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◆地域の中核病院として、地域住民の生命と健康を守るために、安全で最
新の医療と救急医療の提供を目指す。

◆豊かな地域づくりのために、保健予防活動に努める。
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医療界、激動の平成26年度が
いよいよ始まりました。

医療界、激動の平成26年度が
いよいよ始まりました。

　平成26年度が始まりました。私も市民病院に赴任して一年が過ぎ、やっと通年の行事を経験
することができました。2月には、数十年ぶりの大雪に見舞われ、当院においても災害対策本部を
立ち上げて対応するなどの特別な経験もありましたが、この一年は地域住民の皆様、豊後大野市
民病院の職員、行政職員の方々のおかげで無事過ごすことができ、本当にありがとうございました。
さて、世間の話題は、アベノミクスによる景気回復と消費税アップですが、一方、医療に目を向けると、
今年は診療報酬（保険診療の際に医療行為の対価として計算される公定価格）改定の年にあたり、
これを機に政府の医療行政が大きく変化を始めました。　　
　「団塊の世代」が後期高齢者へ仲間入りする時が迫っています。国は都市部近郊における高齢
者人口（特に75歳以上の後期高齢者）の急激な増加、その後に訪れる少子高齢化・人口減少社
会に対する医療・介護福祉の進むべき方向を診療報酬の改定で示しています。
　すなわち、不要・過度な入院医療を適正なものへ削り、病院医療から地域の在宅医療・介護
福祉への連携改善と充実を図ることです。
　2010年の日本の高齢化率は23%（国立社会保障・人口問題研究所　調査）ですが、豊後大
野市の高齢化率は37％、竹田市を含めた豊肥地域では39％となります。全国の高齢化率は
2050年には39％になるとの試算があり、豊肥地域は高齢化社会においては40年先の日本を表し
ていることになります。当地のように少子高齢化が進んでいる所では地域在住の就労人口は減少し
続け、高齢者を支える医療・介護従事者は質・量共に不足しています。このような状況下、地域
を支える医療を継続するためには、医療・介護・福祉の職種間、あるいは自治体間の垣根を越え
る連携が不可欠で、皆が力を出し合い、助け合うことが重要です。
　当院は平成22年10月に県立三重病院と公立おがた病院の統合にて設立され、昨年10月には
統合に伴う職員の調整作業も終了し、新しい豊後大野市民病院が生まれました。平成26年度に
なり、総勢22名の新入職員（内科医師：4名、看護師：8名、
リハビリテーションスタッフ：6名など）が加わり、新たな戦力
として期待されます。地域の医療・介護福祉、および行政機
関の関係者と共に「高齢化社会における適正な医療の提供と
在宅医療の推進」を目指して頑張っていきたいと思います。
　昨年度と同様に地域住民の皆さんにとって魅力的で、職員
がやりがいを持って働けるような病院を目指して頑張っていき
ます。本年度もどうぞよろしくお願いいたします。

木　下　忠　彦豊後大野市民病院
事業管理者兼院長
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　記録的な積雪があり、いつまでこの寒さは続くのだろうと思っていましたが、いつのまにか、私
の通勤路である馬場公会堂の桜が咲き始めているのを見かけ確実に春がきているのを実感しまし
た。
　このたび、玉井看護部長の大分県立病院への異動に伴い看護部長の大役を拝命しました。緒
方町国民健康保険病院の時代から就職して、今年で早いもので35年になります。その長い職歴
の間の20年間手術室勤務、後は病棟、あるいは外来との兼務など長いようであっという間の35
年間だった気がします。その間、旧病院建て増し、今の新病院の建て替え、引っ越し、県立三重
病院との合併と大きなできごとが立て続けにありました。看護管理者としては、まだ数年の経歴で
この大役を受けるにあたりかなりの重圧となりました。
　合併後、大分県立病院から玉井看護部長を迎え看護師教育、看護体制の変革病院機能評価
の受審など、多くの取り組みがなされ、豊後大野市民病院としての職員間のチームワークの醸成、
職員のレベル向上に努めてきました。
　さらに昨年4月、木下病院管理者兼院長が就任、先生の目指す「医療の質向上」「経営の健全
化」に向けて改革中です。
　豊後大野市民病院の医療圏である豊肥地区は高齢化率約40％の地域にあり、少子高齢化人
口減少問題においては日本での先進地域といわれています。また本年の診療報酬の改定では、在
宅療養に手厚く、長期間入院していると診療報酬を削減するなど病院にとって厳しい改定です。
病院としては、患者・家族の思いに添った在宅復帰の強化や回復期リハビリテーション病棟開設
を見越した病棟再編など大きな課題が山積み状態です。地域での医療、介護との連携が求めら
れています。そんな病院にとって大変な時期に看護部長の任を任されることは、正直不安です。
　しかし、現実的には日々解決していかなければならない問題からひとつひとつ着手していかなけ
ればなりません。待ったなしの状況です。
　そして、木下院長の目指す『患者さん・ご家族の笑顔と病院職員の笑顔をめざして』に沿って、
職種を越えチームで協働してこの局面を乗り越えていかなければなりません。職員間の対話を重
視し、「安心」「やすらぎ」「やさしさ」「笑顔」をキーワードに心安らげる病院づくりに取り組み、看
護部の理念である「地域の中核病院として、住民に信頼される心豊かな看護を提供する」が達成
できるよう２人の副看護部長と共に職員一同努めてまいります。これまで、玉井看護部長をはじめ
諸先輩により作り上げてきた豊後大野市民病院のレベルの維持、向上に努めてまいります。

新看護部長就任のごあいさつ新看護部長就任のごあいさつ
菅　原　紀　代看護部長
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　豊後大野市の高齢化率は約40％と高く、大分県で

は竹田市につぎ第2位です。高齢化率が進むにつれて

認知症患者さんは今後ますます増加してくることが予

想されます。

　当院では、すでに認知症や精神疾患と診断されて入

院してくるケースや入院を契機に認知症が発症する

ケース、不安や不眠で居場所が分からなくなり、家で

生活しているときとは想像もつかないような言動を目

にすることがあります。これは入院生活を送る上で、①

必要な治療ができない、②異常行動のある患者さんの対応に追われる、③他の患者への対応がおろそか

になる、④家族は今まで見たことのない行動で驚きとまどう等たくさんのデメリットがあります。

　このような患者さんを診る専門医が当院にはいませんので、地域の認知症疾患センター加藤病院と

連携し、院内の入院患者さんを対象に認知症などの早期発見・早期治療を行っています。

　運用を開始して、4ヶ月間では26人中20人に改善がみられ、本来の入院目的である治療をスムー

ズに受けることができました。

　治療は内服が主で症状の出現状況、対象者の既往歴、睡眠状態、行動パターンを考慮し、薬が処方

されます。また、生活リズムを整えるための日常生活のアドバイスもあり、睡眠時間がバラバラだった

人が、昼間はしっかり覚醒し、夜間まとまった睡眠が取れるようになったという例もあります。

　この取り組みを始めた結果、患者さん自身は

落ち着いて治療が受けられ、戸惑っていた家族

の不安は解消に繋がり、看護師は本来の看護を

提供することができるようになりました。病院

が全体的に落ち着いた雰囲気になり、廻診の介

助につく看護師は専門医より毎回疾患に関する

ことや看護についての説明を受けることで知

識・判断・対応力に向上がみられ、患者さん、

看護師ともに良い成果を得ることができました。

　ご協力いただいている加藤病院さんに大変感

謝しております。

※この記事内容は堀真由美看護師が第14回大分支部学術集会日本医療マネジメント学会（平成26年2月22日、国東市で開催）で発
表したものです。

認知症疾患センター
専門医とのチーム医療
活動について

認知症疾患センター
専門医とのチーム医療
活動について

認知症疾患センター
専門医とのチーム医療
活動について

認知症疾患センター
専門医とのチーム医療
活動について

6病棟　看護師長　堀　真由美

プロフィールプロフィール

医 師 紹 介医 師 紹 介

当地域での認知症患者の増加

転帰ー開始後4ケ月間

高齢化率と認知症割合

31.7

12.4

三重町

43.8

14.3

清川町

48.3

12.9

緒方町

高齢化率

44.7

11.5

朝地町

43.9

15.3

大野町

35.7

12.5

千歳町

37.1

12

犬飼町

認知症割合

平成25年10月～平成26年1月

20例／26例が改善

症状 症例数 改善数 非 改 善 事 例

不眠

不穏

怒る

せん妄

幻覚

妄想

独語

徘徊

物忘れ

発達障害

6

5

1

3

2

2

2

2

2

1

5

5

3

2

1

2

2

１例傾眠強く、内服中止で改善

問題行動なく、廻診中止

１例妄想あるが、対応に困難なし

内服継続で問題行動なし

本人拒否で廻診中止
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認知症疾患センター
専門医とのチーム医療
活動について

認知症疾患センター
専門医とのチーム医療
活動について

新入職員新入職員
プロフィールプロフィールプロフィールプロフィール 池永　光咲理学療法士

　趣味は剣道です。笑顔で一
生懸命頑張ります。よろしく
お願いします。

紺野　真理学療法士

　野球観戦や旅行をするこ
とが好きです。これからどう
ぞよろしくお願いします。

医 師 紹 介医 師 紹 介医 師 紹 介医 師 紹 介
棚橋　仁

出身医局
大分大学消化器
内科講座

専　門
消化器内科

当院は１年半ぶりの勤務となります。
よろしくお願いします。

平山　匡史
出身医局
自治医科大学

専　門
家庭医療、総合診療

趣　味
読書、育児

田北　不空

ひと言
ひとりひとりの人生に沿った医療を
行うようにしています。遠慮なく皆様
のお考えを聞かせてください。

ひと言

出身医局
自治医科大学

専　門
総合診療

趣　味
野球

生まれ育った豊後大野市に帰ってき
ました。皆様に恩返しできるようにが
んばりますので宜しくお願いします。

ひと言

米津　圭佑
出身医局
自治医科大学

専　門
内科一般

趣　味
旅行

地域の方の健康の保持・増進のサポ
ートが出来ればと思っています。

ひと言
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後藤　愛理看 護 師

　笑顔・優しさ・思いやりの気
持ちを常に持ち看護師として
精一杯働いていきたいと思
います。よろしくお願いしま
す。

矢野　瑞季看 護 師

　私はバレーをしたり出掛け
ることが好きです。緒方の落
ちつくことのできる環境も気
に入っています。笑顔をモッ
トーに一生懸命頑張りたいと
思います。お願いします。

神田　優美看 護 師

　豊後大野市三重町で生ま
れ育ち少しでも地元の地域医
療に貢献出来るよう頑張って
いきたいです。

伊藤　弥生看 護 師

　看護師として勤務をさせて
いただくことになりました。
趣味はジョギングと他エクサ
サイズに通っています。何卒
よろしくお願いします。

板井　義通言語聴覚士

　病院全体の雰囲気が明るく
職員さんの笑顔が多い職場だ
と感じました。この雰囲気に馴
染める様に頑張りたいと思い
ます。よろしくお願いします。

清田　彩子看 護 師

　一人の医療人として地域に
貢献し日々精進していきま
す。また笑顔あいさつを大切
にし仕事を行っていきたいと
思っています。

阿南　宏平作業療法士

　竹田市出身三重町在住の
35歳です。仕事に育児に頑張
ってます。よろしくお願いい
たします。

橋本　典理学療法士

　趣味：ソフトテニス。休日は
主にスポーツをして過ごして
います。分からないことが多
く迷惑をおかけすると思いま
すがよろしくお願いします。

近藤　望作業療法士
　みなさんこんにちは。休日は
もうすぐ3歳になる娘の育児に
追われながらともに成長して楽
しんでいます。豊後大野・竹田地
域のみなさんとも楽しみながら
リハビリをしていきたいと思っ
ていますのでよろしくお願い致
します。
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萩原　憲士医事・経営課長

　はじめての病院勤務となり
ます。よろしくお願いします。
本年４月よりお酒とタバコか
ら足を洗い、いつまで続くか
わかりませんが趣味を「健康
づくり」に変えました。

釘宮　佳代保 健 師
　看護師として5年間他院で勤
務していましたが今回新たな職
種に挑戦することになりまし
た。早く仕事を覚えて地域住民
の方の健康増進のお役に立てる
ように頑張りますのでよろしく
お願い致します。

秦　善陛事 務 員

　子供のころからお世話に
なっていたこの病院へ異動し
てきました。病院のことは、初
めてでわからないことだら
けですが、精一杯頑張ります。

佐保　美紀事 務 員
　豊肥地区で生まれ育ち県外に
出たものの再び戻ってきて地域
の方々の温かさに触れ帰ってき
てよかったと思いました。この地
域の中心であるこの病院で精一
杯働き豊肥地区の皆様に恩返し
していきたいです。

宮本　陽子診療情報管理士

　休日を利用して趣味のヨガ
や登山を楽しんでいます。早
く仕事に慣れるよう努力しま
すのでよろしくお願い致しま
す。

糸永　志穂社会福祉士

　こちらに住んでからめざま
し時計より先に鳥の声が大き
くて目が覚めます。朝早起き
できそうなので早寝早起きし
て頑張ります。

志賀　叶枝看 護 師

　地域に少しでも貢献できる
よう頑張ります。よろしくお願
いいたします。

村田ひとみ看 護 師

　3月に豊後大野市に引っ越
してきたばかりなのでこの地
域に早く慣れ地域医療に貢献
できるように頑張りたいと思
います。ご指導よろしくお願
いします。

安藤亜由美看 護 師

　趣味はバレーボールとドラ
イブと星空観察です。仕事も
笑顔を忘れず一生懸命頑張り
ます。
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当院敷地内では全面的に禁煙となっております。ご理解・ご協力をよろしくお願い申し上げます。 チューリップ

　新じゃがをほかほかと食ひ今日を謝す　大野林火

　今の時期馬鈴薯が美味しいですよね。昨今は炭水化物の旗色がわるく肥満の元凶のように言

われることがあります。馬鈴薯の主成分はでんぷんですが、カロリーは同じ量のご飯に比べ

1/2程度だそうです。またビタミンＢ、Ｃが豊富で、ビタミンＣはみかん並みといわれます。ミ

ネラルも多くなかでもカリウムはナトリウム量を調節し高血圧予防や利尿効果があります。整腸

作用や便秘対策になる食物繊維、貧血予防になる鉄分も多くまさに栄養の宝庫です。食べ過ぎ

はいけませんが、イモ即炭水化物、肥ると考えるのは短絡的すぎます。何やら馬鈴薯の応援団

みたいになりましたが、馬鈴薯に限らず私たちが口にする食物はどれも大切な栄養素を恵んで

くれる命の源です。ご飯に１汁３菜の和食が世界無形文化遺産になったことの意味は大きいで

す。人間ドックの「健康」基準値が新しくなりました。時代によって健康の捉え方も変化しますが、

結局バランスのとれた食事が大切だと思います。

杜 子 春馬鈴薯：栄養学的考察

　若葉が風に揺れ新緑がまぶしい季節となりました。

　豊後大野市民病院にフレッシュな仲間たちが加わりました。

　地域の中核病院職員として、豊肥圏域を中心とした「地域の方々の生命と健康を守る」という使命

感を胸に秘め、それぞれが職種の専門性を発揮しながら、チームワークで、よりよい医療や保健サー

ビスを提供していきたいものだと改めて襟を正した春です。R

豊後大野市「人権を守り、差別をなくす」標語

けんかをしても
　　あくしゅでぎゅっぎゅっ
　　　　なかなおり

病院屋上の
チューリップ
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