
　足柄上病院は、足柄上地区の基幹病院として、病

気を治療するだけでなく、地域の皆様の療養環境と、

地域の医療機関・在宅医の先生方を支援する使命が

あります。当院には地域医療を支援する仕組として、

地域医療連携室、入退院支援センター、救急部、在

宅療養支援部門からなる「地域医療センター」があ

りますが、今回は在宅療養支援部門をご紹介します。

☆在宅療養後方支援業務☆

　当院は、平成26年に厚生労働省の「在宅療養後方

支援病院」の認定を受けています。これは、在宅療

養中の患者さん、訪問診療医、病院の三者で契約を

行い、状態悪化されたときの当院での受診と、必要

がある場合の入院を保証する仕組です。当院におい

ては、入院生活と在宅療養のギャップをやわらげ、

自宅移行の不安を軽くするために、当院の主治医と

看護師がご自宅へ訪問し、退院後に自宅で在宅医の

先生や訪問看護師、在宅ケアのスタッフと共同診療

をして引き継ぎをします（図１）。現在までに200

人以上の方が登録されており、９割以上の方が在宅

療養を継続、亡くなられた方の５割がご自宅での看

取りとなっています。全国の自宅看取り率が13%で

すので、非常に高い在宅看取り率となっています

（後方支援登録は、当院で入院加療をされて在宅訪

問診療に戻られる方、または当院外来通院中に徐々

に病状が進み在宅療養、訪問診療を導入する方の中

で、当院

主治医の

依頼があ

る患者さ

んに限ら

せて頂い

ておりま

す）。

☆短期在宅加療

　　　　クリニカルパス☆

　冬期や猛暑の時期など

には、普段元気な高齢者が、

インフルエンザ感染や脱水

症で体力が落ち、食事や水

分を摂れなくなることがあります。高齢者は、入院

することで、せん妄（環境の変化に対応できず、認

知機能の混乱をきたす状態）を起こし、食事が摂れ

なくなり回復が遅れ、入院が長期化し、日常生活動

作が低下してしまうことがあるほか、インフルエン

ザやノロウイルスは院内感染の原因にもなります。

　在宅療養支援部門では、平成28年から軽症で短期

間の点滴・抗生物質で治療可能かつ在宅でお世話で

きる方がいる患者さんに対して、入院することなく

在宅で治療するお手伝いをしております。

　対象疾患は、インフルエンザ、ウイルス性腸炎、

軽症肺炎、脱水症などです。当院看護師および臨床

研修医が訪問し７日間を限度に在宅支援いたしま

す。この仕組によって、これまで33人の方に短期在

宅訪問を行い、

うち30人が７

日以内に改善

するとともに、

当院でのイン

フルエンザに

よる入院患者

は減少しまし

た（図２）。

　足柄上病院では、以上のような在宅での療養を後

ろから支える仕組をつくり運用しています。家で過

ごすことについて相談したいときは、気軽にスタッ

フにご連絡ください。　

足柄上病院の在宅療養後方支援
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インフルエンザ
年間入院患者数と短期パス導入数
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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。



　放射線技術科　

　骨密度測定（骨塩定量）とは？
　当院の骨密度測定は、ＤＥＸＡ（dual-energy X-ray absorptiometry）法と呼ばれるX線吸収測定法を用

いており、骨に含まれるカルシウムなどのミネラル成分の量を測定する検査です。

骨量の減少を早期に発見し、骨粗鬆症に対する適切な予防や治療を行うことが可能となります。

　骨粗鬆症とは？
　骨の中にあるカルシウムの量が減って、骨がもろく折れやすくなる病気です。カルシウムが不足すると、

骨の中はスカスカになってしまいます。男性に比べ女性に多く、とくに閉経期を迎えた中年以降の女性に多

く見られる特徴があります。また生活習慣病や運動不足や極端なダイエットも骨代謝に影響を及ぼします。

　当院の装置
　HOLOGIC社製のDiscovery Horizonを平成30年３月に導入しました。検査に使用するX線はきわめて少な

い量ですので、気軽に検査を受けていただけます。

　主な検査部位
　主に腰椎や大腿骨頚部の検査を行いますが、体脂肪率や筋肉量測定の全身検査も行えます。腰椎、大腿骨

頚部は骨粗鬆症による骨折が生じやすい部位です。脊椎は骨量が低下すると転倒などがなくても徐々に圧迫

骨折が起こりやすくなります。大腿骨は転倒による骨折を起こしやすい部位ですので、これらの部位の骨塩

量を直接的に測定して評価をします。

　検査方法
　測定検査はベッドに寝ていただくだけです。Ｘ線撮影のように呼吸の合図もないので、後はじっとしてい

るだけでよい検査です。食事制限はありませんが、造影検査（ＣＴ造影、ＭＲＩ造影、胃バリウム検査等）

の後では検査結果に影響を及ぼす事がありますので、放射線技術科までお問い合わせください。

　骨密度測定のお問い合わせ先
　　◆受診方法や費用に関すること

　　　　　　　　　………医事課まで

　　◆検査方法や内容に関すること

　　　　　　　　　………放射線技術科まで

　　足柄上病院　0465－83－0351（代）

骨密度測定検査を平成30年4月より開始しました。

あなたの骨密度を測定してみませんか？
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　足柄上病院のある県西地区では、ご高齢の方が

多くいられます。移動手段がなく新しい医療を受

けることができず、痛み、しびれを我慢すること

を強いられたり、治すことができる痙
けい

縮
しゅく

（つっぱ

り）や歩行障害など運動機能障害で苦しんでいる

方も多くいられるとお見受けいたします。

　手足の痛み・しびれが腰や頸
くび

からくる場合、手

術によって改善することがあります。前任の野地

雅人先生他多くの先生方に協力を仰ぎ、従前通り

診療に当たっております。また『治る認知症』と

して有名な正
せい

常
じょう

圧
あつ

水
すい

頭
とう

症
しょう

でお困りの患者さんに

対する治療も力を入れています。

　これらに加えて、当院では新しくＩＴＢ（バク

ロフェン髄
ずい

腔
くう

内
ない

投
とう

与
よ

法
ほう

）やＳＣＳ（脊
せき

髄
ずい

刺
し

激
げき

療
りょう

法
ほう

）といった機能神経外科領域の治療を導入いた

しました。

　ＩＴＢは、脊髄損傷や、脳損傷後の後遺症であ

る痙
けい

縮
しゅく

に対する治療法です。痙
けい

縮
しゅく

とは『つっぱ

り』のことを言います。痙
けい

縮
しゅく

は、関節が動かせな

いために歩行困難を生じたり、筋肉がつっぱる

ことで痛みを生じたりするやっかいな病態です。

ギャバロンという薬を体内に植え込んだポンプか

ら脊
せき

髄
ずい

腔
くう

内
ない

に注入すると、痙
けい

縮
しゅく

が改善し、生活水

準を上げる可能性があります。

　ＳＣＳは脊
せき

髄
ずい

硬
こう

膜
まく

外
がい

に電極を留置し、持続的に

刺激を与えることで、痛みを軽減する治療法です。

痛みに伴って生活水準が落ちることを防ぐ目的が

あります。

　このような症状でお困りの方がいらっしゃいま

したら、まずは当院脳神経外科外来をご受診くだ

さい。治療適応になる患者さんは、機能神経外科

外来へご案内いたします。機能神経外科外来は濱

田幸一が担当しております。丁寧に治療法につい

てご案内することを心がけます。

　また、当院でのもう一つの目玉として、脳血管

内治療外来を立ち上げました。

　血管内治療とは、脳動脈瘤に対するコイル塞
そく

栓
せん

術
じゅつ

、頸
けい

動
どう

脈
みゃく

狭
きょう

窄
さく

症
しょう

に対するステント留置術など、

『切らずに治す』治療です。外科的手術に比べる

と『切らない』ことにより体に対する負担が少な

く、ご高齢の方に対して治療の選択肢を広げやす

い利点があります。しかし、専門医の数が少なく、

県内では導入が進んでいない現状です。まだ数少

ない血管内治療専門医として加藤依子先生をお招

きし、診療に当たっていただいています。女性な

らではのきめ細かい、丁寧な対応をしていただい

ています。

　脳
のう

動
どう

脈
みゃく

瘤
りゅう

や頸
けい

動
どう

脈
みゃく

狭
きょう

窄
さく

症
しょう

といった病気をお持

ちの方は、まず脳神経外科外来をご受診ください。

脳血管内治療が必要な方を専門外来へご案内いた

します。

　今後も県西地区の方々に対する貢献を考えてい

きたいと思います。何卒よろしくお願いいたしま

す。

機能神経外科外来

専 門 外 来

　「外科医師による医療講座」　

　『胆のう炎・虫垂炎』

　日　時：10月11日（木）
　　　　　　　　　15：00～16：00

　場　所：足柄上病院　講義室

　　　　　詳しくはＨＰをご覧ください

脳神経外科　部長

濱
はま

　田
だ

　幸
こう

　一
いち
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　中央監視室は電気担当、ボイラー担当それぞれ3名が３日毎に24時間ずつ交代で勤務に当たってお

り、休日、夜間、正月に関わりなく365日業務を行っております。

　中央監視室の仕事は通常の設備管理の電気、ボイラー、給排水、空調設備、防災関連の24時間監視

のほか、自動扉、医療ガス設備その他各種設備の維持管理・修繕等多岐に渡ります。これらの業務に、

常に臨機応変、迅速に対処しております。

　仕事とは常に人のためにあるという事を念頭に、私たちの仕事も患者さん、そしてここで働く人達

が快適で、安全、安心でいられるよう各種設備の運用・管理に努めてまいります。

株式会社 清王サービス

　私たち清掃スタッフは総勢19名で足柄

上病院全体の清掃を担当しております。

　病院という特に衛生が求められる場所

で、患者さんに清潔な環境を提供するた

めに、専門の知識と技術、そして『清

潔・安全・安心』を第一に作業を行って

おります。

　これからも患者さんに快適で気持ちよ

く過ごしていただけるように心掛けて

日々の清掃に従事して参ります。

いつもありがとうございます。
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第 32 回「医学講座」（平成 30 年度 第 2 回） 

「『ハアハア、ゼイゼイ』最近、息苦しくないですか？ 

あなたの肺、大丈夫？COPD(慢性閉塞性肺疾患)」 
日 時：平成 30 年 9 月 29 日（土） 

         14：00～16：00（13：30 受付開始） 

会 場：山北町健康福祉センター2 階会議室（さくらの湯） 

 

＊先着 80 名（要予約） 電話、FAX でお申込み下さい。 

9/3～9/28 の月曜日から金曜日（8：30～17：00）受付 

電話：0465-83-0351 FAX：0465-82-5377 経営企画課まで 

清 掃 

設 備 

院内の設備・清掃をしています。
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第32回「医学講座」（平成30年度　第２回）　　　　　　　　　　　　　

「『ハアハア、ゼイゼイ』最近、息苦しくないですか？　
　　　　　あなたの肺、大丈夫？COPD(慢性閉塞性肺疾患)」

日時：平成30年９月29日（土）　　　　　　　　　　　
14：00～16：00（13：30受付開始）

会場：山北町健康福祉センター２階会議室（さくらの湯）

＊先着80名（要予約）電話、ＦＡＸでお申込み下さい。
９／３～９／28の月曜日から金曜日（８：30～17：00）受付

電話：0465－83－0351　FAX：0465－82－5377　経営企画課まで

講 座
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　４Ａ病棟は平成29年12月に60床に増床

されました。外科・整形外科の患者さん

を中心に周術期や化学療法を行う患者さ

んを受け入れています。

　高齢の患者さんが多く、異常の早期発

見や術後せん妄を含めた合併症の予防や

苦痛の緩和に努めています。がん性疼痛

看護認定看護師や皮膚・排泄ケア認定看

護師および理学療法士との連携を図り、

患者さんのＱＯＬ（生活の質）向上を目

指して看護しています。

　早期退院に向け、地域医療連携室やリ

ハビリテーション室、必要に応じて地域

の医療スタッフとカンファレンスを行い、

患者さん・ご家族の状況を踏まえた環境

の調整や指導を行っています。

病棟紹介②

4 A 病 棟

病床数：60床

診療科：外科・整形外科

【４Ａスタッフ】

　90％のがん患者さんに痛みがあるといわれ大きな問題になってい

ます。がん性疼痛看護においては、『痛みある患者を全人的に捉え

る』という考え方があります。日本の風土の中に我慢することは美

徳であるという考えがあり、痛みはその人本人しか分からず日本人

の我慢強さとその考え方を重んじながら緩和ケアを考えていく必

要があります。看護師はこうした、言語的・非言語的コミュニケー

ションを敏感に感じ適切なアセスメントと様々な角度からアプロー

チしながら患者さんの支援を行い、チーム医療の繋ぎ役になること

が大切と考えます。

　がん患者さんは病気によって様々な症状が現れます。ある患者さ

んは、がんで腹水がたまってお腹が張って苦しそうでした。認知症

もあり「痛い」「つらい」など苦痛を言いません。夕方になると落

ち着かず、家族は心配で面会時間を過ぎても付き添っています。病

状を考え痛み止めを使用すると穏やかに眠ることが出来ました。

　認定看護師は、病態を見極め何が落ち着かせない状態にさせているかを考え、看護師間で情報共有

し、早期の疼痛コントロールについて医師とタイムリーに話をします。まずは早めに痛み止めを使い、

日常生活を楽に過ごすことが出来るように支援します。

　このように、これからの治療や療養生活について、認定看護師それぞれの経験や思いを活かしなが

ら専門の知識で患者さん、ご家族が納得できるよう多職種と連携をとりながら緩和支援を行います。

また、ご相談に応じた認定看護師が対応いたします。どうぞご利用ください。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　がん性疼痛看護認定看護師　善波いづみ・丸岡陽子　

がんと診断された患者さんへ

認定看護師による相談のご案内

【相談内容】

＊病気のこと、治療のこと、療養生活に関することなど心

配や悩み事を整理し、不安を和らげるお手伝いをします。

これからの治療や療養生活について患者さん、ご家族に

とって納得できる意思決定ができるように外来・病棟の

看護師と協働して支援します。

＊必要に応じて他の専門家と連携します。詳しくは外来・

病棟看護師へご相談ください。

相談は、一連の診療中にお受けしますので、診療報酬点数表に

基づく費用負担「がん患者指導管理料１・２」が発生します。

担当：がん性疼痛看護；香川仁美・善波いづみ・丸岡陽子

緩和ケア；桐生光代・曽我輝之・山口ひろみ

乳がん看護；昆野真由美

皮膚排泄ケア；高橋佳織

神奈川県立足柄上病院

認定看護師によるがん患者さんへの緩和支援
院内の所々にこのポスターが貼ってあるのをご存知でしょうか？
当院では認定看護師が、がん患者さんの病気に関する悩みや不安
を和らげる活動をしています。
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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。

　今年も好評により妊婦さん対象の“骨盤体操”を行います。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。

　今回は午前と午後の２回、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。　　　

　日時：10月30日（火）　①９：50～11：30　②13：30～15：10　　定員：各７名（先着順）

　担当：助産師　　　内容：産後の骨盤体操＆ベビー体操　　　場所：３Ａ病棟　すくすくルーム　　

　対象：子育て中の母と1歳くらいまでの子　参加費：1,110円（ベビーマッサージ用オイル代込み）

＊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 。  

平成30年度　　おっぱい大好き倶楽部

　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。

　当院では、11月８日から15日までの間を「医療安全週間」と定め、近隣の小・中学生によ

る医療安全に関する絵画・ポスターをはじめ、医療安全の取組の展示などの企画を開催しま

す。今年の展示テーマは「５Ｓ活動（整理・整頓・清掃・清潔・しつけ）～転倒・転落予防

の視点から～」で、院内の様々な取組を紹介します。

　また、参加型企画「正しい手洗いをしよう!!」では、インフルエンザ対策として、手洗い

チェッカーを使用した洗い残しのない正しい手洗いを体験できます。この「正しい手洗いを

しよう!!」は１階の外来待合ホールで11月８日、12日、14日の午前中に行います。入院の方、

外来受診されている方、ご家族など、どなたでも参加できますので、ぜひ、お越しください。

11月開催　医療安全週間

神奈川フィルハーモニー管弦楽団　弦楽四重奏演奏会♪♬♩
６月22日（金）、足柄上病院において
『神奈川フィルハーモニー管弦楽団』弦楽四重奏の演奏会が、
当院ご利用の患者さん、そのご家族を対象に開催されました。
曲数は6曲。弦楽器の音色が参加者皆さんの心を
落ち着かせたり、踊らせたり…♪
楽しい素敵なひとときになりました。
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