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３月25日移転オープン

新・川崎クリニック、宍戸院長に聞く
時代は在宅医療の強化・充実に向かう

石心会の在宅医療を担う 在宅事業部の活動

３月25日移転オープン
新・川崎クリニックの未来
宍戸院長に聞く

時代は在宅医療の強化・充実に向かう

石心会の在宅医療を担う
在宅事業部の活動

̶̶ これから新たに展開する川崎クリニックの基礎は

方の支援が必要な人

石心会在宅事業部は６つの事業所で構成。さいわ

には10人の

何でしょう。

が多くなっています。

い訪問看護ステーション、さいわい訪問看護ステー

看護師が116

宍戸寛治院長 もっとも基本とするものは、患者さん

そのため管理栄養

ション夢見ヶ崎、さいわいヘルパーステーション、新

人の利用者

のために安全で高度な透析治療を提供することです。

士、医療相談員、送

川崎日進町ビル6、
7、
8階

川崎居宅介護支援事業所、福祉用具レンタルさいわ

を、さいわい訪問看護ステーション夢見ヶ崎では６人

今、いちばんすぐれた治療法は透析液の清浄化とそ

迎ドライバーなどをさらに充実させていきたいと思い

い、かしまだ地域包括支援センターです。さいわい訪

の看護師が84人の利用者を訪問看護しています。

ます。

問看護ステーション夢見ヶ崎が幸区南加瀬3-1-3金田

さいわいヘルパーステーションでは介護福祉士が３

ビル１階に事務所があり、その他は幸区新塚越201ル

人、登録ヘルパーが16人で、利用者は83人。 要介護

治療を受けています。また、CAPD（持続的携行式腹

宍戸院長の夢と希望

リエ新川崎６階に集中しています。 それぞれの事業

認定を受けた方が対象者になる新川崎居宅介護支援

膜透析）
の患者さんが40数人います。

̶̶院長の透析治療に関するお考えは。

所は独立採算で運営されています。

事業所にはケアマネジャーが５人で、 利用者は175

̶̶ 広いスペースが確保さ

宍戸

在宅事業部各責任者、
前列左端は清崎所長

ろ か

れを用いたオンラインHDF（血液濾過透析）
です。 当
院の透析患者さんの４割にあたる120人の方がこの

在宅事業部は1993年に神奈川県第１号のさいわい

人くらい。福祉用具レンタルさいわいは川崎市・横浜

れていますが。

心血管病です。その予防、診断、治療を的確に実施す

訪問看護ステーション開設を皮切りに次々と事業所を

市エリアをカバーし、福祉用具専門相談員が４人い

宍戸

ることが大切です。 特に糖尿病の場合は早期からの

オープンしてきました。 それは社会医療法人財団

ます。 要介護認定を受けた方やそれ以外の高齢者が

介入が重要です。

石心会の「地域に密着した医療」
という理念を実現し

対象者のかしまだ地域包括支援センターは川崎市の

ていく過程としては当然の歩みでもありました。

委託をうけて運営するため、看護師・主任ケアマネ

105床であったもの

を６床増やし111床にしまし

糖尿病の合併症は動脈硬化による血管の病気と

た。 広いスペースにしたの
は、近い将来の透析患者さ

いってもいいでしょう。それを阻止するため、早期か

んが増加することを配慮し

ら介入していくことが今後の当院の考え方になります。

支援 ②在宅医療・看護・福祉のトータルなサービスを

慢性腎臓病の患者さんは１千万人くらいといわれ

提供 ③高い専門性を持ったサービスを地域の医療機

ています。その中で心血管病で亡くなる方のほうが多

関や福祉施設と連携しながら切れ目なく提供 ④これ

川崎市南部の腎臓病患者さんの状況

いかもしれません。糖尿病も全く同じ傾向です。当院

らを通じて安心して住むことができる地域づくりに貢

「2000年に介護保険がスタートしました。当初と比べ

̶̶ 川崎市の糖尿病、腎臓病の患者さんの状況はい

には腎臓の医師が10人います。 川崎区でこれほど腎

献、の４項目を理念として活動しています。

てサービスは確かに充実してきました」と話してくれた

かがですか。

臓の医師が揃っているところはないと思います。

宍戸院長

たからです。150床まで増床できるようにしました。

宍戸

特に南部はいい状態とはいえません。 患者さ

私の夢は、この地域に腎臓病総合医療センターを

在宅事業部は、①安心で安全な在宅療養・介護を

石心会在宅事業部の利用者

ジャー・社会福祉士がいてエリア内の住民の皆さん
を支援しています。

高齢・多死時代の在宅医療を模索

のは清崎由美子所長。
当初、老人看護ステーション事業から始まったため、

んには治療が必要なのに、無治療の方がかなりいま

つくることです。

す。 動脈硬化性疾患が重症化している患者さんが非

̶̶具体的にはどのようなものでしょう。

が増えていきますが、川崎市も例外ではありません。

常に多いと思います。この地域は、高齢で独居の人

宍戸

外来で、まず腎臓内科の設置です。 その中に

市の北部から南部にくるほど高齢化率（75歳以上の人

今では早期退院が積極的になされるため、人工呼

が多く、介護や福祉の問題がたくさん出てきます。食

CAPDの外来も含みます。そして心血管病の予防・診

口が全人口に占める割合）が高くなっています。その

吸器や腹膜透析など、在宅で医療行為ができるように

事も自分でつくれず、腎臓の食事療法などヘルパーの

断・治療として腎臓の周辺も診療科目にしたいのです。

南部には、居独や老老世帯の高齢者の方々がたくさ

なったものもあり、医療依存度が高くなっているそうで

糖尿病や循環器内科外来、さらには泌尿器や皮膚科

んいます。

す。ターミナルケアもかなり増え、利用者さんの重症
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透析患者さんの死亡原因でもっとも多いのは

日本は少子高齢化社会に突入し、ますます高齢者

これは国全体の問題でもあります。 2012年、政府
は内閣に社会保障制度改革国民会議を設置しました。

高齢者が対象でした。 平成７年から対象者の年齢は
関係なくなり、利用者さんは急に増えました。

度が高くなり、在宅看護も短期で終わることが増えて
います。まさに高齢・多死時代といえます。

当院には心血管病の早期診断という意味で検査機

今年８月までに医療・年金・介護・少子化対策の４つ

器が充実しています。検査だけを実施する機能も備え

の分野で社会保障制度のあり方を取りまとめます。こ

るのかということを考えていかなければなりません。

たいと思っています。開業医の先生にとって、精密な

れは今後の社会保障制度の基本となるでしょう。

これからもこの地域にふさわしい在宅サービスを実現

検査結果が得られますので、治療に役立てることがで

こうした中、川崎市で高い専門性を持って在宅医

きます。患者さんを紹介していただき、検査結果と診

療・看護・福祉のパイオニアとしてサービスを提供して

断を付けて患者さんをお戻しする形をとり、地域の腎

いるのが石心会在宅事業部です。それぞれ対象とす

臓病治療の向上を目指したいと思います。

る地域がありますが、さいわい訪問看護ステーション

清崎所長は、
「時代とこの地域に対応して何を整え

していきたいですね」と、多様になる在宅医療、看護、
介護に独自のスタイルをつくろうとしています。
※在宅事業部のホームページ
http://www.sekishinkai.or.jp/saiwai-zaitaku.html
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石心会NEWS
お申込み不要

川崎市以外にお住まいの方もご参加いただけます。

受付は15分前から行います。定員になり次第受付終了とさせていただく場合がございます。

3月
開催日

4
5

土・日・祝日開催、講師が登録医の場合には開始時間にご注意ください。
時間

日（月） 出 張 講 演
日（火） 出 張 講 演

蒲池 淳一

循環器内科医師
心臓病センター長/循環器内科部長/副院長

塚本 喜昭

臨床検査技師
検査科長

佐藤 政延

心臓血管外科医師
理事長補佐/心臓血管外科常駐顧問

笹栗 志朗
福井 苗乃

健康診断のデータを学ぼう

14：00〜14：45

加齢と循環器疾患

7

須藤 夕佳

14：45〜15：30

吸入薬の使い方 〜吸入薬の種類と正しい使用方法について〜

薬剤師
薬剤科

13：30〜14：30

トイレが近い、間に合わない 〜一人で悩んでいませんか?〜

中村クリニック泌尿器科
院長

中村 薫

肩こり・膝痛・腰痛にサヨナラ

理学療法士
リハビリテーション科長

手塚 純一

骨粗しょう症と脊椎圧迫骨折

整形外科医師
整形外科医長

石井 耕士

かしまだ地域包括支援センター
所長

深井 純子

日（金）

出張講演

11

日（月） 14：00〜14：45

14：00〜14：45

12

日（火）

14：45〜15：30

13

日（水）

出張講演

救急車を上手に使いましょう

外科医師
救急・総合診療部部長/外科副部長
看護師
救急外来科長
ふるしょうクリニック
院長

うつ病について 〜高齢者のうつについて〜
在宅歯科医が語る老後への備え 〜その３：認知症と診断されたら〜

14：00〜14：45

胸の痛みを感じたら・・・〜狭心症について〜

14：45〜15：30

高機能CTの性能について 〜320列CTのご紹介〜

14：00〜14：45

がんの放射線治療 〜肺がんについて〜

14：45〜15：30

触ってみよう 〜大動脈ステントグラフト〜

日（金）

25
26

日（火） 出 張 講 演

糖尿病治療の最前線 〜わかりやすい糖尿病のお話〜

14：00〜14：45

ここまで進んだ内視鏡 〜大腸ポリープについて〜

14：45〜15：30

健康診断のデータを学ぼう

14：00〜14：45

胸部単純写真について

日（木）

14：45〜15：30

29

日（金） 14：00〜14：45

10：30〜11：00

30

日（土） 11：00〜11：30

11：30〜12：00

TEL. 044-542-7007

丞

後藤 学
吉村 まり子

ミューザ川崎シンフォニーホール
4階 研修室1＋２＋3（81人）
京町3丁目緑側会主催
【出張講演】

とえば高度

して、
「高齢化に伴い、国民が今ま

医療を要す

ビューを受けました。

で以上に自身の健康や医療に関心

る大手術で

「すべての患者さんのために。
『断

をもつようになっています。疾病構

あれば、対

らない救急医療』で地域に貢献」の

造の変化、様々な職種が増え、医療

応できる病

タイトルで、
〝断らない救急医療〟の

の高度化と専門化がますます進ん

院一カ所に集めて手術室の効率を

実践、急性期機能の強化、全科で

でいくでしょう」と大局を見通しな

上げる。 機能分担と集積ですね 。

支える「救急・総合診療部」などを

がら、
「医者、看護師はその専門性

これ以外に今後の日本の医療は成

説明しました。

を目一杯活かして働いてもらう。た

り立てない」と明言していました。

ソリッドスクエア 西館1階
3番会議室
（60人）

川崎市産業振興会館 9階
第3研修室A・B室（99人）

川崎市産業振興会館 9階
第3研修室A・B室（99人）

（1月14日号）
週刊医療界レポート
『医療タイムス』
かわさき健康塾を紹介
「地域に信頼される病院を目指す

師は（川崎幸病院の）各センターで

かわさき健康塾の取り組み」と題し

先端医療を知悉した医療従事者が

ち しつ

た２頁にわたる詳細な記事で、着

講義に立つ。これは参加者にとって

想から内容の検討、運営の方法ま

は大きな魅力だ」としています。

鈴木 英哲

川崎市産業振興会館 9階
第3研修室A・B室
（99人）

で取材しています。しかも、佐藤政

この かわさき健康塾は、日々、市

延・臨床検査技師検査科長の「コレ

内のどこかで開催することを目標に

ステロールについて」や野田泰照・

しています。

放射線治療医師
放射線治療センター長/副院長

田中 良明
長谷 総一郎
伊藤 圭佑
沢

丞

消化器内科医師
消化器内科副部長

大前 芳男

臨床検査技師
検査科長

佐藤 政延

放射線診断医師
放射線診断科

高瀬 博康

消化器病外科医師
消化器病センター

中山 幹大

内科医師
内科部長/副院長

”年寄りの冷や水” 〜CKD(慢性腎臓病)のサプリメント〜

腎臓内科医師
腎臓内科部長

中島 豊

LDLコレステロールを下げる血液浄化療法

臨床工学技士
CE科透析室

上原 成人

CKD(慢性腎臓病)と長寿

腎臓内科医師
腎臓内科

松坂 貫太郎

講演決定！

川崎市産業振興会館 9階
第3研修室A・B室（99人）

将来の医療界についての見解と

ソリッドスクエア 西館1階
2番会議室
（63人）

糖尿病治療の最前線 〜わかりやすい糖尿病のお話〜

「かわさき健康塾」の 講演日程・内容のご相談には
町内会へ担当者がお伺いします。
講演日程と内容を
講演会場は町内会の集会場等、
ご相談させてください。ご希望に沿って調整します。

ソリッドスクエア 西館1階
3番会議室（60人）

インターネットの医師向けサイト
「専門医局」で石井理事長がインタ

古荘 竜

石田 和史

胆石症のはなし 〜意外と知らない？胆石症の知識〜

子育て支援センター
あいいく主催【出張講演】

馬島福祉会 恒春園主催

診療放射線技師
放射線科

内科医師
内科部長/副院長

アーベインビオ川崎
【出張講演】

酒井 千鶴子 【出張講演】

津田 泰任

町内会等からの出張講演も、
随時承ります。〜お気軽にお問い合わせください〜
お電話いただければ
出張講演を調整いたします。

沢

循環器内科後期研修医
心臓病センター

脳神経外科医師
脳血管センター

脳卒中について学びましょう！

日（水）

愛仁歯科医院
院長

放射線診断医師
放射線IVR科医長

日（月） 14：00〜14：45

27

皮膚・排泄ケア認定看護師
看護部

14：00〜14：45

日（木）

22

トイレの悩みを解決！〜自分らしい生活のための排泄ケア〜

14：45〜15：30
13：30〜14：30

内科医師
内科部長/副院長

糖尿病治療の最前線 〜わかりやすい糖尿病のお話〜
こんな時、
どうする？ 〜いざという時の対処方法〜

日（火）

21

おとなの充実生活 〜シニアライフを地域で豊かに〜

14：00〜14：45
日（木）

19

28

パパママも必見！
！〜もしもの時にあわてない子どもの手当て〜

救急救命士
EMT科

14：45〜15：30

日（木）

開催場所（定員）

管理栄養士による正しいダイエット講座
動悸を感じたら・・・〜不整脈について〜

日（水）

14

講 師
管理栄養士
栄養科

14：00〜14：45

6

8

講演テーマ

専門医局のスペシャルインタビューに
石井暎禧・川崎幸病院理事長・院長が

沢

丞

ソリッドスクエア 西館1階
3番会議室
（60人）

泌尿器科医師の「前立腺肥大症に
川崎市教育文化会館 5階
視聴覚室
（48人）
川崎市教育文化会館 5階
視聴覚室
（48人）
デル株式会社主催
【出張講演】
ミューザ川崎シンフォニーホール
4階 研修室1＋２＋3（81人）

川崎市産業振興会館 9階
第3研修室A・B室（99人）
川崎市教育文化会館 5階
視聴覚室
（48人）

対するレーザー治療」の２講座を

患者さんのために急性期医療、救

実際に参加して、内容や会場の反

急医療、在宅医療・介護などに取り

応についてもレポートしています。

組んでいますが、同時に地域の皆

同誌は、この取り組みについて参

さんに正しい医療情報を提供するこ

加者の皆さんの側から見ると、
「講

※【出張講演】は、主催団体の方たち限定に開催される講演
となります。※2講演目以降の参加をご希望の方は、開始時間
5分前を目安にお越しください。※ 講演テーマ、講師は予告
なく変更になる場合があります。
ご了承ください。

とも目指しています。

３月の〝出張かわさき健康塾〟は６か所
かわさき健康塾では、医療・介
護・福祉について正しい知識を

ソリッドスクエア 西館1階
3番会議室
（60人）

石心会グループ神奈川地区は、

皆さんでも結構です。 出張先を

ご質問などが

募集しています。

ありましたら、

知ってもらうこと、地元の皆さん

すでに３月は、６か所で実施

川崎幸病院の

が知りたいものを、
できるだけご

することが決まりました。４月に

高橋和敏まで

要望に沿うように、ご希望の会場

は、
すでに数か所からのご希望が

ご一報下さい。

に伺って出張塾も開催しています。 あり、現在調整中です。かわさき

直通電話は044-542-7007です。

町内会、企業、マンション、老

健康塾と併せてご参加ください。

なお、１月のかわさき健康塾

人クラブなど、どのような団体の

出張かわさき健康塾に関する

への参加者は延べ766人でした。

●かわさき健康塾についてのお問い合わせ先： TEL.044-542-7007 ●川崎幸病院ホームページ http://saiwaihp.jp/ からも、かわさき健康塾の情報がご覧いただけます。
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