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たなべ

■はじめに

　皆さんは、「地域包括ケアシステム」という言葉

をご存じでしょうか。今後も国民の超高齢化が進み、

働く世代の減少が加速します。増大し続ける医療費

の抑制や削減が必要であることから、医療提供体制

の見直しが、国の重要課題となっています。

　以前なら患者さんが、入院、手術、治療、リハビ

リ等を行い、退院するまで１つの病院で完結してい

た医療体制（病院完結型）から、患者さんの病期に

応じて転院をする、地域や在宅へ退院を推進する流

れに変化しています。

　国が目指していることは、国民が年齢を重ねて、

病気をしたり、障害を抱えたり、認知症になったと

しても、病院や介護サービス、生活支援を利用しな

がら、住み慣れた場所で、自分らしい生活を、安心

して続けられるようにすることです。そのための仕

組み（連携体制）が地域包括ケアシステムです。

　このような中、訪問看護は、地域と医療との連携

において重要な役割を担っています。

■当ステーションの訪問状況

　「訪問看護ステーションつるみ」は、大分県厚生

連鶴見病院に併設された訪問看護ステーションです。

今年で設立23年となり、現在は５名の訪問看護師

で活動しています。

　以下の図は当ステーションの７～８月の利用者状況

をグラフにしたものです

　当ステーションは母体が急性期病院ですので、退

院時は医療的な介入が必要な利用者が多い傾向にあ

ります。よって医療保険以外の利用者が62％を占

めています。（図1）全国平均によると介護保険75％、

医療保険25％（厚労省HPより）ですので、当ステー

ションでは医療保険利用者が全国平均より１割ほど

多くなっています。

　年代別割合を見ますとやはり70～80代が多く（図2）

今後も増えることが予測されます。認知症の利用者

も多く、在宅でいつまで支えられるか不安な方もい

らっしゃいます。後に説明をさせていただきますが、

後期高齢者の方々をいかに住み慣れた地域で安寧に

過ごしていただけるかがこれからも訪問看護ステー

ションの鍵となります。

　医療介入が必要な方が多い一方で、介護度の低い

利用者も多いことがわかります。（図3）

　社会的資源を利用するために介護認定を受ける必

要がある方が多く見られます。今後も介護度が比較

的軽度の方に訪問看護や訪問リハビリテーションな

どを利用するケースが増えて来ます。

■当病院の取り組み　

～先生、看護師さん、ありがとうございます～

　鶴見病院は急性期の病院ですので医療保険の利用

者が多くなります。鶴見病院の先生方は定期的にカ

ンファレンスを行い私たち看護師に患者さんの病状

なども説明してくれます。カンファレンスに参加す

ることで「家に帰っても大丈夫かな？」という方を

抽出するのが大きな目的ですが、時に先生自ら「訪

問看護入る？」とありがたいお言葉をいただくこと

があります。在宅に重きをおいてくださるのは大変

ありがたいです。

　当院の病棟看護師も、退院支援の重要性を理解し

ています。知識獲得のために学習会を開催し、訪問

看護師を交えてのカンファレンスを開催するなど退

院支援のスキルの向上に努めています。

　看護師は入院前、入院中、退院前と患者さんの病

状、生活状況や認知症状の有無など退院支援の必要

性を確認し、必要に応じて訪問看護へつないでくれ

ます。日常の忙しい業務の中にあっても退院される

患者さんのことを思い、協力してくださる病棟看護

師さんに感謝します。

■要介護・介護予防を考える

　介護予防は地域ケアシステムの要・土台となる要

素です。前述しましたが、今後も介護度の低い利用

者が増えて来ます。健康寿命（寝たきりなど健康上

の支障が無く日常生活を送れる期間のこと）はお達

者年齢とも言われますが、この期間が長ければ長い

ほどよいとされています。

　図４は別府市の平均寿命と健康寿命を比較したグ

ラフです。ちなみに男性の健康寿命は18市町村中

15位、女性は10位でした。さらに大分県の平均寿

命は男性が全国１位、女性が４位（大分県保健企画

課）です。平均寿命を長く過ごすためにも高齢者の

QOL（生活の質）向上は地域全体の課題であると

考えます。

■健康寿命を延ばすには

　健康寿命を延ばすためには心身ともに自立し健康

的に生活できる期間を延ばす必要があります。自立

度の低下や、寝たきり、つまり、要介護状態への移

行は健康寿命の大敵です。そしてその原因の第１位

は「運動器の障害」次いで「脳血管障害」「認知

症」の順となっています。（図５）

　これらは、寝不足、運動不足、喫煙、塩分の取り

過ぎ等、毎日の生活習慣と関係しています。つまり、

健康寿命を延ばすには「生活習慣の改善」「運動」

「食事」の３つが非常に重要です。ご自身の現在の

状態（運動機能・身体機能等）と向き合い、将来的

に介護状態にならないように意識して頂けると幸い

です。
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■終わりに　

　2025年まで後３年。2040年まで18年。少子高

齢化はさけて通れない問題となっており、訪問看護

ステーションの課題も山積みです。在宅医療を推進

する人材には、ニーズの多様化や医療・介護・福祉

に対応する知識が必要です。現在、訪問看護ステー

ション数は右肩上がりに増えています。今後も需要

は増え続け、訪問看護師が益々、必要とされます。

　近い将来、在宅中心の医療となる時の、大きな問

題として人材不足があります。2025年以降に必要

な訪問看護師数は15万人といわれています。しか

し、現在、約４万人であり全く足りていません。

　訪問看護は、利用者１人１人とじっくり向き合い、

考えることで自分も成長できる素晴らしい仕事です。

今後、たくさんの看護師さん方が訪問看護に興味を

持ち、共に働く仲間が増えることを大いに期待して

います。
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■はじめに

　皆さんは、「地域包括ケアシステム」という言葉

をご存じでしょうか。今後も国民の超高齢化が進み、

働く世代の減少が加速します。増大し続ける医療費

の抑制や削減が必要であることから、医療提供体制

の見直しが、国の重要課題となっています。

　以前なら患者さんが、入院、手術、治療、リハビ

リ等を行い、退院するまで１つの病院で完結してい

た医療体制（病院完結型）から、患者さんの病期に

応じて転院をする、地域や在宅へ退院を推進する流

れに変化しています。

　国が目指していることは、国民が年齢を重ねて、

病気をしたり、障害を抱えたり、認知症になったと

しても、病院や介護サービス、生活支援を利用しな

がら、住み慣れた場所で、自分らしい生活を、安心

して続けられるようにすることです。そのための仕

組み（連携体制）が地域包括ケアシステムです。

　このような中、訪問看護は、地域と医療との連携

において重要な役割を担っています。

■当ステーションの訪問状況

　「訪問看護ステーションつるみ」は、大分県厚生

連鶴見病院に併設された訪問看護ステーションです。

今年で設立23年となり、現在は５名の訪問看護師

で活動しています。

　以下の図は当ステーションの７～８月の利用者状況

をグラフにしたものです

　当ステーションは母体が急性期病院ですので、退

院時は医療的な介入が必要な利用者が多い傾向にあ

ります。よって医療保険以外の利用者が62％を占

めています。（図1）全国平均によると介護保険75％、

医療保険25％（厚労省HPより）ですので、当ステー

ションでは医療保険利用者が全国平均より１割ほど

多くなっています。

　年代別割合を見ますとやはり70～80代が多く（図2）

今後も増えることが予測されます。認知症の利用者

も多く、在宅でいつまで支えられるか不安な方もい

らっしゃいます。後に説明をさせていただきますが、

後期高齢者の方々をいかに住み慣れた地域で安寧に

過ごしていただけるかがこれからも訪問看護ステー

ションの鍵となります。

　医療介入が必要な方が多い一方で、介護度の低い

利用者も多いことがわかります。（図3）

　社会的資源を利用するために介護認定を受ける必

要がある方が多く見られます。今後も介護度が比較

的軽度の方に訪問看護や訪問リハビリテーションな

どを利用するケースが増えて来ます。

■当病院の取り組み　

～先生、看護師さん、ありがとうございます～

　鶴見病院は急性期の病院ですので医療保険の利用

者が多くなります。鶴見病院の先生方は定期的にカ

ンファレンスを行い私たち看護師に患者さんの病状

なども説明してくれます。カンファレンスに参加す

ることで「家に帰っても大丈夫かな？」という方を

抽出するのが大きな目的ですが、時に先生自ら「訪

問看護入る？」とありがたいお言葉をいただくこと

があります。在宅に重きをおいてくださるのは大変

ありがたいです。

　当院の病棟看護師も、退院支援の重要性を理解し

ています。知識獲得のために学習会を開催し、訪問

看護師を交えてのカンファレンスを開催するなど退

院支援のスキルの向上に努めています。

　看護師は入院前、入院中、退院前と患者さんの病

状、生活状況や認知症状の有無など退院支援の必要

性を確認し、必要に応じて訪問看護へつないでくれ

ます。日常の忙しい業務の中にあっても退院される

患者さんのことを思い、協力してくださる病棟看護

師さんに感謝します。

■要介護・介護予防を考える

　介護予防は地域ケアシステムの要・土台となる要

素です。前述しましたが、今後も介護度の低い利用

者が増えて来ます。健康寿命（寝たきりなど健康上

の支障が無く日常生活を送れる期間のこと）はお達

者年齢とも言われますが、この期間が長ければ長い

ほどよいとされています。

　図４は別府市の平均寿命と健康寿命を比較したグ

ラフです。ちなみに男性の健康寿命は18市町村中

15位、女性は10位でした。さらに大分県の平均寿

命は男性が全国１位、女性が４位（大分県保健企画

課）です。平均寿命を長く過ごすためにも高齢者の

QOL（生活の質）向上は地域全体の課題であると

考えます。

■健康寿命を延ばすには

　健康寿命を延ばすためには心身ともに自立し健康

的に生活できる期間を延ばす必要があります。自立

度の低下や、寝たきり、つまり、要介護状態への移

行は健康寿命の大敵です。そしてその原因の第１位

は「運動器の障害」次いで「脳血管障害」「認知

症」の順となっています。（図５）

　これらは、寝不足、運動不足、喫煙、塩分の取り

過ぎ等、毎日の生活習慣と関係しています。つまり、

健康寿命を延ばすには「生活習慣の改善」「運動」

「食事」の３つが非常に重要です。ご自身の現在の

状態（運動機能・身体機能等）と向き合い、将来的

に介護状態にならないように意識して頂けると幸い

です。

図４

別府市の健康寿命

大分県の年齢層別人口の推移

図Ⅰ）高齢者人口と高齢化率の推移（大分県）

（資料：大分県地域医療構想の概要）
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■終わりに　

　2025年まで後３年。2040年まで18年。少子高

齢化はさけて通れない問題となっており、訪問看護

ステーションの課題も山積みです。在宅医療を推進

する人材には、ニーズの多様化や医療・介護・福祉

に対応する知識が必要です。現在、訪問看護ステー

ション数は右肩上がりに増えています。今後も需要

は増え続け、訪問看護師が益々、必要とされます。

　近い将来、在宅中心の医療となる時の、大きな問

題として人材不足があります。2025年以降に必要

な訪問看護師数は15万人といわれています。しか

し、現在、約４万人であり全く足りていません。

　訪問看護は、利用者１人１人とじっくり向き合い、

考えることで自分も成長できる素晴らしい仕事です。

今後、たくさんの看護師さん方が訪問看護に興味を

持ち、共に働く仲間が増えることを大いに期待して

います。
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■はじめに

　皆さんは、「地域包括ケアシステム」という言葉

をご存じでしょうか。今後も国民の超高齢化が進み、

働く世代の減少が加速します。増大し続ける医療費

の抑制や削減が必要であることから、医療提供体制

の見直しが、国の重要課題となっています。

　以前なら患者さんが、入院、手術、治療、リハビ

リ等を行い、退院するまで１つの病院で完結してい

た医療体制（病院完結型）から、患者さんの病期に

応じて転院をする、地域や在宅へ退院を推進する流

れに変化しています。

　国が目指していることは、国民が年齢を重ねて、

病気をしたり、障害を抱えたり、認知症になったと

しても、病院や介護サービス、生活支援を利用しな

がら、住み慣れた場所で、自分らしい生活を、安心

して続けられるようにすることです。そのための仕

組み（連携体制）が地域包括ケアシステムです。

　このような中、訪問看護は、地域と医療との連携

において重要な役割を担っています。

■当ステーションの訪問状況

　「訪問看護ステーションつるみ」は、大分県厚生

連鶴見病院に併設された訪問看護ステーションです。

今年で設立23年となり、現在は５名の訪問看護師

で活動しています。

　以下の図は当ステーションの７～８月の利用者状況

をグラフにしたものです

　当ステーションは母体が急性期病院ですので、退

院時は医療的な介入が必要な利用者が多い傾向にあ

ります。よって医療保険以外の利用者が62％を占

めています。（図1）全国平均によると介護保険75％、

医療保険25％（厚労省HPより）ですので、当ステー

ションでは医療保険利用者が全国平均より１割ほど

多くなっています。

　年代別割合を見ますとやはり70～80代が多く（図2）

今後も増えることが予測されます。認知症の利用者

も多く、在宅でいつまで支えられるか不安な方もい

らっしゃいます。後に説明をさせていただきますが、

後期高齢者の方々をいかに住み慣れた地域で安寧に

過ごしていただけるかがこれからも訪問看護ステー

ションの鍵となります。

　医療介入が必要な方が多い一方で、介護度の低い

利用者も多いことがわかります。（図3）

　社会的資源を利用するために介護認定を受ける必

要がある方が多く見られます。今後も介護度が比較

的軽度の方に訪問看護や訪問リハビリテーションな

どを利用するケースが増えて来ます。

■当病院の取り組み　

～先生、看護師さん、ありがとうございます～

　鶴見病院は急性期の病院ですので医療保険の利用

者が多くなります。鶴見病院の先生方は定期的にカ

ンファレンスを行い私たち看護師に患者さんの病状

なども説明してくれます。カンファレンスに参加す

ることで「家に帰っても大丈夫かな？」という方を

抽出するのが大きな目的ですが、時に先生自ら「訪

問看護入る？」とありがたいお言葉をいただくこと

があります。在宅に重きをおいてくださるのは大変

ありがたいです。

　当院の病棟看護師も、退院支援の重要性を理解し

ています。知識獲得のために学習会を開催し、訪問

看護師を交えてのカンファレンスを開催するなど退

院支援のスキルの向上に努めています。

　看護師は入院前、入院中、退院前と患者さんの病

状、生活状況や認知症状の有無など退院支援の必要

性を確認し、必要に応じて訪問看護へつないでくれ

ます。日常の忙しい業務の中にあっても退院される

患者さんのことを思い、協力してくださる病棟看護

師さんに感謝します。

■要介護・介護予防を考える

　介護予防は地域ケアシステムの要・土台となる要

素です。前述しましたが、今後も介護度の低い利用

者が増えて来ます。健康寿命（寝たきりなど健康上

の支障が無く日常生活を送れる期間のこと）はお達

者年齢とも言われますが、この期間が長ければ長い

ほどよいとされています。

　図４は別府市の平均寿命と健康寿命を比較したグ

ラフです。ちなみに男性の健康寿命は18市町村中

15位、女性は10位でした。さらに大分県の平均寿

命は男性が全国１位、女性が４位（大分県保健企画

課）です。平均寿命を長く過ごすためにも高齢者の

QOL（生活の質）向上は地域全体の課題であると

考えます。

■健康寿命を延ばすには

　健康寿命を延ばすためには心身ともに自立し健康

的に生活できる期間を延ばす必要があります。自立

度の低下や、寝たきり、つまり、要介護状態への移

行は健康寿命の大敵です。そしてその原因の第１位

は「運動器の障害」次いで「脳血管障害」「認知

症」の順となっています。（図５）

　これらは、寝不足、運動不足、喫煙、塩分の取り

過ぎ等、毎日の生活習慣と関係しています。つまり、

健康寿命を延ばすには「生活習慣の改善」「運動」

「食事」の３つが非常に重要です。ご自身の現在の

状態（運動機能・身体機能等）と向き合い、将来的

に介護状態にならないように意識して頂けると幸い

です。

図５

平成23年度 厚生労働省国民生活基礎調査 ■終わりに　

　2025年まで後３年。2040年まで18年。少子高

齢化はさけて通れない問題となっており、訪問看護

ステーションの課題も山積みです。在宅医療を推進

する人材には、ニーズの多様化や医療・介護・福祉

に対応する知識が必要です。現在、訪問看護ステー

ション数は右肩上がりに増えています。今後も需要

は増え続け、訪問看護師が益々、必要とされます。

　近い将来、在宅中心の医療となる時の、大きな問

題として人材不足があります。2025年以降に必要

な訪問看護師数は15万人といわれています。しか

し、現在、約４万人であり全く足りていません。

　訪問看護は、利用者１人１人とじっくり向き合い、

考えることで自分も成長できる素晴らしい仕事です。

今後、たくさんの看護師さん方が訪問看護に興味を

持ち、共に働く仲間が増えることを大いに期待して

います。

運動器の
障害
23％

脳血管
障害
22％

認知症
15％

衰弱
14％

その他
26％



TEL:0977－23－7113　FAX:0977－23－7996 http://www.ok-chezmoi.com/

厚生連だより 大分 ５

ひまわりカレンダー完成！(デイケア)
　いよいよ夏本番！　猛暑が続いておりますがいかがお過ごしですか？　暑くて体も気持ちもダラっと
なりそうですが、今回はそんな気持ちを吹き飛ばす様な元気なひまわりのカレンダーを作りました。
　材料は恒例のお花紙の登場です。黄色のお花紙を４枚重ねてじゃばら折りしてから先端を尖らせる様
にハサミで切ります。一枚ずつ開いていき形を整えます。そのあと茶色い画用紙を花の中心に合う大き
さに丸く切り、糊で貼り付けたらひまわりの出来上がり。後は別で切った緑の画用紙の葉っぱを付けな
がらカレンダーに貼り付けて完成です。
　「昔は色んな場所のひまわりを見に行った」と皆で思い出話をしながら「今は行くことが出来んけど
作って目で楽しむのもいいなあ！」という言葉も聞けて私達職員も楽しく一緒に作ることが出来ました。



TEL:0977－23－7112（代表）　FAX:0977－23－7976 http://www.ok-kenkou.com/

厚生連だより 大分２ 厚生連だより 大分６

歯周病リスク検査
～ 一度チェックをしてみませんか？ ～

　大切な歯を守るためには、定期的に検査を受け、歯周病の程度を把握して早期治療に
つなげることが大切です。

自宅でとても簡単に歯周病リスク検査ができます。

「歯周病リスク検査」
 「歯周病リスク検査」キットです。
　舌の上に存在する歯周病原因菌が作り
出す酵素活性の強さを測定し、歯周病リ
スクの高さを調べることができます。

3,850円（税込）

（検査方法）自宅で舌を綿棒でぬぐい、ポストに入れるだけです。
　　　　　　約２週間で自宅に結果が届きます。

ご希望の方は健康診断時にお申し出ください。

▼歯周病とは
　歯と歯ぐき（歯肉）の間の溝（歯周ポケット）に
歯垢（プラーク）が溜まります。そこに繁殖した細
菌が、歯肉に炎症を引き起こし、さらには歯を支え
る骨を溶かしていく病気です。

▼歯周病と全身疾患の関わり
　歯周病は、歯に影響があるだけでなく、
近年の研究では、全身疾患との関係が明
らかになってきています。

▼歯周病になると
　歯周病は、痛みなどの自覚症状が
なく進行し、やがて歯が抜けてしま
う原因になります。歯を失う原因の
１位が歯周病です。

歯垢（プラーク）

歯周ポケット

炎　症

骨吸収



天ぷら
　エ　ビ…………  ２尾 玉ねぎ………20ｇ
　白身魚………… 35ｇ オクラ……… １本
　鶏モモ………… 35ｇ 天つゆ………50ｇ
　かぼちゃ……１カット

小鉢（野菜系酢の物・おひたし　等）・・・ ２個
茶碗蒸し ・・・・・・・・・・・・・ １個
ライス ・・・・・・・・・・・・・ 180ｇ
みそ汁 ・・・・・・・・・・・・   150cc
本日のデザート ・・・・・・・・・・ １個

天ぷら御膳
エビ・白身魚・鶏肉に加え、季節の野菜をカラッとふんわり揚げています。

おろし入り天つゆであっさりとお召し上がりいただけます。

４種類のメニューがございますが、そのうちの一つのご紹介となります。
当健康管理センターの宿泊人間ドックコースを受けて是非ご賞味あれ！

宿泊人間ドックコースの夕食
大分県厚

生連

健康管理
センター

ご紹介します！

ＪＡ大分厚生連のＳＤＧｓへの取り組み

８．災害時における水リスク対策

地下水活用システム

　大分県厚生連では、地下水活用システムを導入しています。
　水源の二重化を行うことにより、大規模災害時により市水が
断水となった場合でも給水ライフラインの確保を行うことが可
能で、治療用の水、厚生連施設の非常用の生活用水への使用だ
けでなく、近隣住民の方の貴重な水源として利用することも可
能です。

厚生連だより 大分 ７
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ビーコンプラザ

市役所

別府公園 鶴見丘高校

緑丘小学校

中部中学校

実相寺サッカー
競技場

鶴見台中学校

別府駅

流
川
通
り

富
士
見
　
通
り

JR日豊本線

九
州
横
断
　
道
路

至 日出町

至 大分市 的ヶ浜公園

マルショク

別府国際観光港

別　府　湾

実相寺サッカー
     競技場

実相寺野球場

鶴見台
中学校
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　毎年９月１日は「防災の日」と

いうことをご存じでしたか？　近

年、日本では毎年のように自然災

害が起こっています。今はたくさ

んの機能性のある防災グッズや美

味しい保存食があります。

　９月は防災グッズ・備蓄品・家

具の固定・ライフラインの確保な

ど改めて見直してはいかがでしょ

うか？　　　　　　　  （Ｎ.Ｓ）

7月の健診/受診結果
国 東
姫 島
杵 築
山 香
大 分
由 布
臼 杵
野 津
佐 伯
豊後大野
竹 田
豊後高田
中 津
宇 佐
安心院
日 田
玖 珠
九 重

Ｊ
　
Ａ
　
お
　
お
　
い
　
た

受診者数総合計
3,631名

（うちJA 905名）

Ｊ Ａ べ っ ぷ 日 出
大 分 大 山 町 農 協
J A 下 郷

《７月健診》

東部事業部

中部事業部

南部事業部

豊肥事業部

北部事業部

西部事業部

191
3

181
4
24
57
64
22
25
58
39
47
28
40
15
17
16
2
66
6
0

名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名

編集後記

安全な家庭調理
の心得

大分県／食品・生活衛生課 検索

健康の
ワンポイント

鶏肉は食生活に
欠かせない食材です！
美味しく安全に
食べましょう。

《ご注意ください》

『新鮮だから安全』
　　ではありません!!

生・半生・加熱不足の鶏肉料理による
カンピロバクター食中毒 が多発しています！

鶏肉 カンピロバクターって？
特徴：ニワトリやウシなどの腸管内にい

る細菌で、少量の菌数でも食中毒
を発生。熱に弱い。

食中毒の症状（食べてから１～７日で発症）：
下痢、腹痛、発熱

対策：十分な加熱（中心が白くなるまで
焼く）サラダなど生で食べ
るものとは別に調理鶏肉を
調理した器具は熱湯で消毒

市販鶏肉から、
カンピロバクターが
高い割合で

見つかっています！
20％～100％

（※）
（※）過去の厚生労働科学研究の結果より

食中毒を防ぐために！！
鶏肉は中心部までしっかりと加熱、
他の食材に菌が移らないように注意！


