
地域医療とは?

一閉ざされた医療から開かれた医療ヘー

院 長 林 田 良 三

今回は最近よく耳にするようになった地域医

療についてお話をしたいと思います。地域医療

と聞くと多くの方が地方や田舎で行われる医療

をイメージされるのではないでしょうか。確か

にへき地医療や農村医療など医療が行われる場

所を表 している言葉もあります。 しかし、ここ

でいう地域医療とは医療を行 う場所を示す言葉

ではありません。地域医療とは医療のあり方を

示す言葉です。患者さんの病気を治療すること

だけでなく、患者さんが暮 らす地域社会に目を

向けて、地域住民の介護、保健や疾病予防、時

として生活にまで関わるより包括的医療が地域

医療です。言い換えれば、地域社会 に対 して

「開かれた医療」 とも言えます。

地域医療の必要性が叫ばれるようになった背

景として二つのことが考えられます。一つ目の

背景は現代医学への反省です。医学は日進月歩

で、かつて救えなかった命が救えるようにな り

ました。一方で医療は病気にばか り目を向ける

ようにな り、病気にかかっている人への配慮は

置き去 りにされました。かくして医療を行う病

院は密室化 していきました。言い換えれば地域

社会に対 して 「閉ざされた医療」です。山崎豊

子が書いた 「白い巨塔」 という小説は映画化も

され、多 くの方がご存じかと思います。大学病

院の閉ざされた医療の間を見事に暴き出してい

ます。 しかし、医療の原点は病気そのものでは

なく、病気にかかった人をなんとか救いたいと

いう思いにあります。人に関われば、必然的に

その人が暮 らす地域社会に目を向けることにな

ります。山本周五郎原作の映画、 「赤ひげ」の

中で主人公の赤ひげこと新出去定がこのことを
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象徴的に語つています。 「病気の影にはいつも

人間の恐ろしい不幸が隠れている」

二つ 目の背景は 日本で世界に類をみないス

ピー ドで進む超高齢社会です。高齢化率も低 く、

青壮年期の患者が多かつた時代には診断して治

療 し、治癒させ、退院させれば医療は役割を終

えていました。 これがいわゆる 「病院完結型」

の医療です。 しかし、人生100年時代などと言

われ、75歳以上の後期高齢者が人口の5分 の 1

近くを占めるような時代にあっては、疾病構造

も変化 しています。多くの持病を持った高齢者

を病気と共存させながら、いかに生活の質を維

持をしていくかが医療の大きな課題になってい

ます。 「治す医療」か ら「治 し、支える医療」

への転換が求められているのです。 このために

は地域社会に目をむけ、医療施設、介護施設や

行政とも連携 して、地域の実情に応じた 「地域

完結型」の地域医療の構築が必要です。

済生会 日田病院は地域唯一の公的病院として

地域医療に貢献 していく使命 を担っています。

医療の枠組みに捕 らわれず、 日田玖珠地域に開

かれた地域医療の構築に尽力していきたいと考

えています。

出典 :「赤ひげ」 1965年 東宝映画
山本周五郎原作の「赤ひげ診療謂」を黒澤明監督が
映画化。三船敏郎演ずる「赤ひげ」 こと新出去定は
今風に言えば、地域医療の実践者である。

済生会日田病院 (ホームページhttp//saもek江.hta.dtajD
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放 射 線 科 と は

放射線科部長  楠   元   正   志

放射線科は内科や外科、整形外科等の診療科

と比較 して広 く知 られてお らず普段どのような

業務をしているか皆さんご存知ないと思われま

す。今回当院で行われている業務の一部をご紹

介 します。放射線科医の主たる仕事は、検査を

した結果、得 られた写真を読影 (ど くえい)す
ることです。 「読影」 というのは聞き慣れない

言葉かと思いますが、単純X線写真やCT、 MRI
等の医用画像を見て、患者さんの病気の有無や

その拡が りを検討し、診断レポー トを作成する

ことです。 「放射線」 という言葉が入っていま

すが、現在では放射線を使わない画像診断も多

く、画像診断科と呼ぶ施設もあります。

放射線診断専門医が病院の診察室で患者さん

と接する機会は少ないと思います。普段は読影

室と呼ばれる部屋で、医用画像を表示したモニ

ター画面を見なが ら読影 レポー トを作成 してい

ます。また病院内では患者さんの治療方針を決

定するカンファレンスが行われますが、放射線

科医は各科で行われているカンファレンスに参

加し、治療方針を立てるに当たって必要な画像

情報を提供しています。被ばくや侵襲性など各

検査法の特徴を考慮 して、適切な検査法や撮像

方法を決定 。推奨することも放射線科医の重要

な役割です。

また、業務の中にはIVRと いう聞きなれない

仕事も存在しています。

IVR(interventional radiology:イ ンター

ベンショナル ラジオロジー)について簡単に

ですが解説したいと思います。

IVRを 日本語訳とすると「放射線診断技術の

治療的応用」や「血管内治療」、「血管内手術」、「低

侵襲治療」、「画像支援治療」等の意味があります。

しかし、 日本語訳でも非常にイメージが湧かな

いと思われますが、X線透視装置やエコー、CT
を使用しなが ら治療や検査を施行 していく事で

す。

具体的な対象疾患の中には外傷に伴う肝臓や

牌臓、腎臓等の臓器損傷に対する止血術、内臓

動脈瘤に対する動脈瘤塞栓術、肝細胞癌に対す

る抗癌剤治療があります。具体的には足や腕の

動脈よリカテーテルという細い管をX線透視下

に目的血管に挿入し、抗癌剤や塞栓物質、金属

コイル等を使用することにより加療を行ってい

きます。一般的に知 られている心臓のカテーテ

ル検査に類似する手技です。利点として左記手

技は局所麻酔のみで可能な治療であり、手術 と

比較して侵襲は低 く患者さんの負担は少なくな

りますが、疾患や状態により適応が変化する場

合があります。

画像診断の専門家である放射線科診断医が、

みなさんの診断や治療方針の決定に関わること

も多くなっています。安心して検査を受けてい

ただければと思います。
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作業療法について

作業療法士 白 武 駿 弥

Ql.作業療法って初めて聞くけど、何ですか ?

Al.作業療法は、 「人々の健康と幸福を促進するために、医療、保健、福祉、教育、職業などの

領域で行われる、作業に焦点を当てた治療、指導、援助である。作業とは、対象となる人々

にとって目的や価値を持つ生活行為」を指 しています。 (日 本作業療法士協会より引用)

Q2.そ もそも作業って何ですか ?

A2.作業とは、食事・入浴等の身の回りの事や家事、仕事、余暇、地域活動等の人が行う全ての

活動の事を表しています。私たちは、毎日何かしらの作業を行っています !

Q3.どんな人が作業療法を受ける事が出来ますか ?

A3.当 院では医師の指示のもと、脳卒中や脊髄損傷、高次脳機能障害、心不全、心筋梗塞、肺

炎、COPD、 がん、認知症等々の患者を対象に、 日常生活に支障を来 し、支援が必要な方達
に対してアプローチしています。

Q4.こ こには、急性期病棟や回復期病棟、地域包括ケア病棟それぞれ違う病棟がありますが、 ど

んな役割がありますか ?

A4.急性期病棟では、病気や怪我の直後 (ベ ッドサイ ド)か ら開始 し、残された機能改善や新た

な機能低下を予防する事で、 日常生活への早期回復を図ります。

回復期病棟や地域包括ケア病棟では、全身状態が安定し、より具体的に生活をイメージし、

機能や能力改善を図ります。また、怪我による障害が残存している場合は、代償手段を通 し

て 日常生活への支援を行っています。生活で困つた事、や りたい事があれば教えて くださ
い |一緒に考えましょう。

また、住宅環境調査や外出訓練も行っています。退院後、安全に自宅内やその周辺で生活で

きるように支援しています。

Q5。 病院やクリニック以外にも、 どういった

場所で活動していますか ?

A5.介護領域では老人保健施設、デイケア。

福祉領域では障害者施設、児童福祉施

設。保健領域では保健所、地域包括支援

センター。職業関連では就労支援事業施

設、ハローワーク。教育領域では、特別

支援学校等、様々な場所で活動していま

す。

最後に、保険の種類によって受けられるも

のが決まってきます。
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医療買でお日りの方は、まず、ど相談ください。
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、経済的な理由によつて、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)しています。

● 受診を控えたり、受診回散を臓らすことのないように、まず、ごIm談くださぃ。

医療IB議員がIB談に応じ、所定の手続き (面談・所得の確認等)を経て、ホ制度の道用について決定します。

プライバシーは厳守します。

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)

(ω
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りま幌
)

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<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す。
・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す。
・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ヘ

通知いたします。

※失業等によリー時的に低所得となつた場合やDV廼己偶者からの暴力)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 0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<医
療相談員まで声をお掛け<ださい。
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国     
「済生」の心を受け継ぎ、医療と福祉の充実・発展を通 して、安心して暮らせる地域社会の実現に貢献します。

1.生活困窮者支援事業を推進 します。
2 信頼される救急医療体制を構築 します。
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つて、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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【5月・6月の巡回診療日程のお知らせ】
地 区 名 診 療  日 場 所 時   間

東羽田高花
5月 6月

12日 00・ 26日 00、 16日 00・ 30日 00 高 花 公 民 館 1:45～3:15

古   後 5月 19日の、6月 23日の 古後生活改善センター 1:45～3:15


