対しても「この人は感じがよかっ

た人だ」と良い感情記憶に残してもらえ、その後

も私が訪室することに喜ぶ様子を見ることができ

ました。この経験から、患者さんの良い変化を実

感でき、私は今後も継続して実施していきたいと

感じています。

　また、今回の

研修ではプレゼ

ンテーションの

練習も行ない、

足柄上病院のス

タッフに伝えて

いく事が目標に

なっています。

１人では関わる

ことが難しい時

もあるので、多

くのスタッフに

知って、学んでほしいと思っています。一緒に研

修に参加した総合診療科の吉江医師と共に、現在、

勉強会や病棟での実施をすすめている最中です！

興味のある方はぜひ一緒に学びましょう！きっと

患者さんの変化に驚くと思います。

『 ユ マ ニ チ ュ ー ド 研 修 を 終 え て 』
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栄養管理科　

　栄養管理科では、今年度より患者さん及びその家族を対象にした「健康づくりのためのおいしいランチ講

習会」を開催しています。（要予約・参加費500円（食事代含））現状の食生活について、より良く正しい

「食習慣」を身につけ、生活習慣病である糖尿病や高血圧に役立つ、食事に関する講習会を実施しています。

　社会の高齢化も進み、日本は世界一の長寿国ですが、人が健康的な日常生活を維持するためには、健康習

慣が大事です。

　スペシャルメニューのランチを食べながら、たのしく一緒に栄養・食事について学びましょう。

今年度最後のランチ講習会は、一般の方々も対象とし「糖尿病スペシャル食」と題して２月の開催です。

　糖尿病食では「おいしいものを安心して食べたい」という患者さんの思いに対し、実際の食事を食べなが

ら相談を受け、減塩食については、実際に減塩食を食べてもらい、塩分摂取について理解を深めてもらうな

どの内容で行います。

＜健康づくりのためのおいしいランチ講習会＞

今年度最後のランチ講習会は、

〔エネルギー542kcal　塩分2.6ｇ　食物繊維11ｇ〕　「糖尿病スペシャル食」編のみ参加費1,500円

「糖尿病スペシャル食」編で、２月２１日（火）に開催します。

　　今年度は、

　　　６月【暑い夏をのりきる食事】

　　　10月【低カロリーランチ健康食】　　

　　　12月【減塩食】

　　のテーマで行ないました。

　　500kcal 程度の食事を摂りながら、

　　　　　　　　　　楽しく学びました♪

＊＊＊　献　立　＊＊＊

◆　十六穀ごはん

◆　清し汁

◆　松花堂弁当
　　漬鮪のお刺身サラダ仕立て
　　鶏肉の塩麹焼き－法連草の菊花和え-
　　蕪のけんちん鋳込み蟹あんかけ
　　季節の野菜炊き合わせ

◆　季節のフルーツ
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　患者さん
　　ご家族
地域の

　　皆さん

　国民の医療安全に対する理解を深めることを目的に、厚生労働省が医療安全週間を設けるよう定めて

います。今年度は11月９日からの10日間を医療安全週間とし、患者さんや御来院の皆様に参加していた

だけるイベントや各部門の医療安全に関する取り組みの紹介を行いました。また近隣の小中学校に「心

温まる医療」「安心安全な医療」などをテーマに医療安全絵画ポスターを募集をいたしました。松田小

学校、開成南小学生校、開成小学校の皆様に絵画ポスターをご応募いただき、全作品を院内に展示いた

しました。その中から病院長賞、副院長賞、看護局長賞の３作品を選出いたしました。病院にお見えに

なる患者さん・ご家族だけでなく、働く職員も素敵な作品に励まされました。

医 療 安 全 週 間 11月９日～11月18日

当院は安全で安心な医療を、患者さん、ご家族、地域の皆さんと一緒に作り上げていくことを目指しています。

医療安全推進室　　丹伊田　聖子

　当院の医療安全について広く理解していただく

ために、各部署の医療安全の取り組みを展示しま

した。

　感染対策、安全対策、摂食･嚥下、がん看護の

４部門で、手洗いチェック、転倒防止策、弾性ス

トッキングの使用方法、口腔ケア・嚥下食紹介、

鎮痛剤の正しい使い方などのミニ研修会や体験型

のコーナーを設けました。より多くの方にAED

の使い方を知っていただくために院内職員・地域

の方たちに講習会を行いました。

御応募ありがとうございました。

病院長賞

心が温まる医療

医療安全入賞　絵画・ポスター
やってみよう・見てみよう

副院長賞

安全で安心な医療

看護局長賞

心が温まる医療

各部門の医療安全の取り組み展示

医療安全取り組み見える化職員投票の結果

11月11日開催

医療従事者　

安全のパートナーシップ

＊中央の絵は医療安全絵画ポスター応募作品です。

弾性ストッキングの使用方法 ＡＥＤ使い方

手洗いチェック 痛みについて
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革

革

革

革

　＜初診で受診される方へ＞

　足柄上病院に初めておかかりいただく際は、原則として、地域の他の医療機関で診療を受けられ、当

院での診療が必要と判断された場合に、診療情報提供書（以降：紹介状）をご持参のうえ受診してくだ

さい。他の医療機関からの紹介状をご持参されなかった場合は、診療費の他に初診時選定療養費として

1,620円をお支払いいただきます。また、当院での診療の結果、ご紹介いただいた医療機関や他の医療

機関へ継続診療の紹介をさせていただく場合もございますので、あらかじめご了承ください。

　＜再診で受診される方へ＞

　予約のない方は、受付時間内に受診の手続きをしてください。受付時間は診療科により異なりますの

で、当院のホームページや院内の外来診療表をご確認ください。予約のある方は、指定時間までにご来

院いただくようお願いいたします。

《 外　来　受　診 》　

初診手続き

１階受付カウンターにて、受診申込書
をご記入下さい。（６番窓口）

記入済み受診申込書と保険証、（お持ち
の方は）紹介状を受付カウンターへご
提示ください。
診察券と受付番号票を発行いたします。

革
診療科の窓口にて、診察券をお出しください。受付順番順にお呼びいたします。

診　　察

診察後、診察券と診療票、院外処方せんをお受け取りになり、１階受付カウンターへお持ちください。

お会計は会計窓口または自動支払機にて、お支払いください。

革

再診手続き

自動再診受付機に診察券を入れ、受診
科を選択してください。
受付番号票が発行されます。
紹介状をお持ちの方はこの後、受付カ
ウンターへご提示ください。

時間の指定された予約票をお持ちの方
で、血液検査のある方は、診察の前に
採血をお済ませください。（結果が出
るまで一時間程度かかります）

革

　＜夜間や休日などの時間外に受診される方へ＞

　夜間や休日は、当直の医師によって診療の専門分野が異なるため、対応できない場合がございます。

事前にお電話で受診可能かご確認のうえ、ご来院ください。ただし、継続して当院で診療を受けられて

いる方については、対応できる場合もございますので、こちらも事前にお電話でご確認ください。

※ 来院の際は、保険証・診療券・（お持ちの方は）各種医療券をお持ちください。
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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://ashigarakami.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

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。

足柄上病院主催「 医 学 講 座 」
　　第27回（平成28年度　第２回）「 動脈硬化 」

　　　　日　時：平成29年２月４日（土）14：00～16：00　受付開始13：30～

　　　　場　所：松田町立公民館（町民文化センター１階）展示ホール（松田町松田惣領2078）

「 糖尿病公開講座 」
　　第５回　１／26（木）「糖尿病の薬物療法」　　　　　講師：薬剤師　　　　　　　

　　第６回　２／23（木）「そこが知りたい！糖尿病」外部講師：佐藤内科医院　院長　佐藤弘樹

　　　　時　間：17：00～

　　　　場　所：講義室

　　　　　　　　　　　＊公開講座の問い合わせ…　経営企画課　0465－83－0351（代）

マスク着用のお願い

院内では全員マスク着用です。

外来受診時は、「咳がでる」「熱がある」の症状がある方は

マスクをして受診してください。

手指衛生もお願いします。

職場や家族で発症する事が多いです。

　＊食事や一緒に過ごすことで起きています。

ご協力をよろしくお願い致します。

「インフルエンザ」院内感染防止に

ご協力をお願いします。

＊要予約です。ご連絡ください。

＊予約不要です。直接お越しください。
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