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　病院では生・老・病・死の何れも扱うのですが、

近年は後半の３つへの対応が急務となっています。

つまり、高齢者医療への取組みです。

　高齢者医療を取り巻く社会環境は、現在決して

楽観できない状況です。本来、医療や福祉・介護

の質を高める要素は、あくまで患者さんの療養環

境の改善にあるはずなのですが、現実には効率性

も考慮して病院運営をして行かなければ成り立た

たなくなっており、皆が納得のいく医療の実践に

は高いハードルがあります。厚生労働省の「人生

の最終段階における医療の決定プロセスに関する

ガイドライン」（平成27年改訂）では、医療者と

患者・家族との十分な話し合いを行い意志決定す

るとあります。内容はとても良いものなのですが、

実行するには大変な努力が必要です。

　高齢者医療について考える時にはもう一つ、

「長生きは幸福か」という問題も存在しています。

内閣府の平成21年の調査によれば、幸福度を判断

する際に最も重視する項目は、健康とされており、

次いで家族・家計だそうです。病院でも、高齢の

患者さんが急性疾患で運ばれて、病状が好転した

ものの以前の健康レベルまで回復できないことが

判明した場合、退院に向けた話し合いの際には、

受入れることのできる御家族の存在、経済力とい

うのは大変重要な要素となります。本人にとって

も、家族にとっても、病気や老化、その先にある

死は、いつかは直面しなければならないこととは

分かっていても、それに直面するまでは、先送り

にされがちな問題でもあ

ります。

　まだまだ、答えが一つ

ではない難問は沢山あり

ますが、直面する問題の

解決法を一つ一つ探りな

がら取り組んでゆかなけ

ればならないと思ってい

ます。
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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。



　このたび地域医療連携室長を拝命致しました消化器内科の國司です。

　医療の進歩と高齢化社会の到来に伴い、近年は医療のニーズが多様化してきまし

た。これに伴い医療・介護が行われる場所やこれに関わる職種も多岐にわたってお

ります。医療・介護施設としては当院のような急性期病院の他に、長期療養型病院、

診療所、老人ホーム、老人保健施設、グループホーム、訪問看護ステーションなど

が存在し、医療・介護職としては医師（勤務医、開業医、在宅医など）、看護師

（病院看護師、訪問看護師、保健師など）、薬剤師、検査技師、放射線技師、理学

療法士、医療事務、介護士、ケアマネージャー、ソーシャルワーカーなどが存在し

ます。地域では非常に多彩な専門職員が様々な医療現場で医療・介護を展開してお

ります。

　患者さん・ご家族はこれらの選択肢から、どれを、いつ、どのように選べばよいか迷ってしまうことがあ

りますが、我々地域医療連携室は各医療機関と連携を取りながら、皆さんが安心して医療・介護を受けられ

るよう相談に乗り、サポートを行っております。

　具体的には患者さんが「入院した時」、「外来通院中に他の医療機関にかかることになった時」などに専

門員が窓口となり、納得できる形で物事が運ぶよう手助けをさせていただきます。

　患者さん・ご家族・そして地域住民の方に、「この地域に住んでいて良かった」と思っていただけるよう

スタッフ一同頑張って参りますので、宜しくお願い致します。
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（消化器内科部長代行）

　前部長の野地雅人先生が退職されたことに伴い、こ

のたびその後任として着任いたしました。前職は横浜

市立大学付属市民総合医療センター高度救命救急セン

ターで、脳神経外科領域の診療統括を行っておりまし

た。したがって、重症頭部外傷や重症脳血管障害の患

者さんを多く診ておりました。また、機能的脳神経外

科領域の診療として、パーキンソン病の外科や痙縮に

対するＩＴＢ療法を行ってきました。

　これまでの経験を活かすために、まず地域の方々に

対する貢献を最優先に考え、脳血管障害や頭部外傷な

ど急性期の患者さんに対する診療に力点を置きたいと

考えています。また、野地先生にもご協力いただき、

末梢神経の外科や脊髄・脊椎外科に関してもこれまで

通り対応していきたいと思います。機能的脳神経外科

の領域は、横浜市立大学付属市民総合医療センター脳

神経外科と連携を取りながら診療に当たろうと考えて

おり、ゆくゆくは専門外来を開こうと画策していま

す。脳腫瘍やてんかんなど、様々な専門領域の診療に

当たっては、各方面のスペシャリストと連携をとって、

なるべく地域内で診療が完結できるよう心掛けたいと

思います。

　神奈川県立足柄上病院を平成28年３

月に定年退職された髙橋祐子元副院長

兼看護局長が、平成29年５月12日に第

52回神奈川県看護賞を受賞されました。

受賞されました！

第52回

神奈川県看護賞 受賞

授賞式後　黒岩　祐治　神奈川県知事と

祝

着　任　紹　介
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医療安全活動「転倒転落予防チーム」

リハビリテーション室　

　足柄上病院では安心安全な医療を提供するために診療だけではなく医療安全にも重点を置いています。医

療安全活動は多職種各種チームで構成されており、リハビリテーション室スタッフは転倒転落予防チームに

所属しています。

　転倒転落予防チームでは、安全な医療環境を提供するた

めに看護安全対策会議と協働して様々な予防対策を講じて

います。①転倒予防に関する職員研修の実践、②医療安全

ニュースで情報発信・共有、③転倒転落発生に関する予測の

見直し、④患者さんにも転倒転落予防についてご協力頂く、

等の対策を継続してきました。

　入院患者さんには安全に療養生活を過ごして頂くように、

入院後早期に看護師がパンフレットを用いて転倒転落予防に

関する説明を行います。また、トイレ内には、排泄後ナース

コールを押して頂くようにポスターを掲示しています。排泄

後座ったまま看護師を待って頂くこと、体調が優れない際は

無理をしないで遠慮なくコールして頂くように掲示していま

す。また、入院案内には転倒転落予防のリーフレットを添付

し安全な入院生活の一つとして運動靴の使用を案内していま

す。

　職員研修では理学療法士が講師として、ベッドで

の寝返りや体を起こしてベッドに腰掛ける動作など

日常生活に必要な基本的な動作の介助方法や、ベッ

ドから車椅子への乗り移り動作、歩行時の介助方法

や注意点について指導します。研修は毎年開催し多

数の職員が参加しています。

　転倒転落は自宅との生活環境の違いや体力低下な

ど様々な要因に伴って発生しやすくなります。職員

はもとより患者さんにもご協力いただき、安全に入

院生活を過ごし治療に専念して頂けるように、今後

も医療安全対策に取り組んで参ります。

医療安全活動「転倒転落予防チーム」 
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　当院の歯科・口腔外科は平成27年８月にできた

足柄上病院のなかで最も新しい診療科です。現在

週３回、非常勤の医師が外来診療を行っています。

月・木曜日は全身的な病気をお持ちの患者さんの

抜歯や入院中の患者さんの歯科治療・口腔ケアな

どの診療を、水曜日は飲み込みの障害がある患者

さんの評価・リハビリを行っています。今回は周

術期口腔機能管理について紹介していきます。

　患者さんにとって「周術期」という言葉は聞き

なれていないと思います。周術期とは手“術”の

“周（まわ）”りの時“期”を指します。「周術

期口腔機能管理」はこの周術期に口の清掃だけで

なく飲み込みといった機能回復も視野に入れた治

療・ケアを行うことを目的として、平成24年度か

ら健康保険診療に導入されました。

　一般的に全身麻酔の手術を受けると身体の抵抗

力が落ちやすく、合併症を発症しやすくなると言

われています。特に高齢の手術になれば、周術期

の合併症を生じる頻度が上昇します。全身麻酔手

術は口からのどの奥に手術中の呼吸をサポートす

るチューブを入れます。口の中が汚れていると大

量の口腔内細菌が本来清潔でなければならない気

管・肺の中に押し込まれ、肺炎の原因となること

があります。また、著しく揺れている歯があると

チューブを入れる時に歯を損傷する可能性があり

ます。全身の治療前から十分なお口のケアを行い、

手術時に“健口”（＝口の中がきれいで術後に口

が原因の感染を生じにくい状態）な状態に整えて

おくことが大切です。周術期口腔機能管理を行

うことで、肺炎・重症感

染症などの合併症の予防

や入院日数の短縮などの

効果が期待できます（図

１）。

　足柄上病院の患者さん

は神奈川県内の他の地域

に比べ高齢の患者さんが多いため周術期に口腔内

の管理を行うことは非常に意義があります。

　がんの患者さんは手術だけでなく抗がん剤治療

や放射線治療を受ける場合があります。抗がん

剤治療では40%近くの患者さんに口内炎・口腔乾

燥・味覚障害などの口のトラブルが生じるとされ

ています。口腔清掃が十分でない場合に口内炎が

悪化しやすくなり、口から栄養を十分に摂取する

ことが難しくなるため抗がん剤の減量や治療方法

の変更をせざるを得なくなる場合があります。治

療による副作用を減らし重篤な合併症を回避しな

がら治療を完遂するために、口腔内の定期的な評

価や治療と歯科専門職による口の専門的な清掃が

必要です。

　当科は非常勤の体制のため足柄上地区の歯科医

院との連携が非常に重要です。手術前にかかりつ

け歯科・連携歯科で歯科治療をお願いする場合が

あります（図２）。患者さんにも「口をきれいに

してから全身の治療を受ける！」ということを理

解していただければ幸いです。

　これからも当院歯科・口腔外科をよろしくお願

いいたします。
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図１　周術期口腔機能管理で期待される効果
　　　　左：在院日数の減少
　　　　右：口腔癌手術後の感染の発生率の低下

図２　周術期口腔機能管理のイメージ

4



　在宅医療・介護

連携推進事業は、

国が平成30年４月

までに全国の市町

村で取り組むこと

を義務付けました。

足柄上地区１市５町では、在宅医療連携推進事業

を共同実施で進めてきたため、足柄上医師会に委

託し、１年早く広域的な足柄上地区在宅医療・介
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一体的な提供に向けて関係者の連携を推進するこ
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　２．連携の課題抽出として、地域ケア会議や地

域包括連絡会、連携推進協議会等様々な会議

への参加、ケアマネ連絡会の事務局、地域看

護連絡会の共催

　３．医療・介護の提供体制の構築では、24時間

在宅医療・介護提供サポート体制を目指して

います。

　４．関係者の情報共有支援では、連絡シートや

リビングウィルの作成を検討中です。

　５．連携に関する相談支援では、関係機関から

の相談をお受けしております。

　６・７．研修や講演会に関しては、専門職対象

に地域包括ケアシステムについて（仮）、地

域ケア会議の在り方（仮）の講演会と、専門

職種のグループワークの計３回を、地域住民

向けに家族看護と一人になっても自宅で最後

まで生きるをテーマに、２回講演会を企画し

ました。

　８．関係市町村の連携では、広域的な情報交換

や会議への参加、先進的な地域への視察を予

定しています。

　以上まだまだ企画も不十分ですが、実践に向け

て日々頑張っています。　　　　
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を持っているコーディネーターが２名と常勤では

ありませんが２名の事務職が勤務しています。

　窓からは素晴らしい松田山の景色を望むセン

ターで職員一同、在宅医療・介護連携を手探りで

はありますが、地域のために何かをという気持ち

で頑張っています。どうぞ、厳しいご指導と温か

い目で見守っていただければと思います。
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護師、介護支援専門員の資格を持っています。
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託し、１年早く広域的な足柄上地区在宅医療・

介護連携支援センターを立ち上げました。今年

の 4 月から神奈川県立足柄上病院の 3 号館 3 階、

地域医療連携室の隣に開設されたことは、足柄

上病院が地域医

療の中心的な存

在であるととも

に1市5町の中心

に位置し、今後の

事業推進にも大

きな意味があると思います。 
 当センターの目的は、医療と介護の両方を必

要とする高齢者が、住み慣れた地域で自分らし

い暮らしを人生の最後まで続けられるよう、在

宅医療と介護サービスの一体的な提供に向け

て関係者の連携を推進することです。具体的に

は以下の 8 項目の事業を行っています。 
１．地域医療・介護の資源を把握するために関

係機関の訪問や、アンケート調査、事業者一覧

の更新、在宅医療機関のマップ作成 
２．連携の課題抽出として、地域ケア会議や地

域包括連絡会、連携推進協議会等様々な会議へ

の参加、ケアマネ連絡会の事務局、地域看護連

絡会の共催 
３．医療・介護の提供体制の構築では、24 時間

在宅医療・介護提供サポート体制を目指してい

ます。 
４．関係者の情報共有支援では、連絡シートや

リビングウィルの作成を検討中です。 
 

５．連携に関する相談支援では、関係機関から 
の相談をお受けしております。 
６・７．研修や講演会に関しては、専門職対象

に地域包括ケアシステムについて（仮）、地域

ケア会議の在り方（仮）の講演会と、専門職種

のグループワークの計

３回を、地域住民向けに

「家族看護と一人にな

っても自宅で最後まで

生きる」をテーマに、2
回講演会を企画しまし

た。 
８．関係市町村の連携で

は、広域的な情報交換や

会議への参加、先進的な

地域への視察を予定し

ています。以上まだまだ

企画も不十分ですが、実践に向けて日々頑張っ

ています。     
最後に、センターのスタッフを簡単に紹介い

たします。まず、国がいうコーディネーターと

して、2 名の女性相談員がいます。保健師や看

護師、介護支援専門員の資格を持っています。

ほかに 2 名の事務職が、常勤ではありませんが

勤務しています。 
  
窓からは素晴らしい松田山の景色を望むセ

ンターで職員一同、在宅医療・介護連携を手探

りではありますが、地域のために何かをという

気持ちで頑張っています。どうぞ、厳しいご指

導と温かい目をもって見守っていただければ

と希望いたします。 
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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。

　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の共同行

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

医療安全推進の期間を設けるように定めています。

　今年は、11月８日から11月17日を医療安全週間と定め、近隣の小・中学生

による医療安全の絵画・ポスターをはじめ、医療安全のパンフレットとマス

ク配布など様々な企画を開催します。また、４年目となる参加型企画「みて

みよう・やってみよう!!」は11月10日に行います。テーマは「健口で美味し

い食事を!」と題し、当院の摂食嚥下障害認定看護師が担当し、口腔ケアの

説明や舌の働きを実際に舌圧計で確認します。昨年同様、１階の外来待合

ホールで行います。入院中の方、外来受診されている方やご家族、どなたで

も参加できます。ぜひ、当院におこしください。

　今年で５回目の糖尿病フェスタ及び今年度第3回糖尿病公開講座を開催します。

　糖尿病フェスタでは、理学療法士による「筋肉をつけて痩せやすい身体をつくる運動」を体験していただ

きます。また当院医師の講演会、血糖測定、栄養相談、お薬相談、看護相談を企画しています。糖尿病に関

する様々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おります。皆様のご参加をお待ちしています。

　　　　　　　日　時：平成29年11月11日（土）13時～16時

　　　　　　　場　所：足柄上病院　講義室（予定）

　　　　　　　参加費：無料

糖尿病フェスタ

11月開催　医療安全週間

　今年から新たに妊婦さん対象の“骨盤体

操”を始めましたので、産後のお母さまたち

にもぜひ体験して欲しいと思います。また、

あかちゃんには“ベビー体操”を行います。

　日頃、母乳育児を頑張っている親子が参加

することで少しでもほっとしたり、また頑張

ろうと思ったりする機会を作りたいと思って

います。体重測定や育児相談も行いますので、

ぜひご参加ください。

平成29年度　　お っぱい大好き倶楽部

日　時：11月24日（金）13：30～15：00　　　

場　所：産科病棟

対　象：授乳中の親子（１歳まで）

内　容：産後の骨盤体操＆ベビー体操

担　当：助産師

参加費：780円（当院の診察券があれば持参して

　　　　ください。無くても大丈夫！）

＊当院でお産をしていなくても参加できます。

　詳細は、病院ＨＰをご覧ください。
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