春日井市民病院
Vol.32 令和２年１月２５日号
年頭のご挨拶
新年あけましておめでとうございます。令和になって初めての
お正月、例年とは違う期待感、高揚感を感じてみえることと思い
ます。
さて、昨年は再編統合を検討すべき 424 施設が厚生労働省から
公表されるなど公立病院の赤字経営が問題となる中、当院は昨年
度も黒字経営を続けることができました。これはひとえに紹介率
80％、逆紹介率 100％という春日井市医師会との良好な連携のた
まもの、と感謝しております。

院

長 成瀬 友彦

当院はこれまでも救急医療、慢性疾患、予防医療など幅広い分野に力を注いできました。昨年はこ
れらの医療を維持、発展させる一方新しい取り組みも始めており、その一部を紹介させていただきま
す。
脳神経内科・脳神経外科では県内でもトップクラスの治療実績を誇る脳卒中治療をさらに充実させ
るため、９月から脳卒中ケアユニット（ＳＣＵ）を開設し、24 時間体制で診療にあたっております。
外科では肥満症の治療として、BMI が 35 を超え糖尿病や高血圧などの合併症を持つ方を対象に、
「胃スリーブ手術」を開始しました。これは胃の一部を手術で切り取り、胃の容積を減らすことで体
重減少を目指し合併症の改善を図るというものです。この手術を愛知県で保険診療下に行えるのは、
名古屋市立大学病院、岡崎市民病院、当院の３施設のみです。努力してもなかなか減量ができない患
者さんがおられましたら、是非紹介していただければと思っております。
産婦人科では「マイクロ波子宮内膜アブレーション」を始めました。これは子宮筋腫や子宮腺筋症
に伴う過多月経を軽減するために子宮内膜にマイクロ波を照射して、子宮内膜細胞を壊死させる方法
です。子宮を摘出することなく短時間で終了し体の負担も少ないため、当院では１泊２日の入院で行
っております。この治療も尾張地区で行っているのは当院のみです。
また今年２月から、できる限り睡眠薬を使わずに快適な眠りを得るための「睡眠外来」を開設する
予定です。24 時間のテレビ放映やコンビニ営業をしていることが当たり前となっている現在、不眠に
悩む患者さんも少なくないと思います。完全予約制となりますが是非ご紹介ください。
冒頭でも述べましたが公立病院を取り巻く環境は厳しくなる一方です。当院も現状に満足すること
なくさらに良い病院になるよう、上下一心努力していく覚悟です。どうぞ本年もよろしくお願いいた
します。
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脳卒中センターの拡充
主な死因の構成割合

「健康寿命の延伸等を図るための脳卒中、心
臓病その他の循環器病に係る対策に関する基本
法」
（脳卒中・循環器病対策基本法）が平成 30 年

その他
34.5％

12 月に制定され、令和元年 12 月に施行されまし

悪性新生物
<腫瘍>
27.4％

た。同法は、脳卒中や心筋梗塞などの循環器病の
予防推進と迅速かつ適切な治療体制の整備を進
めるとともに、健康寿命を延ばし、医療・介護費
を削減することを目的としてします。
脳卒中とは、
「脳に卒然として風邪に中(あた)

肺炎
6.9％

る」という意味で、脳に突然起こる出来事を指し

脳血管疾患

ます。厚生労働省によると、2018 年における脳
卒中を含めた脳血管疾患の日本人の死亡原因
は、悪性新生物、心疾患、老衰に続き、第４位と

心疾患
<高血圧を除く>
27.4％
老衰
8.0％

7.9％

引用：厚生労働省 平成 30 年人口動態統計月報年計(概数）の概況

要介護５の原因

なっています。
介護が必要となった主な原因を要介護度別で
見ると、要介護１から要介護４までは認知症が１
位を占め、その後に脳血管疾患や高齢による衰弱
が続きますが、１位である認知症の原因の３分の

その他
26.4％

脳血管疾患
30.8％

１は脳卒中といわれています。また、要介護５の
原因では脳血管疾患が１位となっており、その割
合は３割を超えます。そして、総医療費の約１割
総介護費の約２割を占めており、脳卒中の予防に
取り組み、急性期だけでなく回復期、在宅におい

悪性新生物
5.5％
高齢による衰弱
6.7％

ても地域で取り組む必要があります。

認知症
骨折・転倒
10.2％

20.4％

引用：厚生労働省 平成 28 年国民生活基礎調査の概況

介護が必要となった主な原因

要介護度
第１位
総数
認知症
要 支 援 者 関節疾患
要 支 援 １ 関節疾患
要 支 援 ２ 骨折・転倒
要介護者 認知症
要介護１ 認知症
要介護２ 認知症
要介護３ 認知症
要介護４ 認知症
要介護５ 脳血管疾患

18.0%
17.2%
20.0%
18.4%
24.8%
24.8%
22.8%
30.3%
25.4%
30.8%

第２位
脳血管疾患
高齢による衰弱
高齢による衰弱
関節疾患
脳血管疾患
高齢による衰弱
脳血管疾患
脳血管疾患
脳血管疾患
認知症

16.6%
16.2%
18.4%
14.7%
18.4%
13.6%
17.9%
19.8%
23.1%
20.4%

第３位
高齢による衰弱
骨折・転倒
脳血管疾患
脳血管疾患
高齢による衰弱
脳血管疾患
高齢による衰弱
高齢による衰弱
骨折・転倒
骨折・転倒

13.3%
15.2%
11.5%
14.6%
12.1%
11.9%
13.3%
12.8%
12.0%
10.2%

引用：厚生労働省 平成 28 年国民生活基礎調査の概況
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〇 脳卒中ケアユニット（ＳＣＵ）の設置
当院は、地域の基幹病院として春日井市を中心に近隣の市町村や岐阜県東濃地域などの広範囲にわ
たる消防機関からの救急搬送や一次又は二次救急医療機関からの緊急的な転院搬送などに対応して
おり、年間約 10,000 件の救急搬送、約 30,000 人の救急外来受診者数となっています。これは愛知県
内でもトップクラスの実績であり、日々多くの「脳梗塞」
「脳出血」
「くも膜下出血」の脳卒中患者の
治療を担っています。
当院の脳卒中治療は、脳神経内科と脳神経外科それぞれが高い専門性をもって疾患、病態に対応し
ていることが特徴です。脳神経内科は、急性期脳梗塞患者に血管に詰まった血栓を溶かす rt-PA 静注
療法を年間約 100 例と全国でもトップクラスの実績を誇り、良好な治療成績を得ています。また、脳
神経外科は脳出血の治療のみならず、脳梗塞の治療には詰まった血栓を取り除く血栓回収療法、くも
膜下出血の治療には、動脈瘤の形状や発生場所に応じてクリッピング術と血管内治療のどちらもでき
る高度な医療体制を提供しています。
これらの高度な治療に加え、入院した脳卒中患者に対し、看護やリハビリテーションをより効率的、
効果的に集約した医療を提供するために、令和元年９月に愛知県では３施設目となる脳卒中ケアユニ
ット（ＳＣＵ：Stroke Care Unit）６床を開設しました。脳神経内科医又は脳神経外科医が 24 時間
院内に常駐する体制をとり、一般病棟の患者７人に対し看護師１人の看護体制から患者３人に対し看
護師 1 人の看護体制とし、より濃厚なケアを提供します。また、リハビリテーションは専任の理学療
法士や作業療法士に加えて、食事や水分を飲み込む機能を専門とする言語聴覚士もより早期から治療
に携わります。
ＳＣＵではこれらの医療体制に加え、患者さんの病状をより早く、より総合的に把握するために医
師、看護師、リハビリテーションスタッフ等が参加する検討会を毎日行い、チームとしてさまざまな
意見を検討し、より良い治療方針を導き出すべく多くの議論を重ねます。
また、死亡率の減少、在院期間の短縮、自宅退院率の増加、日常生活能力と生活の質の改善を目標
とした当院ＳＣＵの取り組みは、日本脳卒中学会にも評価を頂き、一次脳卒中センター（ＰＳＣ：
Primary Stroke Care）として認定を受けることができました。
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〇 急性期脳梗塞に対する血栓回収療法
症状の重い脳梗塞では、脳に血液を送る血管に様々な原因で血液の塊（血栓）が詰まり、脳に必要
な酸素や影響が送られなくなります。発病後、数時間で脳の細胞は急速に失われていき、脳の細胞が
死んだ後では、治療によって血栓が取り除かれ、脳への血液の流れが回復しても脳の機能は元に戻る
ことはありません。
現在最も多く行われている標準的治療は、発病早期（発症後 4.5 時間以内）に血栓を溶かす薬（rtPA）を点滴することです。しかし、血栓の中には大きかったり固かったりして薬では溶かしきれない
ものも少なくありません。
そして近年、血管の中にカテーテルという細い管を進めて、血栓を直接取り除く優れたカテーテル
の開発が進み、より高率に血栓を取り除くことが可能になっています。当院の脳神経外科ではこの治
療法を早くから取り入れ、脳梗塞患者の予後を改善するべく取り組んできました。年間 20～25 例ほ
どの治療を行い、過去には得られなかった信じられないほどの回復が得られた患者がいる一方、血栓
を取り除いても、すでに広い範囲に脳の損傷が及んでいる患者では、期待した効果が得られない場合
があります。
脳梗塞患者の脳の損傷が広がる前に一刻も早く病院に来ていただき、早急に治療を開始する必要性
を広く知っていただくべく「time is money＝時は金なり」にかけて「time is brain＝時は脳なり」
という標語が作成され、世界中で啓蒙されています。
病院に行こうか、救急車を呼ぼうか迷っている時間
を無駄にせず、迷わず救急車を呼んで春日井市民病
院をご紹介ください。
当院では、脳梗塞を診療する脳神経内科医が血栓
回収療法の治療の必要性についてスムーズに脳神経
外科医に相談し、治療が必要と判断されれば、看護
師、診療放射線技師、臨床工学技士等と協力し、よ
り迅速に治療を受けられる体制作りに努めています。
今後も患者のさらなる予後改善を目指して病院内で
も「Time is Brain」の取り組みを進めてまいります。

〇 脳卒中に地域で取り組む
脳卒中の発症の原因は性別や年齢によって異なり、多くは動脈硬化による血管の閉塞や破綻であり、
脳の血管の異常や奇形に伴うものもありますが、主な原因は、高血圧、糖尿病、脂質異常症、不整脈、
喫煙、飲酒などのため、これまで同様かかりつけ医の先生方には、生活指導などを含めたプライマリ・
ケアに集中していただき、脳卒中発症時には、当院が急性期治療を担わせていただきます。
そして、急性期治療後は、脳卒中患者が日常生活に戻れるように回復期リハビリテーション病院や
施設などと、各々の特性を活かし、これまで以上に地域で脳卒中患者に対応していきたいと考えてお
りますので、引き続きご支援いただきますようお願いいたします。
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看護師の特定行為研修

看護副局長

根岸

かほり

超高齢社会に突入している日本では、今後、ますます医療に関わるニーズが多様化していきます。
こうした変化に対応し今後の医療を支えるために、国は様々な制度改革を進めてきました。その改革
の 1 つとして、
「看護師の裁量権拡大」のための取り組みが挙げられます。その実現をめざして、平
成 27 年 10 月から「特定行為に係る看護師の研修制度」がスタートしました。

〇 ２名が特定行為研修に参加！
特定行為とは「診療の補助業務」です。高度で専
門的な知識・技術が必要とされる 38 の行為が「特
定行為」として定められ、それぞれが 21 の分野に
区分分けされました。特定行為研修はこの区分ごと
に必要とされる能力を身につけるための研修と、全
ての特定行為区分に共通して必要とされる能力を
身につける共通科目でカリキュラムが組まれ、研修
を修了した看護師は、医師の指示書である「手順書」
に従って特定行為を実施できるようになります。患
者さんにとって必要な特定行為が、より迅速に届け
られるようになります。
当院では、今年度２名の認定看護師がこの研修に
参加しています。２名が選択した特定行為分野は、
「創傷管理関連」「精神および神経症状に係る薬剤
関連」「栄養及び水分管理に係る薬剤投与関連」で
す。今後、在宅医療の現場でも活躍が期待される分
野ですので、地域と協働し地域包括ケア推進の一翼
を担うことを目指しています。また、当院も「特定
行為研修実習協力病院」として実習指導体制を整え、
支援を行っています。研修が修了次第、地域の皆様方
にもご紹介させていただきたいと思っております。

【共通科目】

全ての特定行為区分に共通して必要と
される能力を身につけるための研修
（合計：315 時間）

【科目の内容】

臨床病態生理学、臨床推論、臨床薬理学、
医療安全学、疾病・臨床病態概論、
フィジカルアセスメント

【区分別科目】

特定行為区分ごとに必要とされる能力
を身につけるための研修
（合計：15～72 時間）
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リハビリテーションスタッフの病棟配置
平成 26 年診療報酬改定において急性期病棟にリハビリテーションスタッフ
を配置した場合に評価される「ADL 維持向上等体制加算」が新設されました。
従来のリハビリテーションは、医師の処方を受けて介入を開始していました
が、当加算の対象病棟に配置されたリハビリテーションスタッフは入院患者の
廃用症候群が進行する前に早期から介入することができます。これにより、ADL
の低下を予防し、在院日数の短縮や在宅復帰率の向上に貢献することができま
す。

理学療法士
高木 清仁

当院では令和元年５月から消化器内科を主にケアしている東病棟７階にリハビリテーションスタ
ッフの病棟配置体制を整え始め、８月から本格的に運用を開始しています。配置体制は、専従の作業
療法士又は理学療法士のどちらか１名が１日のうち６時間以上病棟でリハビリテーションを実施す
るとともに、退院支援及び各種カンファレンスにも参加します。そして、全ての入院患者に対して入
院時に ADL 評価を行い、機能的予後予測を医師に情報提供します。これにより、リハビリテーション
を必要とする患者のリハビリテーション処方の遅れがなくなります。また、情報を共有することによ
って、病棟スタッフ全員で ADL 維持・向上のために協働してケアを計画することができ、施設基準を
算定する上でも次のようにアウトカム評価が求められています。

施設基準に求められるアウトカム評価

※届出病棟の評価

✔

直近１年間の退院患者のうち、退院時に ADL が低下した者の割合が３％未満（死亡を除く）

✔

届出病棟において、院内発生の褥瘡患者の割合が 2.5％未満

〇 病棟リハビリテーションスタッフ配置の効果
専従者の病棟配置により、必要な患者に必要な量のリハビリテーションを最適なタイミングで提供
できます。また、看護師との連携がとりやすくなることで、ADL の目標を共有することができます。
それにより、患者に適したリハビリテーションが提供でき、看護師の知りたい情報をリハビリ時に評
価・測定してすぐに提供できるようになりました。さらに、他職種と顔を合わせてコミュニケーショ
ンをとる機会が増えるため、患者の治療方針の確認やリハビリの進捗状況を共有し、退院支援の相談
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がオンタイムに実施できるようになりました。また、患者・家族との関わりが密になり、ADL の状況
や退院後に必要な支援についての情報収集も可能となり、迅速な退院支援が可能となっています。
理学療法士の病棟配置により、入院患者の ADL の早期回復及び在院日数の短縮につながったとする
報告があり、当院においても病棟配置開始から準備期間を含めた５か月で平均在院日数がわずかに短
縮しました。現在、様々なアウトカムの評価を実施し、効果を検証しています。今後、さらに質の高
い医療の提供につなげるために、また
他職種からもリハビリテーションの

対象病棟における５か月間（５月～９月）の比較

専門性について、その価値を感じてい
ただけるように、他の病棟でも病棟配
置を実施する予定です。
この取り組み
を通して地域連携の強化にも努めて

2018年

2019年

470

523

12.79

12.07

患者数（人）
平均在院日数（日）

まいります。

病棟専従リハビリテーションスタッフに求められる役割と業務
☞

定期的な ADL 評価
▶

入院時や退院計画を作成する前後での ADL 評価

▶ 病棟 ADL・活動量の定期的な評価と他職種共有
▶
☞

廃用症候群や褥瘡の恐れのある患者の早期発見と主治医への報告

ADL 維持・向上等を目的とした指導
▶

集団的な取り組みの実施

▶ 多職種と共同した入院患者の病棟活動量の向上に向けた取り組み
☞

安全管理
▶

病棟生活における「している ADL」や転倒転落のリスク等を他職種や患者家族と共有

▶ 病棟内の移動や日常的な動作等を安全に行える環境整備
☞

患者・家族への情報共有
▶

患者がどの程度動くことができるかを伝え、退院後の生活に
ついてアドバイス等をすることによって、患者・家族の不安を軽減

☞

カンファレンスの開催
▶ 主治医との日常的な情報共有
▶ 日常的な他職種との情報共有、協働

☞

早期退院支援
▶

退院調整看護師や MSW に対して、退院後のリハビリテーション提供の
必要性に関する情報提供

▶ 在宅の理学療法士・作業療法士等に対する情報提供
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過多月経を切らずに治す
月経血の正常範囲内の出血量 20～140mＬを超えて出血量が多くなる状態を
過多月経といいます。症状はナプキンが１時間も持たないことやレバーのよう
な塊が出ることがあります。また、過多月経の状態が続くと貧血になり、息切
れ、動機、疲れやすさなどの症状が出ます。原因には、子宮筋腫や子宮腺筋症、
子宮内膜ポリープなどの病気がある器質的異常と病気の無い機能的異常があ
ります。

〇 マイクロ波子宮内膜アブレーション（MEA）

産婦人科部長
伊藤 充彰

過多月経の治療には、ホルモン剤などを使用する薬物療法や手術療法などがあります。最も確実な
治療法は、お腹を切る子宮全摘術ですが入院期間は１～２週間ほど必要となります。これに対し、お
腹を切らない治療法としてマイクロ波子宮内膜アブレーション（ＭＥＡ）という選択肢があります。
ＭＥＡは、子宮を摘出することなく短時間で終了し体の負担も少なく、平成 24 年から保険適応とな
り、尾張地区で実施しているのは当院だけです。ＭＥＡの手術は、腟からアプリケータと呼ばれる直
径４㎜の金属管を挿入し、先端から電子レンジなどで使用されているマイクロ波を照射し、子宮内膜
細胞を死滅させます。手術は、脊椎麻酔で実施し、治療時間
は数十分ほどです。手術を受けた方の多くは、月経が軽くな
ったと実感され、中には月経がなくなる方もいます。当院で
は手術当日に入院し、翌日に退院する１泊２日で治療を実施
しています。退院後はすぐに日常生活に戻れますが、数日間
軽い腹痛がしたり、出血や水っぽいおりものが１か月ほど持
続したりします。なおＭＥＡで十分な効果が発揮できず、他
の選択肢をとらなくてはならないこともあります。

こんな患者さんは適応外です
✗

妊娠を希望される場合

✗

子宮筋腫・子宮筋腺症による拡大・変形を伴い、子宮卵管角部・子宮底
部の子宮内膜にマイクロ波アプリケータが容易に到達できない場合

✗

異型のない子宮内膜増殖症の場合

✗ 子宮内膜がんの場合
✗

10mm 以下の場合
子宮壁の厚みが 10mm
以下の場合

閉経までの数年間、手術を回避したいために過多月経を我慢している女性は少なくありません。そ
のような方へマイクロ波子宮内膜アブレーションは新しい選択肢の一つとして挙げられますので、困
のような方へマイクロ波子宮内膜アブレーションは新しい選択肢の一つとして挙げられますので、困
っている患者さんが見えましたら産婦人科に一度ご紹介ください。

医療連携室
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TEL 0568-83-9924

FAX 0568-82-9345

ホームページ

https://www.hospital.kasugai.aichi.jp

Tri-net かすがい

https://www.hospital.kasugai.aichi.jp/iryokankeisha/renkei/tri_net.html
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