
平成を振 り返る

院 長 林 田 良 三

新年明けましておめでとうございます。平成

最後の新年にあた り、激動という言葉がふさわ

しい平成の30年間をみなさんはどのような感慨

をもって振 り返っておられるでしょうか。大分

県済生会 日田病院は平成 2年 10月 1日 に開院さ

れ、平成の月日の流れとともにその歩みを進め

てまいりました。今回は、済生会 日田病院の平

成、28年間の歩みを振 り返ってみたいと思いま

す。

済生会 日田病院の開院までの道のりを辿って

みますと、半世紀近くさかのぼることにな りま

す。当時、 日田玖珠地域には救急医療を担当す

る公的病院がありませんでした。救急医療の中

核となる公的病院の設置が日田玖珠広域市町村

圏の振興計画に盛 り込まれたのは昭和45年 3月

のことでした。その後、経営母体をどうするか

等多くの論争があり、20年 を超える紆余曲折を

経て平成 2年 10月 1日 、大分県済生会日田病院

は開院に漕ぎ着けました。開院当初は 8診療科、

148床でのスター トでした。その後、年月を重ね

るとともに標榜する診療科を増やして、平成20

年 5月 には22診療科、204床 を有する病院とな

りました。また、地域に不足している医療機能

を補完するため、数々の施設認定や指定を受け

たり、建物の改築、増築を行ってまいりました。

地域密着型の公的病院として着実に進歩を遂げ

てきたものと自負しております。

しかしなが ら、一方で激動の平成時代にあっ

て、私達を取 りまく医療環境は国や地域情勢の

変容とともに刻一刻と変化していきました。そ

のような変化に翻弄された28年であつたことも

否めません。初代院長の小金丸先生 (平成 2年

～平成14年 )、 2代目院長の西田先生 (平成14

年～平成28年)そ して 3代 目の私 (平成28年
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～)とその時々に即した病院へと変化させなが

ら、押 し寄せる時代の荒波を曲が りな りにも乗

り越えてまいりました。

私たち済生会 日田病院には果たさなければな

らない 3つ の役割があります。一つ日は済生会

の一員として実施 している生活困窮者への無料

低額診療の実施です。生活困窮者への医療支援

は済生会が100年を超える歴史のなかで時代、地

域を超えて受け継いできた役割です。済生会の

根源的、普遍的価値観と言ってもいいと思いま

す。二つ目は日田玖珠地域唯一の公的病院とし

ての役割です。 この地域に不足 している医療機

能を補完 していくことが公的病院の役割 と考え

ています。そして 3つ 目は社会福祉法人として

の役割です。医療の枠組みを超えて、福祉事業

を実践していく役割です。現在は大分市へ相談

員を派遣し刑余者の社会復帰を支援しています。

この 3つ の役割は医療環境がどんなに変化 し

ても変わ らず持ち続けるべき役割 と考えていま

す。これか らも医療・介護を取 り巻く環境は更

に厳 しくなっていくものと思われます。逆説的

な言い方になりますが、済生会 日田病院の役割

を変わらず果たすために、私たちは新しい時代

の潮流をとらえて、変わつていかなければなら

ないと考えています。
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筋肉量の増加が寿命を延ばす !!

みなさんも規則正しい運動や食事が大切である

という事はご存知かと思います。しかし何が、ど

う良いのかという事はあまり話題にな りません。

そのため、面倒だし、自分は今のところ困ってい

ないから運動しない。好きなものを食べて生活す

るという人がほとんどかと思います。今回はその

運動や食事がどのくらい寿命に関与しているかを

お話したいと思います。

今回メインテーマにさせていただくのは筋肉量

です。

筋肉量は、筋肉を構成するたんぱく質の代謝

(合成と分解)に よって決まります。合成が多け

れば増え、分解が多ければ減 りますが、この代謝
には加齢と生活習慣が深 く関わつています。筋肉

量が減ると、転倒したり、病気にかかったりする

リスクが増えます。

厚生労働省の研究報告では、筋肉量の少ない高

齢者は多い方に比べて死亡率が約2倍になるという

調査結果があります。つまり適切な運動や食事を

続け、筋肉量を維持および増加することが、寿命
を延ばすことにつながるのです。

この考え方は1989年頃にアメリカで提唱された

サルコペニアという比較的新 しい概念に基いてい

ます。65歳以上の高齢者に多く、特に75歳以上に

なると急に増えてきます。65歳以下の方でも、デ
スクワークや自動車に頼る生活習慣によって、筋
肉が著しく減っている場合があり、サルコペニア
予備軍がいるので注意が必要です。

サルコペニアになると 「歩 く速度が低下する」
「転倒・骨折のリスクが増加する」 「日常生活の

動作が困難になる」 「死亡率が上昇する」など、

様々な影響が出てきます。

痩せている75歳以上の高齢者の方や、メタボや

肥満・ダイエットロ的に食事制限は行っているが

運動を全くしていない方は、特にサルコペニアに

なりやすいので運動 。食事の見直しをお願いしま

す。

ここまで色々と書いてきましたが、簡潔にいう

と「筋肉量を増やす」ことがそのまま寿命を延ば

すという事です。

筋肉量の維持には運動が欠かせず、さらに増や

すには筋 トレを行う必要があります。筋肉量は加

齢と共に低下しやすくなりますが、筋 トレを行え

ば高齢になっても筋肉を増やす ことができます。

筋肉は特に下半身に多いため、下半身中心に筋 ト

レを行うと効率よく筋肉量を増やすことが出来ま

す。ただし持病のある方や、今まで運動されてい

ない方が急に激しい運動をすることはお勧めしま

せん。椅子に座った状態での足上げ運動や、その

場での足ふみ運動でも効果はありますので、自分
の体調と相談しながら無理のない範囲で行ってく

ださい。

さらに筋肉を効率よく増やすためには、運動と

共に栄養が重要です。特に大切な栄養素がたんぱ

く質とビタミンDです。高齢者やダイエット中の

方はこれらの栄養素が不足しがちですので、運動
と同様に意識して摂取を増やすようにして下さい。

これを読んで実践してくださった方が少しでも

長 く、健康に生活できることを願つてお ります。
最後までお読みいただきありがとうございました。

外科医員 内 田 祐 良
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DPCと診療情報管理室の関わり

診療情報管理室 主事  丹 生   真 人

診療情報管理室では多種多様な業務を担つてい

ます。主なものとして症例登録 (入院病歴、がん

登録、NCD等)の他、診療録の適正化 (診療情報

管理委員会の運営、規定 。基準等ルール作成、量

的点検、質的点検)、 各種管理 (ス キャン管理、

診療録のアリバイ管理、文書管理、病名マスタ管

理、死亡診断書管理、廃棄フィルム管理)、 DPC
支援、カルテ開示、登録データの抽出 。加工や分

析などがあります。

今回はその中でもDPCと 診療情報管理室の関わ

りについてご紹介したいと思います。

DPCと は ?

DPCは Diagnosis(診断)PrOcedure(治療や

手術の行為、手法)Combination(組み合わせた

もの)の頭文字で、 日本語では診断群分類包括評

価とも呼ばれています。DPCは急性期入院医療を

対象とした評価方式で、入院期間中に治療した傷

病の中で最も医療資源を投入したものを1つ だけ

選択 し、該当する1日 当たりの定額点数×日数と

包括されない出来高評価部分 (手術、胃カメラ、リ

ハビリ等)を合算する支払い方式 (DPC/PDPS)
に利用されます。 1日 当た りの定額点数は、最も

医療資源を投入 した1傷病 と実施 した手術 。処置

等や付随する副傷病名の組み合わせにより「診断

群分類」と呼ばれる区分ごとに入院期間に応じて

公的に定められています。

DPCと 診療情報管理室の関わり ～その①～

前述の通 り、DPCは入院期間中に治療した傷病

の中で最も医療資源を投入した 1つ のみを選択し

なければいけません。これは医師が決定するので

すが、決定された傷病名が実際の医療資源の投入

量と合致しているか、その傷病名が更に細かく分

類ができるのではないか等、診療録の記載はもち

ろんのこと、検査の値や画像診断の結果、治療に

使用した薬剤等を踏まえて検証し適切な選択 と

なるよう支援を行っています。

DPCと診療情報管理室の関わり ～その②～

DPC対象病院の要件のひとつに、「DPC導入の

影響評価に係る調査」への参加があります。入

院および外来診療に関連する指定データを厚生

労働省が委託するDPC調査事務局へ定期的に提

出する必要があり、このデータを不備なく精度

の高いものとして提出できるよう点検 。支援を

行っています。

DPCと 診療情報管理室の関わり ～その③～

DPCデータは患者基本情報や診療行為が全国

統一定義によリデータ化されているため、自施

設の診療行為や他施設との比較分析等で使用す

るには大変有用なデータとなります。このDPC
データを専用の分析システム等を駆使 して抽

出 。加工し、病院マネジメントヘの支援を目指

すことも診療情報管理室の重要な業務のひとつ

となってきています。

DPCと 診療情報管理室の関わりから…

診療情報管理室は病院にある多様な部門の中

でも特に目立たず、表舞台に立つことも決して

多くはありません。今回ご紹介したDPCと 診療

情報管理室 との関わ りにおいても縁の下のサ

ポー ト役ではありますが、データの抽出 。加

工・分析等を通じて徐々に存在感を高めていく

ことを密かに実行中です。 「困つたときは診療

情報管理室 !」 と頼られる部署を目指してこれ

からも鋭意努力していきます。また、当院ホー

ムページ上にDPCデータを活用した指標を 「病

院情報の公表」として公開していますので是非

ご覧下さい |
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インフルエンザとは、インフルエンザウイルスによつて引き起こされる発熱・咳・咽頭痛・筋肉痛など全身症状を主とした気
道感染症である。―般の風邪とは異なり、感染力が強いため重症になりやすく時期的に(11月 ～3月 )大流行することがあり
ます。予防としてワクチン接種が推奨さねていますが、完全に予防できるわけで|よなく重症化を防止する目的で実施されて
います。また、インフルエンザは主に飛沫感染ですが、「ちゃんとマスクしてるのにインフルエンザにかかつた」などあります。
直接・間接接触による感染も多しヽ傾向になつています。高頻度接触面に触れた後に鼻や眼をこすつたりしていませんか?

躍や鼻をこする

免̈止」湛f揮重要話を舅璽詈雪蔓弘tl議[撻冒雰詈曾轟鷲轟薯言〉
てくださ11｀

<予防するには>
インフルエンザの1番の予防はワクチン接種です|

①しつかり手指衛生を行う(アルコール手指消毒剤が有効です)。

②マスクを着用する(鼻までしつかり覆つていないと無意味です)。

③室内の乾燥に注意する(インフルエンザウイルスは湿度30～400/0で生存しやすいため、50～ 600/0に保つたほうがよい)。

④インフルエンザ流行時は人混みを避ける。
⑤十分な体養やバランスの良い食事をとり体力や抵抗力を高める。
⑥うがいに関しては感染したウイルスを除去する効果はありませんが、□腔内や咽頭の乾燥を防ぎ細菌やウイルスを入りに

くくさせる効果は期待できます。
◆インフルエンザを予防するためには、日頃からできる感染予防策を行い体調管理をしましょう。

【2月・3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、お気軽にお出でください。
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済生会日田病院の「理含1輩 曝本方針」      ‐_思者の権利と義務

国  紺 攪 識 装 ‰ 朧 夢
します。

- 1:讚

雉 糀 。

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じ
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。

lλ 甥総請」」子。

その人格や佃輛酬現が尊重される権利

 :

|&覗 響

や治剤 こ
"ξ

説明を引 する権利が

:

15.晶rF電り深為 に告知する義務がありま :

■軸融輸̈ …勒
|

1 7.診 療費を支払う義務があります。          |

地 区 名 診 療 日 場

東羽田高花 誂 Q.26日の、温 ω '26日 ω 高 花

古 後 2月 19日の、3月 19日ω

1:45～ 3:15
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インフリレエンザを予防するために

壌やくしやみをする    吸い込んでしまう

間日寺所


