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　新年あけましておめでとうございます。昨年４月に病院長に就

任してあっという間に９カ月が経過しました。本年もさらに一層

の発展に努めてまいりますのでよろしくお願いいたします。

　現在日本は猛烈なスピードで高齢化と人口減少が進んでいます。団塊の世代と呼

ばれる人々は約700万人いると言われていますが2025年には全員が75歳以上の後期

高齢者になり、75歳以上の合計人口は約2200万人となる予測です。これはオースト

ラリア１国の人口とほぼ同じ数字で、65歳から74歳までの前期高齢者も含めると高

齢者人口は約3700万人に達する見込みです。この数字はカナダの人口より多いので

す。そして実に日本の全人口の30％が高齢者となることが予測されています。

　神奈川県でも急速に少子高齢化の波が押し寄せてきていますが、中でも足柄上地区では少子高齢化が進ん

でいます。実際にわれわれ足柄上病院を訪れる高齢患者さんの割合も増加してきています。全入院患者さん

のうち高齢者の占める割合は10年前には55％程度でしたが昨年は70％に、外来においては約1/3から半数に

まで増加しています。これからの日本の医療は高齢者に対していかに早く優しく正確に治療を行えるかが重

要になってくるものと思います。

　足柄上病院では2001年に総合診療科を立ち上げました。総合診療科では一般的な内科疾患に加え、原因が

わからない発熱、原発が分からない癌、原因不明な痛みなど臓器別ではなく全身を見渡した医療、感染症の

管理など広く深く治療にあたっています。一般に多く高齢患者さんは一つの疾患だけではなく色々な併存疾

患を持っています。こういった高齢患者さんに対しても内科的疾患の診断と治療だけでなく外科的治療の的

確なサポートにもかかわり、高いレベルでの診療体制を確立しています。また骨粗しょう症の患者さんや足

腰の弱ってきた患者も急増しています。整形外科では昨年より医師数を増やし対応しています。また昨年に

はコンピュータナビゲーションシステムを使った人工膝関節手術の導入を開始しました。この周辺では都内

や横浜の大学病院など大病院にしかなかった機器で、県西部や西湘地区では初めての試みです。県西部でも

最先端の人工膝関節手術を受けることが可能となりました。さらに今年は最新の骨密度測定装置を導入予定

です。この機器は骨密度だけではなく全身の筋肉量も測定可能です。一定以上の年齢になると日頃の健康

チェックも重要です。乳腺撮影装置や脳神経外科手術に使用する顕微鏡装置も最新の機器に更新予定です。

年末には多くの家庭で大掃除を行いますが、今年はご自身の身体のメンテナンスを行ってみてはいかがで

しょうか。

　足柄上病院ではこれまで以上に近隣の病院や医院、医療介護施設などとの連携を強化して地域住民の健康

を守って行きたいと思います。
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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。



　病院に受診中、または入院中の患者様に突然の心肺停止が起こった場合「迅速で的確に救命できる」こと

を目的に、救急救命部と医療安全推進室が協働して、医師、看護師、薬剤師や検査技師をはじめとするメ

ディカルスタッフ、事務職員を対象に「一次救命処置（ＢＬＳ）・急変対応シミュレーション研修」を年間

計画で実施しています。この研修は今年で３年目を迎えています。年度の前半４月～８月は救命処置の基本

である一次救命処置（ＢＬＳ）研修を、後半

の９月～２月では急変シミュレーションを行

ない参加者は毎年200人を越えています。

　一次救命処置（ＢＬＳ）では、心肺停止の

確認から始まり、胸骨圧迫（いわゆる心臓

マッサージ）や人工呼吸の方法、ＡＥＤ（自

動体外式除細動器）を使って電気ショックを

行う演習を行い基本的な心肺蘇生法を習得し

ます。そして次のステップ、急変シミュレー

ション研修では病棟や、リハビリ室、検査室

などで「実際に心肺停止の患者さんが発生し

たら！さあどうする！」をテーマに患者急変の初動から一次救命処置（ＢＬＳ）を行い、救命治療が開始さ

れる二次救命処置までを実践的な演習で行ないます。

　救命処置で重要なことは、「質の高い胸骨圧迫

（心臓マッサージ）を継続して行うこと」と言わ

れています。救命処置を行っている全体の時間の

中で、胸骨圧迫が行われている時間の比率を胸骨

圧迫比といいます。この胸骨圧迫比が60％を超え

ると、蘇生が成功する可能性が大きくなると言わ

れています。この研修の中でも医療チームが協力

して治療に取り組むことによって胸骨圧迫比が

60％を超えることを大きな目標としており、より

実践に即した演習を取り入れています。

　ＢＬＳ研修参加者からのアンケート調査では、

心肺停止の確認、胸骨圧迫やＡＥＤについて90％

以上できたと回答しており、スキルの習得を得ることができました。

　急変シミュレーション研修参加者からは「研修によって対応の流れが理解できた、シミュレーション後、

頭の中で何度もイメージトレーニングしていた成果があった、次に何をすべきかが分かり冷静に対応でき

た」という意見も聞かれ、実際の行動に結びつき研修の効果が得られえていると実感します。

　今後も、一次救命処置（ＢＬＳ）・急変シミュレーション研修を継続することによって、医療者が基本的

な救命の技術を身につけることによって、安全で安心な医療の提供を目指し取り組んでいきたいと考えてい

ます。

一次救命処置・患者急変　　　　　　　　　　　
　　　シミュレーション研修で命を救え！

医療安全急変時対応チーム　　　　　　　　　

救急看護認定看護師　生
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病院薬剤師と病棟業務

　医薬分業が進み、外来

処方箋のほとんどが院外

処方になって、病院に勤

務する薬剤師の業務は病

院内での薬剤の適正使用

の管理へと移ってきまし

た。チーム医療や、薬剤

にかかわる院内の安全管

理といったこともそのひとつです。

　中でも、大きな業務として病棟薬剤業務があり

ますが、病棟薬剤業務とはどのようなものでしょ

うか。入院患者さんへの病棟での薬の説明や病棟

におかれている薬品の数や使用期限などの保管管

理を想像される方もいられるでしょうか。

　今回は私たちが目指している病棟薬剤業務につ

いてお話しします。

　治療の中でお薬は大きな部分を占めています。

それは外来診療だけでなく入院治療においても同

様です。

　病棟薬剤業務とは、病棟におけるお薬での治療

が患者さん個々に適切に行われ、かつ患者さんに

安心してお薬を使用していただけるよう、医師や

看護師をはじめとする多くの部署と薬剤師が連携

して行う業務と考えています。

　入院から退院までの流れの中で見ていきましょ

う。

１．入院開始時

　に現在使用し

　ているお薬に

　ついて確認し

　ます。

　患者さんやご家族に面談をして、病院やクリ

ニックから処方されているお薬や市販のお薬、健

康食品やサプリメントの使用状況をお伺いします。

お薬だけでなくサプリメントや健康食品にも薬と

の相互作用（別の薬の影響でお薬の本来の効果が

強くでたり弱くなったり、また副作用がでやすく

なったりすること等）があることがわかってきて

います。また、これまでのアレルギー歴や副作用

歴もお伺いします。これから治療に使う薬を考え

るときの大切な情報になります。

２．入院後、薬物治療が決定され、実際にお薬が

　患者さんに使われるまでの間にも以下のような

　情報を医療スタッフと共有しています。

　　・面談で得られた患者さんの情報

　　・年齢や体格、腎臓や肝臓の機能を確認し、

　　　望ましい投与量や投与方法の確認

　　・患者さんに使いやすい形の薬剤であるか

　　・使用するお薬に特定の食品との相互作用が

　　　ある場合の注意

　　・すでに使用され

　　　ている注射薬や

　　　内服薬との組み

　　　合わせのチェッ

　　　ク

　お薬を使用する際には、患者さんまたはご家族

へ次のような服薬説明を行います。

　・お薬の効果や飲み方（使い方）

　・起こりえる副作用とその対処法

　・飲み忘れた時の対応

　お薬を使い始めた後にも、効果がでているか、

副作用はでていないかを確認しています。うまく

飲めているか、使えているかも大切な情報ですの

で、確認した情報は医師へ伝え、その後の薬物治

療への情報提供をしています。得られた情報は他

の医療スタッフとも共有し、よりよい薬物治療が

行われるように協働しています。

３．退院が決まると、退院後の生活に合わせたお

　薬の飲み方や使い方について、患者さんやご家

　族に説明をしています。その後の薬物治療への

　情報として入院中に実施した記録

　を残すことも大切な業務です。

　今後は薬剤師がいつも病棟にいて

もっと個々の患者さんへよりよい薬

物治療が行われるように努めていき

たいと考えています。

薬剤科長　　　　　　　
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　足柄上病院のリハビリテーション室は新たな体制になりました。

　まず、平成29年度に４人の理学療法士が加わり理学療法士10人の体制となりました。これまでは各診療科

より依頼される患者さんの治療・訓練がマン

パワーの不足により十分に実施できないこと

が時々ありましたが、より充実した治療・訓

練を提供できるようになりました。新たに加

わった４人は個性あふれる人材で、九州の国

立病院から遥々赴任してくれた者、リハビリ

テーション専門病院に勤務していた者、訪問

リハビリテーションを実施して患者さんの生

活に即した仕事をしていた者などで、リハビ

リテーション室に新しい風を運んでくれまし

た。経験者として採用された各人は、この病

院で長く勤務している私が知らないような現場の話を聞かせてくれることも多く、新鮮な刺激を与えてくれ

ています。11月からは彼らの発案で業務改善に向けたミーテイングを始め、今まで当然のように継続してき

たことに対して「もっと良くなる方法はないか？」と、様々な話し合いを続けており、様々な現場の経験が

多様な視点を生み出しています。

　つぎに、足柄上病院では昨年12月に病棟再編を実施しましたが、リハビリを実施する機能訓練室と作業療

法室については一足早く９月に引越しを行い、これまで２号館２階にあった機能訓練室と作業療法室が、機

能訓練室は３号館１階へ、作業療法室は３号館３階へと移設されました。

　この移設によって、病棟の

患者さんの両室への移動が容

易になり、効率的にリハビリ

が実施できるようになりまし

た。

　新たな機能訓練室は部屋が

広く、南側がほぼ全面ガラス

張りで明るく開放的なので、

運動する患者さんのモチベー

ションの向上にもつながって

いると思います。いくつかの

治療・訓練機器も新しく購入

し、ハード面でもソフト面で

も充実しつつあるリハビリ

テーション室ですが、この変化を絶好のチャンスとして私たちも患者さんのために益々がんばっていきたい

と思っています。新しいリハビリテーション室をどうぞよろしくお願いします。

リハビリテーション室が　　
　　　　新しくなりました

リハビリテーション室　理学療法士　　朝
あさ

　山
やま

　信
しん

　司
じ
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　前室長の常松先生が退職されたことに伴い、その後任として12月から医療安全推

進室長を兼務することとなりました。今年４月に整形外科部長として初めて当病院

へ赴任して、ようやく病院のシステムや地域特性などに慣れてきたばかりで、その

責任の重さに身の引き締まる思いです。

　患者さんの安全を守り、患者さんと医療者がともに安心して治療やケアに専念で

きる医療環境づくりを促進し、医療現場で“今すぐにでもできるのに、できていな

いこと”の行動目標の再確認、そして「安全な手術」「医療従事者を健康被害から

まもる」「転倒・転落による傷害の防止」について真摯に取り組んでまいります。皆さまのご支援を何卒よ

ろしくお願い申し上げます。

医療安全推進室長

瀧
たき
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がみ

　秀
ひで

　威
たけ

　　　　 就 任 紹 介　よろしくお願い致します。

　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。足柄上病院では11月８日～17日の10日間を医療安全週間とし、リーフレット配布、院内各部門の医療安

全取り組み展示、一般の方もご参加いただける「みてみよう・やってみよう！」のイベントを行いました。

その一つとして、医療安全絵画ポスターを近隣の小中学校に「心温まる医療」「安心安全な医療」をテーマ

に募集をしました。ご応募いただいた作品を院内に展示させていただき、その中から病院長賞、副院長賞、

副院長兼看護局長賞そして特別賞２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。

　「医療安全週間を終えて」　　　　　　　　　　　医療安全推進室

＝
ご
応
募
い
た
だ
い
た
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作
品
＝

ご参加

いただき

ありがとう

ございました！

みてみよう・やってみよう！！

「健口（けんこう）で美味しい食事を！」 各部門の医療安全

　の取り組み展示

「５Ｓ活動の推進」

　　をテーマに！

11/10に、参加型企画

として摂食嚥下障害看

護認定看護師が相談や

ケアグッズの紹介を外

来待合ホールで行いま

した。外来受診の方や

それ以外

の方も気

軽に立ち

寄ってく

れました。
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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。

糖尿病フェスタ

　楽しく子育てしてますか？何かお困りのことはありませんか？

　11月に開催した「からだのゆがみを整えよう～骨盤体操とベビーマッサージ」が好評につき同じ内容

で追加開催をいたします。親子でからだを整えて元気に冬を過ごしましょう！

　　日　時：平成30年１月12日（金）各部定員７名

　　　　　　午前の部　10：00～11：30　午後の部　13：30～15：00　

　　参加費：780円（診察券があれば持参）

　　講　師：助産師

　　対　象：子育て中のお母さんと1歳くらいまでのお子さん

　　持ち物：バスタオル

　　申込み方法：事前に、産科病棟（緯0465－83－0354（直通））にご連絡ください。

おっぱい大好き倶楽部

足柄上病院主催「 医 学 講 座 」
　　第30回（平成29年度　第３回）

　　　　　　　「未病改善！病気にならない体づくり。～食事と運動～」

　　　　日　時：平成30年１月27日（土）14：00～16：00　受付開始13：30～

　　　　場　所：南足柄市女性センター（南足柄市関本591－１  大雄山駅前「ヴェルミ３」３階）

「 糖尿病公開講座 」
　　第４回　平成30年２月22日（木）　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（２号館２階）　　

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

＊要予約（１／４から予約開始）

＊予約不要です。直接お越しください。

マスク着用のお願い
院内では全員マスク着用です

「インフルエンザ」院内感染防止にご協力をお願いします。

ご協力をよろしくお願い致します。

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。

「からだのゆがみを整えよう！」
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