
「地域 医療構想」

院 長  林 田 良 三

日本では病気なったり、怪我をしても誰もが医

療費の 1割～ 3割の負担で適正な医療を受けるこ

とができます。また、高額療養費制度というのが

あって、月額何百万円となるような高額な医療を

受けても、自己負担金は一定の限度額を超えませ

ん。平均的な収入の人であれば、どんなに高額な

医療を受けても月の自己負担額は約 8万円程度で

す。これは国民のすべてが公的健康保険に加入す

る国民皆保険制度があるからです。

この世界に誇れる国民皆保険制度により誰もが

良質の医療を受けることができ、日本を世界で一

二を争う長寿国に押し上げてきました。 しかし、

皮肉なことにこのことが将来に わたる国民皆保険

制度の維持に危機的状況をもたらそうとしている

のです。世界で誰もが経験したことのない超高齢

化社会により医療介護費は右肩上がりで増加して

います。さらに一方で少子化が進み、保険料や税

金を支払うことで、増え続ける医療介護費を下支

えしている若い人達は減る一方です。 この状況が

さらに進めば、国民皆保険制度が崩壊するだ けで

なく、 1千兆円を超える借金を抱える国家財政を

さらに窮地に追い込むことになりか ねません。

国民皆保険制度を将来にわたり維持するために

は医療改革は喫緊の課題なのです。そしてその改

革の目玉となる政策の一つが 「地域医療構想」で

す。地域ごとに異なる人口動態や医療体制を考慮

して、各二次医療圏ごとに平成27年から検討され

てきました。(私達が住む大分県西部二次医療圏は

日田市と玖珠郡玖珠町、九重町を合わせた地域で

す。)限 られた医療費と人的資源を効率的に使う

という考えから、地域医療構想では以下の二点を

重要な目標にしています。一つは投入される医療

資源の量が多い順に高度急性期、急性期、回復

期、慢性期に分類 します。そして、2025年 にそ

の地域で必要となる病床数をこの機能別に客観的

データに基づいて、予測し算出します。ちなみに
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大分県西部医療圏では2025年の機能別必要病床数

は高度急性期 55床、急性期245床 、回復期369
床、慢性期 141床、計810床 と推定されました。

2014年現在の西部医療圏の病床数が1420床 です

か ら、610床減少することになります。医療や看

護の必要度に見合った適正な病床で治療すること

で無駄な医療費を削減できると考えられていま

す。二つ目の目標は在宅医療への転換です。現

在、療養病床といわれる長期入院患者さんの多く

は在宅医療への移行を目指します。 ここでいう在

宅医療とは自宅だけでなく、老人ホーム等の介護

老人保健施設を含んでいます。入院医療に比較す

ると在宅医療では医療費が低くおさえられます。

ただし、在宅医療が家族に大きな負担とならない

ように地域ぐるみで支援していく仕組みづくりが

必要です。

地域医療構想はおそらく一般の方にはあまり知

られていないかもしれません。しかし、この構想

が進んでいけば、この地域の医療環境が大きく変

わっていくことになります。是非多くの方に地域

医療構想の進捗に注目していただき、ともに考え

ていただけることを願つております。

2010年 看護体制別病床数

【入院】―般病棟の病床数の再編イメージ

出典 厚生労働省保健局医療課

2006年に診療報酬が最も高い7:1病床体制が新設

された結果、この病床区分への申請が 殺到し、図のよ

うに7:1病床が過剰となり医療費を引き上げる一因

となっている

<2010年の病床数>
328,518床

率 済生会日田病院 (ホームページ htt,//satek江 .hta.dtajD

248,606床
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5月 5日、キッズの日はキズケアの日 炒漑

形成外科部長 山 口 明 伸

2018年 4月から新専門医制度が発足し、形成外

科は19の基本領域に入ることとなりました。この基

本領域とは、国民が病気や怪我などをしたときに、ま

ずかかるべき(患者さん自身が自ら受診する)診療

科であることを示していま丸 しかしながら、形成外

科の診療内容はいまだ十分に理解されていないの

が現状で丸 また、きずの治療に関しては、十分な知

識を持った医師とそうでない医師との間でいまだに

治療内容が異なり、後者によって適切な治療が行わ

れないことで、創傷治癒の遅延が生じたり、高度肥

厚性疲痕や、疲痕拘縮を生じさせている症例をよく

経験しま丸 これらの問題に対し、創傷治癒を行う専

門医集団 (=形成外科医)がいること、ひいては形

成外科の担う役割をもっと国民に啓発すべきとの考

えから、日本創傷外科学会では広報活動の予算を

計上し活動を開始しました。

その活動の一環として、まず創傷に関する記念日

を制定し、マスコミなどに取り上げてもらう機会を増

やすことを考えました。現在、多くの記念日が制定さ

れていますが、医療関連では9月 9日の「救急の日」、

10月 20日 は「床ずれ予防の日」などがありま丸 そこ

で、創傷外科学会員に対して、記念日募集が行わ

れ、5月 5日は子供の日=キッズの日からキズとキッズ

を連想する発想から、5月 5日 を記念日に制定する

ことになりました。

この記念 日制定を受けて、日本記念 日協会に記

念 日登録申請を行いました。この登録作業におい

て、記念日協会から「キズの日」ではわかりにくいの

で、「ケア」や「治療」などの文言を入れたほうが良い

のではないかというアル イヾスをいただき、最終的に

「キッズの日はキズケアの日」として、2017年 8月 30

日をもって登録されました。

今後は学校保健学会などでの講演会や日本創

傷外科学会ホームページに一般向けのわかりやす

いサイトの掲載などの広報活動を行っていく予定と

なっていますJキッズの日はキズケアの日」「傷と傷

跡の治療は形成外科へ」を、お含みおきいただきま

すよう宜しくお願いいたしま丸
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心臓り八ビリテーションのお話

リハビリテーション部 理学療法士  村宅賑賓11争〒

心臓の病気の代表的なものに『虚血性心疾患』

『′心不全』がありま丸 『虚血性心疾患』とは、心臓に

酸素や栄養を送る冠動脈と呼ばれる血管が何らか

の原因でつまり、心筋の一部が死んでしまう状態で

丸 よく耳にするものとして、狭心症や心筋梗塞などが

ありま
‐
九虚血性心疾患の危険因子として「高血圧」

「脂質異常症」「喫煙」がありま丸 虚血性心疾患を発

症する確率は、健康人に比較して、高血圧を持つ人

は3倍、脂質異常症の人は4倍、喫煙者は2倍といわ

れています。もし、3つが重なると16倍にもなります。

(アメリカ:フ ラミンガムスタディーより)『′い不全』とは、

心臓自体のポンプ機能が弱くなって、全身へ血液を

十分に送り出せ哄 様々な症状がおこる病態を言い

ま丸 主な症状としては、①動悸 ②息切れ・呼吸困難

③易疲労感 ④浮腫(むくみ)⑤その他、食欲不振な

どがあります。

当院では入院患者様を対象に、必要に応じ※1心

肺運動負荷試験を実施し、データを解析することで、

※2嫌気性代謝閾値(anaerobic threshold:A立

がどのくらいか、最大どこまでがんばれたか、その値

をもとに実際の具体的なトレーニング方法等の指導

をさせていただきま丸

心臓のリハビリテーションと言つても心臓を直接ト

レーニングすることはできませんが、筋力強化や全身

の持久性を向上させることで、間接的に心臓への負

担を減らすことができま丸 トレーニングしていただく

運動量はきつすぎても体に負担となりますし、逆に軽

すぎても効果は期待できません。すなわちATは心臓

に負担無く、さらに効率よくトレーニングをしていただ

ける運動量と言えま丸

運動のその他の効果として、心臓リハビリを継続し

て実施することで、総ヨレステロール、悪玉 (LDL)コ

レステロール、中性脂肪が低下し、善玉 (HDL)コ レス

テロールが増加する他、最高血圧が約10mmHg、最

低血圧が約5mmHg下がるといわれていま丸

入院患者様の心臓リハビリテーションでは、それ

ぞれの状態に合わせた運動の提供や、生活指導を

実施していま丸 また自宅でも予防として心臓リハビ

リテーションを行うことが可能ですので、適度な運動

の実施をお勧めしま丸

適度な運動とは、ウォーキングや体操のような、身体

に酸素を取り入れながら全身をリズミカルに動かす運

動 (有酸素運動)が良いとされています。具体的には

「少し汗をかき、息が上がらア員会話をしながら実施で

きる程度」の運動が適していま丸

実施する上での注意点は、①運動前後に準備体

操・整理体操を行う ②軽めの運動から始め徐 に々運

動量を増やしていく③寝不足や体調の悪い時は無理

せず体む④食事直後の運動を避ける

日常生活での注意点は、①高血圧の原因にもなる塩

分を控える②禁煙 ③アルコールを控える④過度な

運動を避ける ⑤熱い風呂に長く入らないようにする

(ぬるま湯で短時間。半身浴に心がける)⑥ストレスを

ためないような生活を送る

今回、心臓の病気についてお話しさせていただきま

した。これから日田の暑い夏を迎えることになります

が、畑仕事などを頑張りすぎて汗を多くかくと、体内の

水分が外に出ていき脱水状態になりま丸 そのことで

血液の粘度が上がり、血管がつまりやすい状態を作

る場合があります。外で作業をする際などは、朝夕の

涼しい時間を選んだり、スポーツ飲料などでこまめに

水分補給をするように心掛けていきましょう。

※1心肺運動負荷試験

(Cardio Pulmonav Exercise test:CPX)

心電図、血圧、呼吸中の酸素、二酸化炭素の濃度を

計測しながら運動 (自転車こぎ)を行い、心臓だけで

なく、肺や運動に使われる筋肉の状態等を総合的に

見て運動耐容能 (体力)を評価する検査。

※2嫌気性代謝閾値

(anaerObic threshold:AT)

有酸素運動と無酸素運動との切り替えの点をいう。

(軽い運動の場合は、取り込んだ酸素の量と吐き出
した二酸化炭素の量は同じ割合となる。これを有酸

素運動といい、酸素がじゆうぶんに取り込め心臓に

負担のかからない運動となるが、運動量が増加する

と筋肉に乳酸がたまりはじめ、その乳酸を減らそうと

するための代謝が加わり、二酸化炭素の吐き出す量
が増えてくる。この運動を無酸素運動といい、酸素が

不足した心臓に負担のかかる運動となる。運動能力
が高い人ではよりきつい運動でATをむかえる。)
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医療費でお国りの方は、ま嗅 ご相談ください。

済生会日田病院は、社会福祉法人の病院として、社会福祉法第2条第3項に基づき、経済的な理由によって、必要な医療を受け

る機会が制限されることのないように、医療費の支払いに困つている方を対象に、診療費の自己負担額を減免 (無料又は低額

診療事業)していま丸

●受診を控えたり、受診回数を減らすことのないように、まま ご相談ください。
医療相談員が相談に応じ、所定の手続き(面談・所得の確認等)を経て、本制度の適用について決定しま丸 プライバシーは厳守しま丸

対象者例: ①市町村民税非課税世帯の方 ②市町村民税均等割世帯の方
③「限度額適用。標準負担額減額認定証」の適用を受けている方
④「後期高齢者医療限度額適用。標準負担額減額認定証」の適用を受けている方
⑤「就学援助制度」の認定を受けている方
⑥低所得者等の生活困難者(世帯収入が生活保護基準の1.5倍までの者)

(例 )日 田市在住、70歳、一人暮らしの場合:lヶ 月の生活保護基準の1.5倍は89,000円程度となりま丸
年金収入等がそれを下回っている場合は当制度の該当となる可能性がありま丸 (但し、生活保護基準は家族構成等により変動します)

※上記は一例で現 状況によって対象となる場合がありますの0ご相談ください。

利用方法:・ ①から⑤に該当する方は関係機関からの証明書、認定証、通知書等をご提示してください。
・⑥の方については、面談にて詳細な状況を確認いたしま丸
。本人または成年以上のご家族等から、診療費減免申請書を提出していただきま丸
・院内の所定の手続きを経て、減免の可否について決定し、本人または成年以上のご家族等へ通知いたしま丸

※失業等によリー時的に低所得となった場合やDV(配偶者からの暴力)を受け医療費の支払いが出来ない方、保険証が無い方でも
外来診療費・入院診療費ともに相談に応じることが可能ですので、どうぞご遠慮なく医療相談員まで声をお掛けください。

清生命1日 円.病院‐の「翠含J.と
「基本方‐針」 _墨者の権不1‐と―義務‐‐
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3.関係機関との連携を図り、高度医療を提

供 します。
4 職員の協調と信頼によって、チーム医療

の充実を図り、患者本位の医療を実践し

ます。
5 中核病院として、地域の医療水準の向上

に努めます。
6.総合的な医療の質の管理を行い、健全経

営を目指します。
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3.

4.

5.

最善で安全な医療を平等に受ける権利があります。

個人として、その人格や価値観が尊重される権利

があります。

自己の病気や治療について、説明を受ける権利が

あります。

自ら治療方法を選択する権利、また自ら治療を拒

否する権利があります。

治療に当たり症状を正確に告知する義務がありま

す。

医師の指示に従い、病院の規則を遵守する義務が

あります。

診療費を支払う義務があります。

6.

【5月・6月の巡回診療日程のお矢口らせ】

※身体のことでお悩みの方は、お気軽にっ―|で―ヽだすい9‐. ‐ . . .
来健康保険証、医療受給者証 (または高齢受給者証)を持参してくだきい:

*病院の窓口でlla金
―
をお支払いいた.だぐのと1同様に有料です。 ●‐ ■ |

地 区 名 診  療  日 場 所 日寺 間

東羽田高花
5月          6月
15日の。29日ω、12日の。26日の 高 花

/AN民
館 1:45～ 3: 15

古 後 5月 22日の、6月 19日ω 古後生活改善センター 1:45～ 3:15

発行/翻旨大分県済生会日田病院 〒877-1292日 田市大字三和643番地の7 80973(24)1100 印刷/0朝日堂印刷
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