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地域包括ケア病棟のご案内地域包括ケア病棟のご案内

2018年10月1日 稼動開始！！

　JCHO若狭高浜病院はこれまで3階病棟40床を「一般
病棟」、4階病棟50床を療養病床として運用してまいりま
したが、昨年10月から3階の「一般病棟」を「地域包括ケア
病床」に転換いたしました。4階病棟の療養病床50床はこ
れまで通りです。
　近年、国は将来の人口減少、少子高齢化や2025年を見
据えて、都道府県に地域医療構想会議を義務づけ、働き
方改革も進めていますが、福井県では急性期病床と療養
病床を減らし、回復期病床を増やすべきとされています。
この病床転換もこの医療政策に沿ったもので、「地域包括

ケア病床」は回復期病床に分類されます。この病棟では、理学療法士によるリハビリ
テーションや医師・看護師を含む多職種が積極的に退院支援を行うことによって、今
まで以上に在宅復帰を目指す病棟です。
　治療に関しては従来の一般病棟と変わらない検査・治療・手術が受けられます。違
いは、従来の一般病棟では入院基本料＋行った治療費での入院費の計算でしたが、
「地域包括ケア病床」では大きな手術など一部の診療行為や個室料以外の費用は定
額になります。この定額には入院基本料・検査料・リハビリテーション料・注射、投薬
料や画像診断料などが含まれます。
　また「一般病棟」では入院期間は20日前後が原則でしたが、「地域包括ケア病床」
では60日までに在宅を目指すことが基本になります。70％以上の在宅復帰率が求め
られ、ご自宅（在宅と見なされる特別養護老人ホーム、高齢者専用賃貸住宅などを含
む）への退院を目指していただくことになりますので、ご理解とご協力をお願い申し上
げます。
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若狭高浜病院

地域包括ケア病棟開設にあたり

院 長 河野幸裕
こうの ゆきひろ

JCHO若狭高浜病院「3階病棟」は、これからの地域医療・介護の一端を担い、

入院患者さんの在宅復帰を支援するため、

一般病棟から“地域包括ケア病棟”に生まれ変わりました。
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　入院患者さんに対して、リハビリテーショ
ンや医師・看護師をはじめとした多職種によ
る退院支援を行うことによって、「在宅復帰」
を目指す病棟です。
　そのため、患者さんの退院先は、ご自宅あ
るいはそれに準ずる施設となり、原則として
地域包括病棟から医療病棟へ転棟すること
はできません。

　入院費は定額で、リハビリテーション・投薬
料・注射料・簡単な処置料・検査料・入院基本
料・画像診断料などの費用が含まれています。
（一部の診療行為及び個室料は除きます。）
　なお、１ヶ月当たりの医療費負担条件がご
加入されている健康保険により定められてお
りますので、一般病床の場合と負担上限に変
更はありません。

　地域包括ケア病棟は、退院支援を目的とした病棟なので、継続した医療処置が必要で、なおかつ
次のように判断される方は、地域包括ケア病棟の対象にはなりません。
●あらかじめ２ヶ月以上の長期入院が必要とされる方

●在宅療養が困難な方

在宅療養から

サブ
アキュート

ポスト
アキュート

介護施設等から 高度急性期・急性期の病院や病棟から

●急性期治療を終え、状態は改善したが、
　もう少し経過が必要な方

●在宅復帰に向けてもう少しリハビリや
　経過観察が必要な方

在宅復帰〈在宅療養〉 〈介護施設等〉

在宅や介護施設等への入所へ向けて準備

若狭高浜病院「3階 地域包括ケア病棟」へ

地域包括ケア病棟とは？

対象となる患者さんは？

定額の入院費とは？

このような方々には、4階 療養病棟での入院治療が可能です。

リハビリ・観察の継続 退院準備

●在宅療養や介護施設等で体調が悪化し
　緊急入院が必要な方

●救急患者

地域包括ケア病棟のご案内地域包括ケア病棟のご案内

2018年10月1日 稼動開始！！

　JCHO若狭高浜病院はこれまで3階病棟40床を「一般
病棟」、4階病棟50床を療養病床として運用してまいりま
したが、昨年10月から3階の「一般病棟」を「地域包括ケア
病床」に転換いたしました。4階病棟の療養病床50床はこ
れまで通りです。
　近年、国は将来の人口減少、少子高齢化や2025年を見
据えて、都道府県に地域医療構想会議を義務づけ、働き
方改革も進めていますが、福井県では急性期病床と療養
病床を減らし、回復期病床を増やすべきとされています。
この病床転換もこの医療政策に沿ったもので、「地域包括

ケア病床」は回復期病床に分類されます。この病棟では、理学療法士によるリハビリ
テーションや医師・看護師を含む多職種が積極的に退院支援を行うことによって、今
まで以上に在宅復帰を目指す病棟です。
　治療に関しては従来の一般病棟と変わらない検査・治療・手術が受けられます。違
いは、従来の一般病棟では入院基本料＋行った治療費での入院費の計算でしたが、
「地域包括ケア病床」では大きな手術など一部の診療行為や個室料以外の費用は定
額になります。この定額には入院基本料・検査料・リハビリテーション料・注射、投薬
料や画像診断料などが含まれます。
　また「一般病棟」では入院期間は20日前後が原則でしたが、「地域包括ケア病床」
では60日までに在宅を目指すことが基本になります。70％以上の在宅復帰率が求め
られ、ご自宅（在宅と見なされる特別養護老人ホーム、高齢者専用賃貸住宅などを含
む）への退院を目指していただくことになりますので、ご理解とご協力をお願い申し上
げます。

2

地域をつなぐかけはしに

若狭高浜病院

地域包括ケア病棟開設にあたり

院 長 河野幸裕
こうの ゆきひろ

JCHO若狭高浜病院「3階病棟」は、これからの地域医療・介護の一端を担い、

入院患者さんの在宅復帰を支援するため、

一般病棟から“地域包括ケア病棟”に生まれ変わりました。



4

地域をつなぐかけはしに

トピックス

国体医療応援報告国体医療応援報告

メダリスト紹介メダリスト紹介

　50年ぶりに福井県で開催された国民体育大会。高浜町で
はセーリング競技とトライアスロン競技が開催されました。台
風の直撃もあり開催自体が危ぶまれました。一部変更はあり
ましたが無事終了しました。
　若狭高浜病院からは、医療スタッフとして医師及び看護師
が応援に出て当日の運営をサポートしました。会場に詰めて緊
急事態に対応できるようにし、病院では救急搬
送に備えておりましたが、幸い重症患者の発生な
く競技終了となりました。
　怪我の診察をする時も、普段なら「痛みには痛
み止め」と考えますが、「この薬剤はドーピング
にならないか」と懸命に考慮し、当院薬剤科と協
働して選手のサポートができたと思います。
　平成最後の国体が福井県で盛大に開催され、高浜町での競技開催に我々若狭高浜病院のスタッ
フがご協力できたことを大変嬉しく思います。運営から声援まで町内大勢の方が国体成功に向けて
尽力され、大変お疲れ様でした。

　福井しあわせ元気大会で大活躍された池尾明倫（いけおあかり）さんを
ご紹介いたします。
　池尾さんは去年開催された福井しあわせ元気大会で、50ｍ走：銀メダ
ル、幅跳び：銅メダル、4×100ｍリレー：金メダルというすばらしい成績を
おさめられました。
　池尾さんは当院が業務委託しているオーイングさんに所属し、普段は院
内の清掃業務に従事しています。いつもニコニコ笑顔で元気に働いても
らっています。（職員一同これからも応援していますよ。）

　総務企画課（医事）の仕事は、患者さんの受付・案内、
診療費の計算・保険請求、経営に関するデータ作成およ
び経営戦略の立案等、多岐にわたります。患者さんが来
院された時、最初と最後に顔を会わせる部署ですので、
笑顔で親切な対応、かつ迅速で正確な業務遂行を心が
けています。
　今後も地域の方々に信頼され、安心して受診していた
だける病院を指し、日々精進してまいります。

職場
紹介

総務企画課
（医事）

笑顔で親切！迅速・正確を心がけて
患者さんをお迎えしています！
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風しんの無料抗体検査について

高浜老健介護フェア
　11月11日（日）に高浜老健介護フェアが行われました。体力測定
や栄養相談、疑似体験をメインに多くの方々にご来所していただけ
ました。今年からアロママッサージを人数限定で行いましたが体験
された方はとてもご満足されていました。
　来年もフェアを予定しています。介護・看護・リハビリで気になる
事がありましたら高浜老健までご連絡いただければ来年の課題と
させていただきます。どうぞよろしくお願いします。

　福井県では妊娠を希望する女性を対象に、風しんに対する十

分な免疫を持っているかどうかを確認する抗体検査を無料で

実施しています。

　当院も実施医療機関に指定され、受診可能となりました。

　風しんの免疫が十分でなかった場合、風しんの予防接種を

推奨します。尚、風しんの予防接種の費用は自己負担※となり

ます。

お知らせ

対　象　者／

実 施 期 間／
実施医療機関／
検 査 費 用／
持参するもの／

お問い合わせは、健康管理センター窓口まで  ☎ 0770-72-1703

以下のすべてに当てはまる方が対象となります。
●福井県内に住所がある方【住民票がある】
●妊娠を希望（予定）している方
●過去に風しんにかかったことが明らかでない方
　【医療機関の血液検査の結果、確定診断を受けていない】
●明らかな風しんの予防接種歴がない方
　【母子健康手帳に風しんの予防接種の記録がない】
●過去に妊婦健診等で、風しんの抗体検査を受けたことがない方
●検査の結果、十分な免疫がない場合、風しんの予防接種を希望する方
※妊婦は風しんの予防接種を受けることはできません。
平成30年4月1日～平成31年3月31日
JCHO若狭高浜病院　健康管理センター
無料
健康保険証や運転免許証など（現住所を確認できるもの）

※あわら市、坂井市、大野市、鯖江市、敦賀市、永平寺町、越前町および池田町、おおい町は予防接種費用の一部に
　ついて助成を行っています。詳しくは、市町の予防接種担当窓口までお問い合わせください。
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若狭高浜駅
より

徒歩１０分

ご案内図

循環器

外来診療担当医表

※都合により担当医師の変更が発生する場合がございます。最新の情報はホームページをご覧ください。

診療科名 月 火 水 木 金
平成31年１月１日改定

内　　科

外　　科

整形外科

耳鼻いんこう科

婦 人 科

総合診療

午前

午前

午前

午後

午前
午後

午前

午後

１診

２診

１診

１診

１診

１診

受付１１時まで

受付15時半まで

受付15時まで

受付16時まで

加藤　安宏

酒井　雅人

三浦　正博

海透　優太

2・4週 福井大学医師

武藤　　理

　　 1・3・5週 松尾清成
　　2・4週 植木　愛

三浦　正博

海透　優太

寺坂　千夏

武藤　　理

加藤　安宏

植木　　愛

河野　幸裕

海透　優太

寺坂　千夏

1・2・3・5週 酒井　雅人
4週 小淵　岳恒

4週 植木　　愛

三浦　正博

海透　優太

吉田　好雄

4週 小淵　岳恒

加藤　安宏

酒井　雅人

河野　幸裕
1・3・5週 出淵　雄哉

2・4週 山本　悠介
1・3・5週 出淵　雄哉

2・4週 山本　悠介

寺坂　千夏

月2回です

　平成30年8月から一部予約診療を行っています。
予約診療を行うことにより、待ち時間を短縮すること
ができます。また、前日に検査等の準備がスムースに
できます。

　医師の長時間労働による健康被害が社会問題となっており、働き方の改革が求められています。
医師の確保が困難なこの地域において、安全な医療を安定して提供するため、当院でも取り組み
を始めます。
　なお、緊急時や、医師・患者さん・ご家族の都合により、やむを得ない場合にはその限りではあり
ませんので、ご相談ください。皆さまのご理解・ご協力をお願いいたします。

●お薬が無くなる前に受診しましょう。
●必ず主治医の診察を受けましょう。

診察せずにお薬を処方することは法律で
禁じられています。

（医師法 第20条：無診察治療の禁止）

●主治医の外来診療時間内に
　受診しましょう。

　病院で処方するお薬は、医師が効き目と副作用を考慮しながら、おひとりおひとりの、
その時どきの病状に合わせてお出しするものです。
　安全で効果的な治療のために、以上のことにご理解・ご協力をお願いいたします。

●時間外（夜間・土日祝日）の処方について
▶原則、時間外での処方希望はご遠慮ください。
▶宿日直医など、主治医以外が薬を処方できるの

は、やむを得ない場合（緊急を要する、残薬が全
く無いなど）のみとさせていただいております。

▶やむを得ない時間外での処方は、原則3日分・
上限1週間分とさせていただいております。そ
の期間に必ず主治医の診察をお受けください。

●予約は診察時にお取りします。
●予約のない患者さんも診察させていただきますが、待ち時間
が長くなることをご了承ください。

ご不明な点は、受付窓口までお問い合わせください。

　世の中の動き（働き方改革、医療安全・防犯重視）に
伴い、病院でのサービス提供のあり方が変わってきて
います。地域の皆さんにとってご不便なこともあるかと
思います。ご意見などございましたらお聞かせ下さい。
　ご意見・ご要望などございましたら、
編集までメールでお寄せ下さい。
E-mail main@takahama.jcho.go.jp

診療受付時間の
ご案内
午前 8：15～11：30

（耳鼻いんこう科のみ11：00まで）

  午後 1：30～4：00

土曜日、日曜日、祝日および年末年始休診日

診察は9：00開始です

診察は2：00開始です

◆内科・外科・整形外科（月～金曜）
◆婦人科（火曜、2・4金曜）
◆耳鼻いんこう科（木曜）
◆内科〈循環器内科〉（1・3・5木曜）

◆総合診療（木曜、第４火曜）

1：30～3：30
診察は2：00開始です

◆耳鼻いんこう科（月曜・水曜）

1：30～3：00
診察は2：00開始です

◆整形外科（月曜）

　入院や退院に関するご相談や、介護
保険制度等についてご説明いたします。
　退院後の在宅サービスや、施設のご
紹介等もさせていただきます。お気軽
にお申し出下さい。

場所／１F外来ホール北側出入口

この印刷物は、環境にやさしい野菜油インキを使用しています。

予約診療に
ついて

患者さん・ご家族のみなさまへ

原則、●平日18：30までに終了するよう調整させていただいております。
　　　●夜間・土日祝日のご希望には応じられませんのでご了承ください。

医師による、病状等の説明について

お薬の処方をご希望の方へ

湿布


