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看護部長　小　泉　由貴美

　4月１日付けで、看護部長として着

任しました小泉由貴美と申します。

　温泉など観光に幾度か訪れました

が、登別市での暮らしは初めてになり

ます。

　前任地の札幌とは違い、山の木々に

囲まれ温泉の香りがする環境に少しづ

つ親しみを感じながら過ごしておりま

す。

　JCHO登別病院は、地域に根ざした

病院として登別市を含め近隣の市町村

の皆さまにもご利用をいただいており

ます。また、温泉地として国内外から

訪れた観光客の皆さまが、思いがけな

いケガや病気の時に安心して医療・看

護を提供できる施設となっていること

が、札幌の急性期型病院との大きな違

いと感じております。

　さらに、病院の使命であります「人

にやさしい医療」をめざして、皆さま

が健康に暮らし、住み慣れた地域で豊

かな老後を送れるように、地域連携

室・訪問看護ステーションを含め、地

域包括ケアにも取り組んでおります。

　この病院の使命を担うために、看護

師や介護福祉士など多種の有資格者だ

けではなく、職員一丸となって、地域  

産業のサポート・事業参加に取り組め

るように、人材の育成にも力を注いで

います。今年も、フレッシュな新人看

護師が10名入職しました。今は、患者

様やご利用者様には看護実践に不慣れ

なことが多く、ご迷惑をおかけすると

思います。1年間は先輩看護師の支援

の下で小さな成功体験を積み重ねなが

ら成長していきますので、温かく見守

り、時には厳しく患者様の思いをお伝

えいただきながら、ご支援をお願いい

たします。

　当院の看護部長としての責務を果た

すに当たり、地域の皆さまから必要と

される病院としての存在がなにより大

事であると考えております。当院で開

催している健康教室や料理教室のご利

用の機会に皆さまのお声をいただき、

病院運営に活かしていきたいと思います。

　また、将来の医療・福祉を担う人材

を発掘するために、幼少時から医療や

看護にふれあい、関心をもつ機会を企

画していきたいと考えています。最後

に、看護師が生涯に渡り看護実践に誇

りを持ち、専門職としての成熟をめざ

したワーク・ライフバランスを支援し

たいと思っております。皆さまのご健

康を願い、着任のご挨拶といたしま

す。

着任のご挨拶　はじめまして

今年もフレッシュな新人看護師が10名入職しました。
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事務部長　清　水　隆　裕

　このたび、平成27年４月１日付を

もって、JCHO登別病院の事務部長を

拝命いたしました。甚だ微力ではござ

いますが、JCHO登別病院の井須院長

のもと、良質で安全な医療、笑顔と真

心、地域との連携を病院理念とし地域

医療に貢献している当院のために、専

心努力する所存でございますので、な

にとぞご指導・ご鞭撻を賜りますよう

よろしくお願い申し上げます。

　さて、平成23年6月24日に「独立

行政法人年金・健康保険福祉施設整理

機構法の一部を改正する法律」並びに

「独立行政法人地域医療機能推進機構

法」が公布され、更にそれに伴う関係

政令が定められ、平成26年4月より当

院をはじめとする全国にある社会保険

病院グループと厚生年金病院、船員保

険病院が一体となり、独立行政法人地

域医療機能推進機構（略して、JCHO・

ジェイコー）に移行しました。施設数

は、病院57施設、介護老人保健施設

26施設、看護専門学校７施設あり、九

州から北海道まで全国各地で地域医療

等を提供しております。JCHO・ジェ

イコーに移行されて、丸１年が経過し、

登別市の住民の皆様をはじめ、行政他

関係機関にも「ジェイコー」の名称が

浸透してきており、大変嬉しく思って

いるところであります。

　このジェイコーの一員であるJCHO

登別病院に求められることは、①地域

医療における貢献、②地域社会との連

携推進、③安全、安心な医療の提供、

などであります。しかし、これらは今

まで当院に求められていたものと全く

変わりはございませんので、JCHO病

院として２年目を迎えますが、今後も

引き続き変わることなく地域医療等に   

真摯に取り組んで参りたいと存じます。

　話は変わりますが、私事で恐縮です

が、昨年の10月に仙台市に転勤となり

まして、初めての単身赴任になったと

思いきや、半年でまた転勤となりまし

た。仙台では秋から冬しか経験できず、

桜の花見や仙台七夕まつりも見ること

が出来ませんでしたが、ここ登別の地

で、お花見ができるのを楽しみにして

おります（この5月号が発刊される頃

には桜吹雪か、もう終わっているかも

しれませんが）。また、登別は大好き

な温泉や大自然に恵まれておりますの

で、これからもっと車で足を伸ばして

色々な名所を見て回りたいと思ってお

ります。

　これからも、なにとぞよろしくお願

い申し上げます。

新任のごあいさつ
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　　　　　　回復期リハビリテーション病棟専任医　横　山　豊　治
　

　当院回復期リハビリテーション病棟で

は、脳梗塞による麻痺や失語症で多くの

方がリハビリをされていますが、脳梗塞

の原因は、動脈硬化による血栓性脳梗塞

と、心房細動などにより、心臓内にでき

た血栓が流れてきて、脳の血管につまる

心原性脳塞栓症があります。心房細動は

心房という心臓の一部が、不規則に震え

る状態のことです。動悸、めまい、胸痛

や胸部不快感などの自覚症状を伴います

が、自覚症状がない場合もあります。心

房細動が長く続くと、心臓の働きが低下

し、心不全（身体がむくんだり、肺や心

臓の周りに水が溜まって倦怠感や呼吸困

難が出現する状態。）になったり、心房

内に血栓ができて、全身に流れて行き、

動脈を閉塞すると、脳塞栓症や腎梗塞、

急性下肢動脈閉塞などの病気を突然発症

することがあります。心房細動による脳

梗塞（心原性脳塞栓症）は高齢者や、高

血圧症、糖尿病などの合併症がある人ほ

ど発症のリスクが高くなります。一度発

症すると再発のリスクは高く、再発した

場合は重症化しやすいと言われています。

抗凝固薬を飲むことで、心房細動による

脳梗塞を予防することができます。抗凝

固薬には、以前から使われているビタミ

ンK拮抗薬であるワーファリンと最近使

用されるようになった新しい薬、直接ト

ロンビン阻害薬（プラザキサ）や直接第

Xa因子阻害薬（イグザレルトなど）が

あります。ワーファリンは納豆や青汁な

どビタミンKを多く含む食品は効果が半

減するため摂ることが出来ません。また、

PT- INRという検査で、効き方をみなが

ら、ワーファリンの量を調節する必要が

あります。新しい抗凝固薬では、納豆は

食べられますが、腎機能による投与量調

整が重要です。いずれの薬も、飲まない

と、脳梗塞発症のリスクが上がり、薬が

効きすぎると出血しやすい、血が止まり

にくいなどの症状が現れることがありま

す。このような症状が出た方は、すぐに

主治医に連絡してください。心房細動に

は、常に心房細動の状態である慢性心房

細動と突然心房細動になる発作性心房細

動があり、どちらも抗凝固薬による血

栓・塞栓予防と同時に心房細動自体に対

する治療が重要です。通常、心房細動を

正常な脈に戻すための抗不整脈剤が使用

されますが、正常な脈に戻らず、心房細

動が続く場合は心拍数を抑え心臓への負

担を軽減するための薬剤が投与されます。

また、心房細動に伴う心不全があれば、

心不全治療薬（利尿剤、強心薬など）が

適応となります。さらに、もともとある

高血圧症や糖尿病、高コレステロール血

症の管理、塩分制限やカロリー・脂肪制

限を中心とした食事療法や禁煙など、総

合的なリスク管理が必要です。心房細動

は最もよくある不整脈で60歳を境にそ

の頻度は急激に高まりますが、若い人で

もまれな疾患ではありません。心房細動

の方は、きちんと治療することで、脳梗

塞の発症を抑えることができます。ご自

身のためはもちろん、ご家族のためにも、

治療に前向きに取り組んで行きましょう。

心房細動と脳梗塞

心房細動と脳梗塞
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　3月3日（火）、第18回登別オープ

ンカンファレンスを開催しました。

　このオープンカンファレンスは、地

域の先生方と当院の医師が一同に会し

学び合う機会を持ち、顔の見える関係

づくりと医療連携を深めようと、平成

15年度から年2回の頻度で継続してい

る事業です。　

　今回は、「整形外科領域における地

域医療連携」をメインテーマに実施し

ました。登別市、白老町の開業医など

10名、当院の職員をあわせて30名以

上の参加となりました。

　地元堀尾医院・堀尾昌司院長が、当

院との医療連携が非常にスムーズに進

んでいること、また、室蘭警察署嘱託

検案医の立場から、高齢者、幼児の虐

待事例について検案視点、早期発見の

ためのレクチャーがあり、参加者は一

様に興味深く聴いている様子でした。

　当院からは整形外科・近間知尚医師

が肩関節周囲炎を中心に治療、手術な

どの手法について臨床成果を披露しま

した。

　カンファレンス、懇親会の2部構成

で2時間ほどの会合でしたが、日頃連

携する地域の先生方の人柄や専門にふ

れることができ、何よりも顔の見える

関係を深められたことで、日常診療に

おける医師間の連絡が取りやすくなっ

たものと感じています。

　ＪＣＨＯは、地域医療の再生と地域

包括ケア推進を主たる使命としていま

す。登別オープンカンファレンスは、

地域包括ケアの主たる担い手である地

元の先生方と当院の医師が情報交換と

良好な関係づくりができる場であり、

定期的な開催は地域包括ケア推進の契

機になるものと考えています。

　登別病院としてもこのような取り組

みを含め、地域医療推進の一助となれ

るよう尽力することとしています。

　　　　　地域医療連携部地域連携室

　　

第18回登別オープンカンファレンスを開催

地域の先生方と熱心に討論



5

登別市地域包括支援センターゆのか　菊　池　　　豪　

　地域包括支援センターは、高齢者の
みなさんが抱える生活全般の困り事や
悩み、不安等をお伺いし、できる限り
住み慣れた自宅（地域）で安心した生
活が送れるよう、支援するところです。
　私たち「ゆのか」は、市内３カ所あ
る地域包括支援センターの中で、中部
地区を担当しており、総合福祉セン
ターしんた21に事務所を開設していま
す。現在は４名の職員が勤務し、主任
介護支援専門員、保健師、社会福祉士
といった専門的資格を有している職員
を配置しています。
　平成26年度（平成26年４月～平成27
年2月）は、196件の相談をお受けし
ました。相談の内容は多様ですが、介
護保険サービスに関すること（ディ
サービスやヘルパー、手すりの取り付
け等）や施設入所の問い合わせ、認知
症に関して等です。相談の方法は、電
話、訪問、来所等、状況に応じて対応
できますので、お気軽にお問い合わせ
ください。
　さて、登別市の高齢化率は32％を超
え、約３人に１人が65歳以上という人
口比率になっています。今後も少子高
齢化は進行が予測されていますし、超
高齢化社会の日本にとっては大きな問
題です。そんな中、2015年４月から介
護保険制度・介護報酬改定が行われま
した。既に新聞記事やニュース等、さ
まざまな報道によって皆さんもご存じ
かと思いますが、①原則１割の自己負
担となっていた介護サービスの利用料

金が所得によって 2割負担となった
り、②特別養護老人ホームの入所対象

者が要介護３～５の認定区分（要介護
１～２の方は特例入所の要件に該当す
る人）となったり、③要支援といわれ
る認定対象者が利用する介護予防サー
ビスの訪問介護や通所介護が「市町村
が取り組む地域支援事業」に移行され
る等となっています。他にもたくさん
の改正があり、介護サービスの考え方
（制度）が大きく変革される年となっ
ています。
　この変革を機に、住み慣れた自宅
（地域）で安心した生活を送る一つの
ポイントを考えてみると、やはり健康
を維持するだけでなく、町内会やご近
所同士といった地域との繋がり、知人
との交流、趣味等といった、自分らし
く生き生きと暮らすことのできる環境
や役割等が大切なのではないかと思い
ます。広報誌をご覧いただいた方は、
これを機に興味のあることや、自分が
好きな活動にチャレンジしてみてはい
かがですか。そして、支援や介護が必
要となった時、私たち専門職がこうし
た介護保険制度の改正をしっかりと理
解しながら、住み慣れた自宅（地域）
で安心した生活を続けていくためのサ
ポートをしていきます。些細であって
も日常生活に支障を感じるお困り事や
不安等がありましたら、地域包括支援
センターゆのかへご相談ください。一
つ一つ丁寧にご相談をお受けし、対応
いたします。

～支援や介護が必要になっても住み慣れた自宅で安心した暮らしを実現するために～

　登別市地域包括支援センターゆのか
　〒059－0016

　登別市片倉町 6丁目 9番地 1
　総合福祉センターしんた 21内　2階

　   　TEL（0 1 4 3）8 8－ 2 1 0 6

【担当者】
　　菊 池 　 豪 　　赤 川 朋 美　

　牧 田 　 大　　 川 村 照 美 　　
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　教師をしていた僕はあちこちで卒業

生に出あう。

　6年前、僕は脳梗塞になり王子病院

に入院した。初期治療が終わり病院で

のリハビリが始まった。その時作業療

法を担当してくれたのが、平成8年3

月にここを最後に教職を去った道北の

W校の卒業生であった。療法士という

職種の存在をこのとき初めて知った。

国家資格を要する資格で病院には言語

聴覚士、作業療法士、理学療法士がい

て、それぞれ分業してリハビリを行

なっていた。失われた身体機能を回復

するこの仕事を英語ではセラピーとい

い、療法士はセラピストというのだそ

うだ。セラピーという言葉の響きが気

に入った。この入院で僕は、医療は医

師、看護師、療法士、薬剤師、介護福

祉士、ソーシャルワーカー、事務職の

緊密な連携作業により行なわれている

こと、それは交響曲を演奏するオーケ

ストラのようなものであることに思い

至った。

　約2ヶ月の治療で短い歩行と人との

会話も何とか出来るようになり、本格

的リハビリのため登別厚生年金病院に

転院した。病室に収まって間もなく担

当の医師が1人で部屋に来られた。先

生はニコッと笑って小さな紙切れを示

した。見るとCCCPと書いてあった。

一瞬とまどった僕はやがて、かつての

僕の地理の授業の1場面を思い出し

た。それはソ連のロシア語標記の略称

であった。当時のソ連の姿は強制収容

所とかチェコへの侵入とかスターリン

のつくった覇権主義、軍事独裁国家と

いうことはあまり知られていず、労働

者の権利を守る国、ファシズムとたた

かった平和国家というイメージが強

かった。ロシア民謡が好きだった僕は

カチューシャなども紹介したかもしれ

ない。ソ連は英語ではUSSR、ロシア

語ではCCCPと書き、読み方はエスエ

スエスエルでソビエト社会主義共和国

連邦という意味だと説いた。彼はS校

の卒業生で僕のそんな授業に付き合わ

された一人であった。このとき約1ヶ

月理学療法士として根気よく僕を治療

してくれたのもS校の卒業生であっ

た。

　間が悪い出会いもあった。いつぞや

痔がかなり悪化して札幌でもそのすじ

ではかなり高名な病院を訪れた。ズボ

ンを降ろし診察台に上がってお尻を出

し準備が終ったとき、若い医師が治療

用の手袋をはめながら「先生、私S校

の卒業生です。診察をさせていただき

ます」と言った。冷や汗をかいた一幕

であった。彼は手際よく診察を終え、

「手術はしなくて治ります」と言い薬

を処方してくれた。彼の言う通り1ヶ

月たったら痔の症状は改善した。

　僕はいま厚生年金改め JCHO（ジェ

イコー）登別病院の通所リハビリで、

週1回身体機能維持の介護を受けてい

る。世話をしてくださる人たちやリハ

ビリ仲間との会話が楽しい。

　人との出会いを大切にしなければな

らないと思うこのごろである。

　　　　　　　　　（あまのじゃく）

 

病院での出会い　～縁は異なもの～
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統括診療部長　整形外科部長　小　澤　慶　一　

畑　和宏（はた　かずひろ）
　このたび平成27年4月から登別病院

整形外科で働くことになりました畑和

宏と申します。

　生まれも育ちも福岡で、自分では

根っからの九州男児と思っています。

北海道は今まで修学旅行で1回来たこ

とがあるだけで、ほとんど知らないこ

とばかりです。これから首から足先ま

で整形外科全般を、病院のスタッフ、

地域の方々と連携して診療していきた

いと思っています。よろしくお願いします。

巣山みどり（すやま　みどり）
　初めましてこんにちは。巣山みどり

と申します。出身地は宮崎市、前任地

は佐世保です。2月にJCHO登別病院

に赴任が決まってから、登別で働くの

を毎日楽しみにしていました。初めて

北海道に来てまだわずかですが、既に

北海道が大好きになっています。美し

い景色、美味しい食べ物、人も親切、

温泉も最高ですね！慣れないことが多

く迷惑をおかけするかもしれません

が、登別の地域医療に少しでも貢献で

きればと思っています。趣味は登山、

マラソン、旅行、料理です。

金堀将也（かなほり　まさや）
　4月1日より赴任となりました、金堀

将也と申します。私は福岡県出身で、

昨年度は沖縄県の病院に勤務してお

り、今回遥々登別まで引っ越して参り

ました。当然ですが、沖縄と比べると

段違いに寒いです。同じ国とは思えま

せん。また、私事ですが先の2月末に

第1子が生まれました。妻が岩内郡出

身であり、道内で子育てをしたいとの

希望を叶えるべく、本年度は北海道で

の勤務を希望しました。どうぞよろし

くお願い致します。

整形外科の顔ぶれが変わりました

　当院の整形外科は、九州大学医学部整形外科学教室から、最新の知識・技術を

取得・実践されてきた医師を定期的に派遣してもらっています。

　今年の4月にも3名の医師が着任致しましたのでご紹介致します。今年度も24時

間365日体制で、この4名で診療をおこなっていきます。よろしくお願い致します。

～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～～

左側から

金堀将也先生

小澤慶一部長

畑　和宏先生

巣山みどり先生
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JCHO登別病院のご案内JCHO登別病院のご案内



出版責任者　院 　 長 　井　 須　 和　 男
編　集　長　事務部長　 清 　水　 隆　裕

編 集 雑 感

■ＪＲ登別駅下車（特急列車停車）登別温泉行きバス（病院前下車徒歩2分）
■札幌－登別温泉高速バス（終点下車徒歩10分）
■道央自動車道：登別東インターより7分

＜各交通機関＞

9

〒059－0598　登別市登別温泉町133番地
TEL(0143)84－2165　FAX(0143)84－3206

　今年は例年になく桜の開花が早まりそうで、各地の桜まつりなどのイベント関係者はあわ

てているようです。

　おかげさまでJCHO登別病院として船出してから、丁度１年が過ぎました。この間地域の

人々の温かい励ましにささえられて、色々の課題をかかえながらも、あっという間の日々で

ありました。

　登別の春の訪れは、残雪の谷間のコブシの花で始まり、“春もみじ”からエゾヤマザクラ

をへて、新緑へと移行してゆきます。谷全体が白や褐色の木肌に重ねて、橙色から赤色に淡

く染まってくる“木の芽吹き”を“春もみじ”といっています。ヤナギ、カンバ、ナラ、ク

リ、エゾヤマザクラ、ツツジ、イタヤ、カエデなどの冬芽や枝先は意外に赤色が強く、新芽

はその下に萌黄色の若芽をはらんで大きく膨らみ始めます。ほんの数日間ではありますが、

生命のエネルギーを感ずる時です。“春もみじ”にははっきりした定義はなく、一般の歳時

記や季語集にもあまり出ていないようです。植生によるお国柄もあり、最近は東北地方や道

内で春の観光のテーマの一つとして注目されるようになりました。この季節は北国の冬から

の開放感で、人の気持ちも改まり、気分が高揚するのは私だけでしょうか。

　当院ではこの春に幹部の異動がありました。よろしくお願いいたします。また看護師、

PT、OT、診療放射線技師の、合わせて15名の新人が入職しましたが、淡色の“春もみじ”

が色鮮やかな秋の紅葉になるように、しっかりと研修を重ねて、地域医療の担い手として成

長してほしいと願っております。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（M.T）
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