
日本|の医療は世界トップレベル?

院 長 林 田 良 三

日本人の平均寿命は年々伸び続けてお り、厚生

労働省の発表によると、2017年 には男性81歳、

女性87歳 と過去最高を更新しました。国別の順位

は男性が香港、スイスに次く
゛
3位で女性は香港に

次いで 2位でした。 日本人の平均寿命は今後も伸

び続けると予測されており、人生100年時代が現

実味を帯びてきました。

日本人がこれほど長生きになったのには複数の

要因が考えられますが、重要な要因の一つが世界

に誇れる日本の医療制度です。 2015年 、THE
LANCET(ラ ンセット)と いう世界的にも権威あ

るイギリスの医学雑誌に医療の質、国別ランキン

グが掲載されました。医療の質と一口で言つても

様々な切 り口があると思います。 ここでは医療機

関に容易に受診できて、質の高い医療を受けてい

れば亡くならずにすんだであろう患者さんの比率

(回避可能死亡率)を 32の疾病で指数化して国別

に比較 したものです。 これによ ります と日本は

195か 国中11位でした。 (表 1)日 本より上位に

ある国は日本より人口規模がずつと小さな国が多

く、日本の指数との差もわずかです。人口規模や

社会情勢が日本と類似したG7(先進 7カ国)の な

かでは日本が 1位でした。 日本の医療は世界 トッ

プレベルと評価されています。

医療現場で行われる医療そのものは現在では国

際的にもほぼ標準化されお り、先進国であればほ

ぼ同等です。 日本がすぐれているのは国民皆保険

制度に下支えされた医療機関へのアクセスの良さ

です。国民のだれもが低い医療費負担で質の高い

医療を容易に受けられる医療制度を日本は確立し

てきました。

そしてこのアクセスの良さを可能にしているも

う一つの要因が世界一多い病院数と充実した医療

設備です。ちなみに人口あたりのCT scan、 MRI

の普及台数は世界一です。しかし、そこで働く医

師数は2015年の調査ではOECD(経済協力開発機
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構)加盟国35か 国中30位、看護師数は12位で決し

て多くありません。世界一多い病院、充実した医

療設備の運営は少数の医師、看護師などの医療ス

タッフの時間外労働を厭わない献身的働きによっ

て支えられてきました。

しか し、 このような 日本の医療に今、危機が

迫っています。平成30年 6月 に成立した 「働き方

改革関連法」のもと、医療現場にも厳格な時間外

労働の制限がかかつてきました。

医療者のライフワークバランス、健康保持 と

いった観点からはとてもいいことです。ただ、医

師の地域や診療科による偏在や看護師不足への対

策がないまま働き方改革だけが先行 してしまうと

地域医療は維持できなくなってしまいます。世界

に類をみない少子高齢化が進む今、医療は大きな

曲が り角にきています。世界 トップレベルの医療

を持続可能にするために様々な医療改革が進んで

います。一人でも多くの方にこの状況を理解して

いただき、関心をもっていただけることを願つて

おります。

HAQ指数 :医療の質、アクセス指数 「防げるはずの死」

をどれだけ防げているかを32疾 病を対象に

国別に指数化195か国中上位20か 国を下記論
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口腔が ん検 診 のスス メ

歯科口腔外科医員  武  丼  雄  介

現在、日本では 2人に 1人ががんにかかり、 3人 に
1人はがんで亡くなっている時代です。

まさにがんは国民病といっても過言ではないかもし
れません。がんは体の様々な場所にできますが、皆様
は 「口腔がん」をご存知でしょうか。

日腔がんは日の中に出来るがんで、歯以外のどこに
でも出来る可能性があります。種類としては、舌がん、
歯肉がん、日腔底がん、頬粘膜がん、日蓋がん、日唇
がんがあり、そのうち日本人に一番多いのは舌がんで
す。 「ただの国内炎と思つていた」 「痛みがないため
放っておいた」などの理由から発見が遅れた場合、手
遅れになるケースが非常に多いのが現状です。

日の中にもがんが出来るの ?と 驚く方もいらっしゃ
ると思いますが、最近芸能界で、ある女優さんが舌が
んを公表したのをきっかけに初めて耳にした方が多い
のではないでしょうか。

日に見える症状としては、舌や粘膜の変色がありま
す。また、しこりがある、ザラザラした突起や潰瘍、
日の中の痛み、しびれ感、物が咬みづらい、話しづら
い、顎や舌が動かしづらいなどの症状が現れます。

がんを発症する原因としては、歯が欠けたり虫歯に
なったりして尖つた部分があったり、詰め物や被せ物
の不適合、合わない入れ歯による舌や粘膜への刺激、
喫煙や飲酒が原因と考えられています。
治療に関しては、手術療法、放射線治療や化学療法

があり、手術療法が第一選択です。また放射線治療と
化学療法を併用して行うことが多いです。進行癌の場
合、手術にて舌や顎の大部分を切除する必要があるた
め、他の筋肉や皮膚などの組織を移植して置き換えた
り、金属のプレー トで補強するような再建手術も併せ
て行うこともあります。

そう言ったケースでは容貌の変化や感覚の麻痺、嘩
下や発音や発声に障害が残ってしまうことが多く、生
活の質 (QOL)を低下させてしまう要因にもなります。
しかし早期発見 。治療できれば切除する範囲は小さい
ため、そのような後遺症が残らない場合が多いのです。
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視診・触診、病理検

①視診・触診
視診では、粘膜が自くなったり、ただれたり潰瘍

がないかを、触診では指で触れてしこりや盛 り上が
りがないかどうかを詳しく調べます。また首へのリ
ンパ節転移がないかどうか、頚部の触診もします。

②病理検査
1:細胞診

がんが疑われる部位の表面組織を綿棒やブラシ
で擦過し、顕微鏡でがん細胞であるかどうかを
調べます。

2:組織診 (生検)

より診断を確実にするため、局所麻酔をしてが
んが疑わしい部位を小さく切り取り、病理検査
を行い診断をつけます。

③画像診断
超音波検査
超音波を体内の臓器に向けて発射し、反射して
きた超音波を検出して映像化します。日腔がん
の検査では、頚部リンパ節の大きさや内部の状
態、リンパ節の転移がないかどうかを検査しま
す。
X線検査
歯科用の回内法撮影とパノラマX線撮影を行い
ます。主に歯肉がんが骨に浸潤 していないか、
転移がないかを調べることができます。
CT検査

体内の断層像を 3次元で確認することができ、
腫瘍の位置や大きさ、骨への浸潤状態、リンパ
節の転移の有無を確認する際に役立ちます。
MRI検査
骨や歯以外の軟組織の状態を細かく診断します。
アイソトニプ検査 (PET検査)

ごく微量のアイソトープ (放射性同位元素)を
静脈内に注入し、がんが骨に浸潤しているかど
うか、全身に転移しているかどうかを調べます。

回腔がんは日の中の表面にできることが多く、他の
胃や食道などの臓器と比べて外から目に見えやすいた
め、比較的早い段階で発見することが可能です。

ご自身でもこまめに日の中を観察して頂き、気にな
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今年 1月 よ り緩和ケア病棟入 り口付近に
「入退院支援・検査説明セ ンター」 という

看板の部屋がある事 に気づかれた方 また

は、利用された方がいらっしゃるかと思い

ます。今回は、 この入退院支援センターの

紹介をいたします。

入退院支援センターは、円滑な入院生活

を送るために、入院に関する説明や準備、

手続き等を多職種が入院前か ら関わ り患者

さんの問題に対 して支援する部署 として誕

生しました。また、 PFM(Patient Flow
management)、 病院での生産性向上のた

めに、よ り多 くの患者さんに、現場スタッ

フの負担を増やす ことな く提供できる考え

方 0仕組みを用いたもので、早期に介入す

ることで リスクを減 らし効率化を図ろうと

する、働 く私たちの業務改善にもつながる

と言われています。

では、具体的に入院前か らどのような患

者さんを対象に、 どのような支援を行 うの

かについて述べます。支援の対象となる患

者さんは、悪性腫瘍や認知症等で繰 り返 し

入院をされる方、介護が必要な状態の方、

医療費の支払いに困つている方、 日常動作

が低下 し自宅で生活を送るために住居の改

築等が必要な方、退院後 も医療処置を必要

とする方々です。支援にあたって、次のよ

うな内容をお尋ね します。病状の経過、社

会的な背景、入院前に利用 していた介護・

福祉サービスの内容、治療中の疾患や服用

中の薬の情報等々。それ らの情報に加え、

検査データーや身体の状態か ら栄養状態や

予測されるリスクを把握 します。そ して、

必要な専門の職種 (例えば栄養士か ら栄養

指導)が入院前か ら対応 し、入院中の関わ

リヘつなげます。 さらに、入院生活や 自分

が受ける検査・手術等がイメージができる

よう詳しく説明します。

また、把握 した情報か ら、今 まで地域で

支えてきた関係機関 とも連携を行います。

入院によって今までのサー ビス等が、途切

れることな くできるだけ早い時期に以前の

ような生活 に戻れるように調整 します。私

たち医療者は、得 られた情報か ら患者さん

の個別性 を事前に把握することで、患者 さ

ん をよ く理解 して入院 を受 ける ことがで

き、スムーズな治療 0看護の提供ができま

す。

今回の入退院支援セ ンターの開設は、実

際のアンケー ト結果においても、説明する

環境 は プライバ シー の確保が保 たれて い

る、細かい事 まで聞けたのであ りがたかっ

た、入院費の具体的な金額が聞けて安心 し

た、等、患者満足の向上 となっています。

また、職員か らも入院時の患者情報の入力

等が短縮 された と言 う意見があ り、少 しず

つですが、業務改善につながっています。

院内でも様々な職種間の連携が入院前か ら

図れるようにな り、早期か らの支援が開始

できるようにな りました。現在、スタッフ

2名 で対応 してお り、すべての予約患者さ

んへの対応はできていませんが、親切丁寧

な対応 とわか りやすい説明を心がけていま

す。患者 さんが、安心 して入 院生活 が送

れ、不安な く退院ができるように支援 して

いきたいと思います。

入退院に関して何かお困 りのことがあれ

ば遠慮なくお申し出ください。
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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っ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。一般の風邪とは異な り、感染力が強いため時期的に

(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れていますが、ワクチン

は感染するのを完全に防ぐことはできませんが、感染後の症状を軽くした り、発病や感染後の重症

化をある程度予防できる効果があります。またインフルエンザに感染 している人がくしゃみや咳を

した時に国から飛び出す じぶきを別の人が吸い込むことによって感染する「飛沫感染」と、感染 し

ている人の咳などでウイルスが付着 した ドアノブや環境表面に触れて、 自分の鼻や口に触れること

で感染する 「接触感染」の2つ の感染経路があります。

◆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。

<予 防策>

外出後など手洗いをする

無
％
マスクを着用する

畷

うがいをする

十分な栄養と睡眠で
免疫力を高める

換気をする
(湿度50～80%保つ)

【2月 03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。
*健康保険証、医療受給者証 (または高齢受給者証)を持参してください。
*病院の窓口で現金をお支払いいただくのと同様に有料です。

地 区 名 診  療  日 場 所 日寺 間

東羽田高花
2月          3月
12日 17Kl・ 25日の、 10日 ω 。24日ω 高 花 公 民 館 1:45～ 3:15

古 後 2月 18日の、3月 17日ω 古後生活改善センター 1:45～3 15
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