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 年末のご挨拶 

事務長  栗原 章 

 謹啓 ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

平素より医療連携におきまして格別のお引き立てを賜り心

より御礼申し上げます。 

 さて、今年も早いもので年末のご挨拶をさせていただく

時期となりました。 

 1年を振り返ってみますと、やはり昨年に引き続き新型

コロナウイルス感染症の影響を受けたことがまず頭に浮か

びます。昨年から続く国・自治体からの行動制限要請、変

異株の発見、第５波による急激な感染者数の増加など様々

な困難に直面しましたが、その反面、コロナワクチンの 

開発・接種、第３波～５波を乗り越えての現在の感染者数

減少、感染リスク回避への意識向上など、収束に向けて 

一筋の光明が差しているのではと感じる所もございます。 

 当院におきましても、ワクチンの個別接種、発熱患者様

に対する外来診療、設備の充実による検査スピードの向上

など、自治体や地域の皆様から求められる医療機関として

微力ではありますが貢献できたのではと感じております。

今後も感染予防・対策に注力し、新型コロナウイルス感染

症が一刻も早く収束し、コロナ禍前の日常を取り戻せるこ

とを望むばかりです。 

 また、2021年の大きな出来事と言えば57年ぶりの東京

オリンピック・パラリンピックの開催がありました。昨年

から延期され、開催自体に賛否両論ありましたが、終わっ

てみれば日本選手の大活躍により、オリンピックでは歴代

最高の27個の金メダル、合計58個のメダルを獲得。暗い

話題が多かった中で、数多くの元気と感動を与えてもらい

ました。 

 話は変わりますが、当院の体制におきましては、6月で

PETおよびRIの稼動が終了、またコロナの影響による受入

制限により、連携医療機関の皆様にはご迷惑をお掛けし、

誠に申し訳ございませんでした。 

 常勤外科医師の配置、整形外科医師の増員充実により、

従来より中心となっておりました内科診療に加え、外科・

整形外科におきましても広い範囲での紹介をお受けできる

よう体制強化に努めて参ります。 

 来年も様々な困難が予想されますが、くすの木病院全職

員一丸となり、地域医療連携の発展に一役買うべく精進し

てまいる所存です。 

 来年も本年同様の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。 

 一年間大変お世話になりました。来る年の皆様のご健勝

とご多幸を祈念申し上げ、年末のご挨拶とさせていただき

ます。                     謹白 
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２ くすの木病院 連携だより  

認知症ケアチーム（DCT）のご紹介 

 当院では、令和2年4月に「認知症ケアチーム（以下DCT）」を発足致しました。立ち上げから現在ま

でに約750件介入いたしましたので、DCTの取り組みについてご紹介させていただきます。 

【メンバー】 

 医師：2名  （神経内科医は毎月第１木曜日のみ） 

 看護師：2名 （認知症看護認定看護師1名 認知症チーム会委員長1名） 

 社会福祉士：1名  薬剤師：1名  理学療法士：2名  管理栄養士：1名 

【DCTラウンド】 

 毎週水曜日に病棟から依頼のあった患者様を中心にウォーキングカンファレンス形式で巡回し、各病棟

スタッフと協働して認知症ケアを実践しています。また、今年10月からは毎月第１木曜日に神経内科医

による回診が始まったことで、より専門的な視点での取り組みを行っています。 

【DCTの活動】 

１．認知症の症状に対する環境調整、ケアの実践 

   認知機能の低下している患者様や認知症のリスクがある患者様を早期に確認しています。また、 

病棟看護師と共に多職種が連携して介入し、入院による不安や混乱を防ぎ安全な環境調整や認知症症

状の悪化を予防できるように対応しています。 

２．適切な薬剤調整と行動制限解除に向けた取り組み 

   適切な薬物療法の実施と、行動制限解除に向けた取り組みの提案などを行っています。また、行動

制限の実施基準や薬物の適性使用などの内容を盛り込んだ認知症ケアに関する手順書（マニュアル）

を作成して各部署に配布しています。 

３．認知症ケアに関する研修会 

   認知症に関わる職員を対象として、認知症ケアに関する研修会を実施します。現在は、主に認知症

チーム会のリンクナース及び所属長を対象とした研修会やナーシングスキル（標準的な看護手順を 

確認・習得するためのオンラインツール）を活用した全体研修を実施しています。 

 

くすの木病院DCTでは、認知症ケアの実践力の定着・向上を図り、認知症を有する患者様が安全に、 

そして安心して入院生活が送れるように取り組んでいます。 

 

                              認知症看護認定看護師 松本 敏子 
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「第16回 くすの木病院 看護の日」のご報告 

連携医療機関の先生方におかれましては、患者さんの御紹介等、平素より大変お世話になっております。

今回は新型コロナウイルス（Covid 19）感染対策に関連した話題をご提供できれば思います。 

2020年初旬に海外渡航歴のあるCovid 19患者が日本国内で初めて報告されて以降、感染拡大により大小

問わず全ての医療機関が多大な影響を受けてまいりました。ワクチン普及の効果か、直近の緊急事態宣言

解除後は県内の対応ベッドにも余裕のある状況が続いておりますが、英国等では感染者数が再び増大傾向

であり、本邦においても第6波への懸念が高まっている状況と思います。 

私が専門としている消化器肝臓内科は、上部下部消化管内視鏡検査・治療、内視鏡的逆行性胆道膵管造影

(ERCP)、interventional radiology (肝細胞癌に対する肝動脈化学塞栓療法や経皮的ラジオ波焼灼療法、 

胃静脈瘤に対するバルーン閉塞下逆行性経静脈的塞栓術、胆道疾患に対する経皮経肝胆道・胆嚢ドレナー

ジ、肝障害への肝生検等)といった処置を多く行う事が特徴です。患者さんと近距離で長時間の処置時間を

要する事が多く、また特に内視鏡はエアロゾル発生の高リスク検査であり、Covid 19に対する不安は患者

さんのみならず医療者においても常につきまとう状況が続いて参りました。 

当院におけるCovid 19検査は、外注でのPCRに始まり、院内でもPCRを行う事が可能となりましたが、

結果判明までに70分を要するため院内に出入りする全患者さんに対応する事は不可能であり、スクリー 

ニングとしては抗原検査を主とし、問診等よりこれはと思う患者さん、濃厚接触者、入院決定がなされた 

患者さんを中心としてPCR検査を行って参りました。しかしPCRに比し感度の劣る抗原検査のみで陰性と 

考え、その後の診療を行った患者さんも多数をおられ、若干の不安の残る日々が最近まで続いており 

ました。 

しかしこの10月より当院におきましても等温核酸増幅法(NEAR法)によるCovid 19検査が導入されまし

た。この検査は温度を上げ下げし拡散増幅する標準的検査法であるPCRよりも短時間で判定でき精度も同等

です。当院では検体採取後約20分で電子カルテ上に結果がアップされる状況となり、待ち時間、待つ場所

の確保、検査の精度等、様々な面において問題が解消されつつあります。これまでCovid 19への不安から

受診を躊躇する患者さんも散見されていました。当院におきましては上記のような最新の検査法による 

スクリーニング検査や動線確保等、安心安全な医療をご提供できるよう日々努めておりますので、今後も

当院との引き続きの連携の程をお願いできれば幸いです。 

消化器肝臓内科医長 髙草木 智史 

C O L U Ｍ Ｎ 

テーマ：「コロナに負けない！」～自分が元気になる方法～ 
  

 毎年10月第３金曜日を「くすの木病院 看護の日」とし、

健康に関するイベント等を開催しておりました。 

昨年から新型コロナウイルス感染防止対策のため、ポスター

掲示のみの開催とさせていただきました。 

 来年は新型コロナウイルス感染症が終息し、地域の皆様に

喜んでいただける「看護の日」が迎えられるように努力して

いきたいと思います。 
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外来担当医師週間予定表  

全診療科 予約制     予約なしで当日受診をご希望の場合は、お電話にてご確認ください。 ℡.070-2474-9691（地域医療連携室宛） 

【 受付時間 】 午前 ８：００ ～ １１：３０ （歯科 ８：３０～）     午後 1：３０～４：３０ （歯科 ２：００～） 

【 午 前 】 月 火 水 木 金 土（第1） 土（第3） 土（第5） 

内 科  

消化器  
（肝臓） 

高木 均 
消化器・一般 

高木 均 
消化器・一般 

  高木 均 
消化器・一般 

   

 高草木 智史 
消化器・一般 

小曽根 隆 
消化器・一般 

小曽根 隆 
消化器・一般 

 高草木 智史 
消化器・一般 

高草木 智史 
消化器・一般 

小曽根 隆 
消化器・一般 

 

    鈴木 秀行(隔週)
消化器・一般  

   

消化器  

丸橋 恭子 
消化器・一般 

  丸橋 恭子 
消化器・一般 

 横山 洋三    
消化器・一般 

丸橋 恭子 
消化器・一般 

木澤 和子 
消化器・一般 

横山 洋三    
消化器・一般 

横山 洋三    
消化器・一般 

 木澤 和子  
消化器・一般 

木澤 和子   
消化器・一般 

木澤 和子   
消化器・一般 

 横山 洋三    
消化器・一般 

腎臓   野口 俊治     

腎臓・一般 
     

循環器 
 深澤 利恵     

循環器・一般 
 深澤 利恵     

循環器・一般 
  深澤 利恵                 

循環器・一般  

        

糖尿病 

澁澤 良      
内分泌糖尿・一般 

 澁澤 良      
内分泌糖尿・一般 

  澁澤 良               
内分泌糖尿・一般   

 久永 悦子     

糖尿病 
 土岐 明子     

糖尿病 
 非常勤医師  

呼吸器    岩前 成紀 
呼吸器 

    

外 科 森島 巌 伏島 雄輔 森島 巌 込谷 淳一 
（第1・3） 

森島 巌    

乳腺・甲状腺外科 
飯野 佑一   

（※2） 
 飯野 佑一   

（※2） 
飯野 佑一   

（※2） 
中澤 祐子   
（ 第1 ・ 3 ・ 5 ） 

吉田 美穂  

整形外科 義江 健（※1） 

一般整形・手 
高嶺 周平 
一般整形・股関節 

笠原 進 
一般整形・膝 

義江 健（※1） 

一般整形・手 
江﨑 幸雄 
一般整形・リウマチ 

非常勤医師 （※3） 

泌尿器科     富澤 秀人  
(※4) 

非常勤医師  

歯科口腔外科 
中野 みゆき 
塩谷 智映子 

中野 みゆき 
塩谷（第２・４） 

中野 みゆき 
塩谷 智映子 

中野（第２・４） 
塩谷 智映子 

伊藤（臨時） 

中野 みゆき 
塩谷 智映子 
穐保（第1・3・5） 

中野 みゆき 
塩谷 智映子 
穐保 由衣 

【 午  後 】 月 火 水 木 金 土（第1） 土（第3） 土（第5） 

内 科        

      森田 公夫  
血液・一般 

鷲田 雄二    
消化器・一般 

 

土曜日 
午前中のみ診療 

 
 

第２･４土曜日 
終日休診   

栁澤 孝之  
神経内科 

金井 秀夫    
腎臓・一般 

栁澤 孝之  
（第2・4）神経内科 

  

  庭前 野菊  
（第２・４）循環器 

佐鳥 圭輔  
（第1・3）循環器 

 

血管外科    小泉 信達  

皮膚科     非常勤医師 

リウマチ科   江﨑 幸雄   

整形外科 海老原 吾郎  
一般整形・股関節 

  海老原 吾郎  
股関節 

 

歯科口腔外科 
中野 みゆき 

塩谷（※5） 
中野 みゆき 

塩谷（第２・４）（※5） 
中野 みゆき 

塩谷（※5） 

中野（第２・４） 
塩谷 智映子 

伊藤（臨時） 

中野 みゆき 
塩谷（※5） 

穐保（第1・3・5） 

矯正歯科     櫻井 洋（第１） 

202１年11月8日 現在    

公式facebook ホームページ 

・■は専門外来のため、一般外来受診後の予約となります。   
・第２・４土曜日は終日休診です。  
・第1・３・５土曜日は午前のみの診察です。  
 
（※1）  義江医師（整形外科）の外来は、予約外の場合、受付時間が午前11時までとなります。  
（※2）  飯野医師（乳腺・甲状腺外科）の外来の新患受付時間は午前11時までとなります。  
（※3）  整形外科（第３週土曜日）の受付時間は午前11時までとなります。  
（※4）  富澤医師（泌尿器科）の受付時間は午前11時までとなります。  
（※5）  塩谷医師（歯科）の受付時間は午後3時までとなります。  
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