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院　長　井　須　和　男

　新年おめでとうございます。

　昨年は4月より内科医師の退職に伴い

内科入院治療が困難な事態となり、各方

面に多大のご迷惑をおかけしました。7

月よりJCHO大阪病院、九州病院、中京

病院よりの応援医師の派遣をいただき一

部の内科入院を再開することができまし

た。

　登別厚生年金病院時代よりのここ10

年間は、医師確保の困難、入院患者、外

来患者の減少が続き、病院の診療体制は

縮小の一途をたどっております。町内会

の皆様、古くより登別で活躍されている

医師の皆様とお話をさせていただくと、

「登別唯一の公的病院」、「温泉を利用

したリハビリテーションで実績があ

る」、「二次救急医療機関として入院の

必要な急患を受けている」などの評価を

よくいただきます。これは、当院に対す

る期待のあらわれで非常にありがたいで

すが、きついことをいえば看板のみにと

らわれて、必ずしも実態を反映していな

いことをわかっていただきたいと思いま

す。一例では温泉リハビリも施設のメン

テナンス、実施するスタッフの労力の確

保が困難なため、現在は休止中で再開の

目処はありません。

　経営状況が厳しいことは広く知られて

いるようですが、赤字が続いているのは

昔からで今に始まったことではなく、大

きな組織の管轄する病院だから少しぐら

いはなんとかなるのではないかとの感想

もいただきました。JCHOは独立行政法

人ですが国からの交付金などの資金援助

はありません。経営的に成り立たない施

設を運営することは原則として許されて

いません。

　厚生年金病院時代には長期的な構想を

たてる余裕もなく、短期的に問題点をや

り過ごすことが精一杯でしたが、現時点

では先送りも限界となり危機的な状況に

至っています。何よりも、施設が一部を

除き築40～50年と老朽化が著しく、建

物本体はともかく配管、電気設備などに

不安があります。特に、コンピューター

を使用したオーダリングシステムはハー

ド、ソフトとも限界で、昨年も数回のダ

ウンをしている状態です。現施設での医

療は今後数年で継続できなくなる状況と

なっています。

　JCHO本部においてもこれらの問題点

を認識しており、昨年の11月に、2-3年

を目処に現施設を閉鎖することを決定し

ました。1月の登別市長とJCHO本部の

協議で登別市内市街地への移転、新築の

方向で合意されました。どの地区に、ど

のような機能の施設を、どのような規模

で建設するかは、登別市、医師会、地域

住民などの皆様の要望、医療ニーズなど

を踏まえて検討していくことになると思

います。

　当院は、昭和21年に登別整形外科療

養所として開設されて以来、約70年間

に渡って登別温泉においてお世話になっ

てまいりました。今回、現在地での医療

を2～3年を目途に終了することになり

ますが、現状での打開困難な状況を考え

ますと、病院が新たな地で生まれ変わっ

て地域の医療に貢献できるようになる大

きなチャンスとも考えられます。今後

も、多くの困難が予想されますが皆様の

ご支援をいただけますようお願いいたし

ます。

JCHO登別病院の再生にむけて
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整形外科部長・統括診療部長　小　澤　慶　一

　本年もよろしくお願いします。

　寒い時期には、体の動きが悪くなっ

たり、凍った路面で転んだりと、けが

をする方が増えてきます。なかでも、

高齢者では、「股関節の骨折（大腿骨

頚部骨折・転子部骨折）」「手首の骨

折（橈骨遠位端骨折）」「圧迫骨折

（腰椎の骨折）」が非常に多く、当院

にも沢山の患者様が入院しております。

　「股関節の骨折」は早期手術・早期

リハビリが重要で、当院でもすぐに手

術し、１日でも早くリハビリを開始し

ております。

　「手首の骨折」は手術治療を選択す

る場合が昨今は非常に多くなっており

ます。早期の指のリハビリをし、機能

が低下せぬよう、治療を進めていきま

す。

　「圧迫骨折」も早期治療が非常に大

切で、レントゲン・MRIにて早く診断

し、コルセットを作成、リハビリを進

めます。

　転倒などに注意することが、最も大

切なことではありますが、万が一の場

合はすぐに当院に御連絡下さい。

　本年も皆様にとって、明るい年であ

りますように。

　平成27年11月より、医療安全管理

者専従として看護師が配置となりまし

た。

　患者さまが安心して安全な医療が受

けられるよう、職員1人1人が医療安全

の必要性、重要性を認識しながら、行

動できる体制が構築できるよう取り組

んでおります。

　医療安全管理室では、最新の医療事

故例や、事故防止対策の情報収集を行

いながら、院内の安全対策の確認を

行っています。

　外来受診時や検診時に、本人確認の

ため、お名前を名乗って頂いているの

は、医療安全の取り組みの１つです。

お薬手帳の提示や、アレルギー情報の

確認等、患者さまだけが知っている情

報が、とても大切になります。

　皆様が、安心して受診できることが

できるように医療安全に努めていきた

いと思いますので、よろしくお願いい

たします。

冬 の 骨 折 医療安全管理室を本格的に
立ち上げました。

医療安全管理者専従　長　田　牧　子
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　平成27年10月7日（水）、ホテル平安

で第19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、平成

15年度から年２回の頻度で実施してい

るものです。地域の先生方と当院の医師

が一同に会し学び合い、顔の見える関係

と医療連携を深めようとの目的です。

　本カンファレンスは、「介護・福祉施

設との医療連携」をメインテーマに実施

しました。当院においては、ＪＣＨＯ関

連病院から内科応援医の派遣を受け診療

体制が当面安定すること、地域包括ケア

推進のため、訪問看護ステーションを開

設、通所・訪問リハビリテーションの拡

充をはかった中での開催となりました。

　登別市、室蘭市、白老町の開業医など

15名、当院の職員をあわせ40名程度の

参加となりました。さらに登別市に案内

したところ、はじめて高齢介護グループ

および消防署の担当者2名が参加されま

した。

　今回は、白老町にある介護老人保健施

設そよ風の里・立見康彦施設長に「介護

老人保健施設の実際と地域連携」と題す

る演題発表をお願いしました。そよ風の

里の運営法人である社会福祉法人天寿会

と当院は協力医療機関契約を結んでおり、

日常的にも良好な連携関係にあります。

　立見施設長は、介護老人保健施設の入

居者の疾患や介護度の特徴、積極的治療

は困難であるなど病院と老人保健施設の

違い、地域医療における老人保健施設の

役割と連携の大切さなどについて、実例

に基づきながら報告されました。

　当院からは整形外科・畑和宏医師が

「日常診療でよく診る手指の整形外科疾

患」と題し、当院での診療事例を中心に

治療、手術手法など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、地域の先生

方の参加に加えて今回から行政関係者の

参加も得られたことから、地域包括ケア

に対する関心の深さと連携の広がりを

感じさせる催しとなりました。

　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

好な関係を築くことができる場であり

ます。

　当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

う今後も努力することとしています。

　　　　　地域医療連携部地域連携室

　　

第19回登別オープンカンファレンスを開催
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JCHO登別病院のご案内JCHO登別病院のご案内

整形外科

外科

禁煙外来/火・木

内科

神経内科

物忘れ外来/月

麻酔科(ペイン)

リハビリ科

泌尿器科

午前

午前

午前

午前

午後

午前

午後 

午前

午前

午前

午後

月

小澤

巣山

金堀

出張医※隔週

ー

塚原

星野※予約制

出張医

出張医※予約制

－

－

－

－

火

小澤

畑

巣山

中村

中村※予約制

横山

塚原

－

－

－

鎌田

－

－

－

水

巣山

金堀

－

ー

塚原

－

－

－

－

出張医※予約制

－

－

木

小澤 (10 時迄 )

畑

中村

中村※予約制

塚原

星野※予約制

出張医

－

鎌田

－

出張医

出張医※予約制

金

畑

金堀

－

出張医

－

出張医※隔週予約制

出張医※隔週予約制

－

出張医※予約制

－

－

[お知らせ]
　平成28年3月31日をもちまして障害者施設等一般病棟（3－3病棟）を閉鎖することとなりましたことをお知らせ
　いたします。
　なお、一般病棟及び回復期リハビリテーション病棟の運営に変更はありません。

平成 28年 1月 1日～



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
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　明けましておめでとうございます。
　今年は年明け早々から、世界中あちこちで平和とは程遠い不安な将来を想わせるような報
道が相次いでいます。
　当院はＪＣＨＯ登別病院として発足してからお陰様で2回目の正月を迎えました。また前
身の登別厚生年金病院の歴史からみると、開設70年目の節目の年になります。この間、火災
や天災など幾度かの危機を乗り越えてきましたが、ハード・ソフトともに老朽化が著しいの
は否めません。当院はＪＣＨＯの名が示す通り公的医療機関であり、当地域の医療のニーズ
に応じた地域密着型病院としての経営の進め方を根本的に立地も含めて検討する年になりま
した。すなわち、地域包括ケアをさらに推進するための地域の医療機関同志や行政との連
携、高齢化や過疎化する住民への在宅医療・介護・リハビリサービスの強化など課題は山積
みです。登別病院としては大きな試練でありますが、“逆境にこそ改革のチャンスあり”と
の言葉の通り、地域医療の原点に戻り、厳しさに耐えながら、将来を見据えた病院のあり方
を、市民・医師会・行政とともに一体となって考えていきたいと思います。どうか建設的御
意見をお寄せ下さい。
　冬になると登別温泉の谷間を囲むスカイラインは一変します。尾根の上には落葉性広葉樹
の幹が立ち並び、櫛の歯のように空が透けて見えるようになります。雪が落葉を埋め尽くす
と、谷間が広く明るく感じます。新雪の朝には木々の小枝に小正月の繭玉のように白い雪玉
が付き、風が吹くと粉々に飛び散る様は、北海道ならではの風情かと思います。
　冬が来れば次は春です。健康に気を付けて春を迎えましょう。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（Ｍ.Ｔ）
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