
呼吸不全(誤嚥性肺炎272） 320

循環不全(心不全83） 196

感染症(尿路感染症39） 86

腎尿路障害(脱水症34） 64

消化管障害(イレウス41） 51

脳神経障害(脳梗塞24） 50

癌(大腸癌8） 25

その他（貧血24） 75

　一般病棟で急性期治療を行い、回復が遅れる患者を
地域包括ケア病棟で治療を継続し、351人患者(46%）
が、地域包括ケア病棟から退院していきますので、患
者さんにとって合理的かつ理想的な対応ができていま
す。
　厚生労働省予想図のように、高齢者人口が多い状況
はさらに20年以上続くものと思われます。ほたか病院
は、これからも様々な疾患を抱える高齢患者をケア
ミックスとして支援し、「美しく・健やかに・元気で
老いる」ことができるよう社会的役割を果たして行き
たいと思います。皆様のご理解とご支援を賜りますよ
うお願い申し上げます。

　高齢者は、年齢とともに様々な精神的身体的障害が

重なり、これは複合臓器障害として知られています。

医療行為が必要な場合には外来治療や病院入院が必要

となりますが、完全回復は難しく退院した後も施設や

居宅での在宅医療が必要となる場合もあります。ほた

か病院を中心とした医療法人は、このような患者さん

に対し、社会福祉法人、その他の支援施設も一体と

なったケアミックスとして多面的に支援してまいりま

した。

　厚生労働省は将来の医療行政の指針にするため院内

の病棟を、
(1)急性期の患者に対し、診療密度が特に高い医療を提供する

　「高度急性期病棟」

(2)急性期の患者に対し、状態の早期安定化に向けて医療を提

　 供する「急性期病棟」

(3)急性期を経過した患者への在宅復帰に向けた医療を提供す

   る「回復期病棟」

(4)長期にわたり療養が必要な患者や難病患者等を入院させる

   「慢性期病棟」

   の４つに分類し、各病棟の患者数報告を義務付けています。

(1)(2)が主体となる病院が急性期病院、(3)(4)が主体

となる病院が慢性期病院となり、総病床数199中144床

の療養病床を有する私たちの施設は慢性期病院になり

ます。昨年、平成29年度の入院患者数は769人、急性期

病院からの比較的病態が安定した患者の転院(ポストア

キュート)、介護施設や自宅から肺炎などの治療目的入

院(サブアキュート)は、それぞれ126人、643人でし

た。疾患分類では、表のごとく呼吸循環不全患者が多

く、なかでも誤嚥性肺炎が35%を占めます。

　昭和52年、ほたか会設立代表者、神戸照子氏により

「美しく・健やかに・元気で老いる」という基本理念

に基づいた病院設立趣意書が作成され、翌、昭和53年

6月13日、ほたか病院が開院しました。以来理想的な

高齢者医療を目指し地域に貢献してきたほたか病院も

今年40周年を迎えることとなりました。

　平成27年の総務省国税調査(図)では、日本の人口分

布はピラミッド型から樽型、逆ピラミッド型へと高齢

者分布が多くなり、2025年以降には65歳以上の人口が

32%を超えると予想されます。

ほたか病院

創設40周年を迎えて

ほたか病院 院長 國元 文生



ほたか病院 名誉院長
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現代は少子高齢社会です。百歳まで長生きできる時代です。60歳以上の高齢者糖尿病も増加してい

ます。糖尿病を放置し、最後には腎臓を悪くして、透析療法に入る人の平均年齢は66歳と言われてい

ます。

１）糖尿病治療の基本

糖尿病は血糖値が高くなる病気です。高血糖にならないためには、食べ過ぎないこと（腹八分）と

適度な運動をすること（歩け歩け一日15分～30分）です。あなたのオナカは前に出ていませんか?男

性85ｃｍ、女性90ｃｍ以上の復囲（オヘソの高さ）があると、上半身肥満と言います。太ると、すい

臓から分泌されるインスリン（血糖低下する働きがある）が出ても、血糖が下がらなくなります（イ

ンスリン抵抗性）。糖尿病はこのようにして成立するのです。

２）糖尿病の薬物療法

太りすぎると、血圧が高くなったり、コレステロールも異常となり、やがて高血糖になります。昔

の糖尿病患者さんは、のどがかわき、だるくなり、体重が減少し、やがて昏睡状態になりました。薬

も数少なく、血糖コントロールの十分できませんでした。現在は飲み薬（糖尿病経口剤）も多数揃っ

てきました。また、インスリン注射薬もよく効くようになりました。高血糖が続くと、手足のしびれ

や痛み（神経障害）、視力低下（網膜症）、そして腎不全になります。また、心筋梗塞や脳梗塞、閉

塞性動脈硬化症などを発症します。高血圧やコレステロールにも注意してください。

３）まとめ

糖尿病は血糖コントロールを守っていれば、決して恐ろしい病気ではありません。若い人は太らな

いこと。60歳までに合併症を作らないこと。60歳前後で糖尿病と言われた人は、長生きできますよ。

【口腔ケアの取り組み】

小林 功
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ほたか病院 医師

2017年の６月よりほたか病院に勤務させていただき、約１年半が経ちます。

今回このような紙面の依頼を頂き、大変光栄に思っています。

私は普段は高崎の日高病院(１０月からは原町赤十字病院)という急性期病院で勤務しており、

現在医師４年目です。

ほたかのような慢性期病院に勤務して率直に感じたのは、今後の日本ではこのような病院の需

要が増えるだろうなということです。

私自身、急性期で診療をしていて慢性期に転院を依頼することが少なくありません。

その意味で週に１度の慢性期での勤務は大変勉強になっています。

急性期と慢性期は役割が違うので、診療や手技レベルに差があるのは当然のことだと私は思っ

ています。急性期がメジャーで、慢性期がマイナーのようなことを暗に感じている人もいるか

もしれませんが、そのような考え方はナンセンスだと私は思っています。

急性期だから何でも出来るわけではないし、慢性期にも出来ることは沢山あります。

大切なのはその連携をいかにスムーズに行って、患者さんの利益に繋げてるかということなの

だと思います。そして１番大切なことは、急性期や慢性期に関係ないということです。

「患者さんや家族の声に耳を傾けているか?」

「スタッフや周りの人への配慮は欠けていないか?」

「自分の役割を責任持って果たしているか?」

私はそれを日々考えているつもりです。

いくら医療機器が発達しても、医療は最後は人対人です。

なので、どんな職種であっても誠実な態度・姿勢は不可欠と考えています。

ありがたいことに、院長先生を初め看護師・介護士・技師など医療スタッフだけでなく、事

務・清掃の方まで本当に良くして下さっています。

もちろん私自身も勉強中の身ですが、今後も教えられる所は出来るだけ伝えていきたいと考え

ています。

皆さんは医師に少し遠慮がちかもしれませんが、私は病院を出入りするどんな方でも気軽にお

声掛け頂いて構いません。もちろん医療に関係ないことでも大歓迎です。

先日は病棟の介護士に紹介されて、この沼田で、趣味のテニスの大会にも参加させてもらいま

した。応援に来て下さった方もいて、とてもよい経験になりました。

今後もそのように、患者さんだけでなく、スタッフにも身近に感じてもらえるような医師に成

長したいと考えています。

益田 敬明



事務部長 青木 規子

総務課係長 安中 貴邦

ほたか病院は、４０年にわたり地域の求めに応じた医療・看護・介護

を提供し続け、慢性期病院として地域の高齢者を幅広く支えてまいり

ました。

昨年より、川場村の生活支援体制整備協議体への参加、ヘルスアップ

教室やスポーツクラブでの健康指導、イベント・行事等を通じて地域

の方々との交流を進めております。

去る、７月２２日の川場祭りでは、ほたか病院、川場春光園、ヴィ

ラージュ尾瀬よりメイン会場の中央公園で水分配りとして参加させて

頂き、神輿行進や多数の演奏や踊りで盛り上がる熱気の中で、川場村

の活気を強く感じることができました。

今後ますます高齢化が進む中で、地域関係機関との連携を強化し、安

心してご利用頂ける病院を目指していきたいと思います。

９月２日(日)「第１０回ほたか病院・武尊荘感謝祭」

が開催されました。

天気にも恵まれ、昨年を上回る来場者数でとても賑わ

いました。

また、利根商業高校吹奏楽部による演奏、ハナ・フラ

メンコスタジオによるフラメンコで一層祭りを盛り上

げていただきました。



＜平成30年5月8日より口腔ケアを開始＞ ＜平成30年5月15日撮影＞

・口唇が乾燥し、痂皮化していました。 ・口唇に保湿剤を塗布し、乾燥を予防しました。
・上顎は総入れ歯を使用していますが、食物残渣が多 ・残存歯を歯ブラシと歯間ブラシを使用し、清掃しま
　く付着していました。 　した。
・下顎の残存歯や口腔粘膜にも食物残渣が多く付着し、 ・義歯用歯磨き粉を使用し、義歯を清掃しました。
　かなり口臭がありました。 ・食後は義歯もかなり汚れている為、各病棟スタッフ

　と連携し、義歯の管理と口腔ケアを行っています。

　当院では入院時に歯科衛生士による口腔内の評価を行い、サービスの一環として「専門的な口腔

ケア」を必要とする患者様の、歯磨き、歯石除去、舌の清掃、入れ歯の手入れを行い、歯周病や誤

嚥性肺炎などの予防に努めています。

【口腔ケアの取り組み】

平成30年度上半期統計

ほたか病院 歯科衛生士

茂木 めぐみ



外来診療科ご案内

(外来受付時間)

(月～金) 9：00～12：00

13：00～17：00

(土) 9：00～12：00

(診療科)

内科 月曜～土曜

糖尿病内分泌科 水曜午前

泌尿器科 金曜、火曜隔週

皮膚科 金曜(不定期)

精神科 木曜

・一部予約診療を行っております。

・外来リハビリは予約制となっております。

・午後の内科外来は予約ならびに緊急時のみの

診療となります。

・人間ドックは月～金まで実施しています。

一般病棟 55床

(一 般 病 床 23床）

(地域包括ケア病床 32床)

療養病床 144床

合計 199床

医療法人社団 ほたか会

ほたか病院 地域連携室

〒378-0113

群馬県利根郡川場村生品1861

地域連携室直通 TEL 0278-52-3708

FAX 0278-52-2238

お問い合わせ時間

(月～金)8：30～17：30

(土) 8：30～12：30

【診療指定】

保険医療機関

療養取扱指定機関

労災保険指定医療機関

結核予防法指定医療機関

生活保護法指定医療機関

指定自立支援医療機関

(更生医療・人工透析)

第二次救急病院

救急医療告示病院

病院群輪番制病院

特定健診機関

特定保健指導機関

生活習慣病予防健診機関

難病医療費助成指定医療機関

【入院基本料に関する施設基準届出事項】

急性期一般入院料４

療養病棟入院基本料１

診療録管理体制加算２

療養環境加算

療養病棟療養環境加算１

感染防止対策加算２

患者サポート体制充実加算

後発医薬品使用体制加算1

データ提出加算2

地域包括ケア入院医療管理料1

【特掲診療料に関する施設基準届出事項】

医療機器安全管理料1

在宅時医学総合管理料・施設入居時等医学総合管理料

在宅療養支援病院

検体検査管理加算(Ⅰ)(Ⅱ）

CT撮影及びMRI撮影

検査・画像情報提供加算及び電子的診療情報評価料

脳血管疾患等リハビリテーション料(Ⅰ)

運動器リハビリテーション料(Ⅰ)

呼吸器リハビリテーション料(Ⅰ)

透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算

下肢末梢動脈疾患指導管理加算

ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術

胃瘻造設術

胃瘻造設時嚥下機能評価加算

薬剤管理指導料

人工腎臓

導入期加算Ⅰ

病床数

施設基準
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