
医師の働 き方改革

院 長 林 田 良 三

新年明けましておめでとうございます。年頭

にあた り、今年こそ新型コロナウィルス感染症

の猛威が収まり、平常、平穏な社会が一 日でも

早く戻つてくることを祈つております。

さて、今回は医師の働き方改革についてお話

をしたいと思います。2016年 1月 、新潟の某

病院に勤務 していた37歳 の女性研修医が自宅

近くの公園で遺体で発見されました。後に長時

間労働により心身を病み、自死したものとわか

り、過労死として労災認定されました。

電通の新入社員であった女性の過労自殺が報

道 されてか らわずか lヶ 月後のことで したが、

なぜか電通ほどセンセーショナルには報道され

ませんでした。

彼女の月の残業時間は平均 187時間、多いと

きには251時 間に及んでいたことが後に判明し

ました。病院管理監督者は労務管理責任を厳 し

く問われました。月251時 間の残業というのは

lヶ 月間、一 日も休まずに一日13時間働いても

及ばないとんでもない労働時間です。看護助手

として働きなが ら、苦学の末医学部に入学 し、

2013年 に夢だつた医師 としてのスター トを

きってか ら3年 も経っていませんでした。人の

命を救 うのが使命であるはずの医師が自ら命を

絶つほどに追い詰められていたと思うと胸を締

め付けられるような思いです。

しかし、これは決してまれなケースではない

のです。最近の厚生労働省の調査でも病院勤務

医の約40パ ーセン ト近 くは過労死 ラインと考

え られている月80時 間以上の時間外労働をし

てお り、 10パーセントは月160時間以上の時間

外労働をしている実態がわかつています。業種

別にみても月80時間以上の時間外労働をして

いる割合が最も高いのは医師でした。長時間労
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働による医師の過労死は一般に報 じられること

は少ないのですが、以下の一文は2017年 6月

13日 の毎日新聞社説からの引用です。 「医師の

自殺率は一般より高い。その多くは長時間の勤

務が絡んでお り、過労による病死を含めると毎

年100人 を超える医師が命を落としていること

になる。一つの医科大学の卒業生数に匹敵する

数である。」

医師の長時間労働の要因の一つは日本におけ

る医師数の少なさです。多くの先進国が加盟 し

ているOECD(経 済協力開発機構)35カ 国中、

日本の医師数は30位です。世界 トップクラスと

いわれる日本の医療は長時間労働を厭わない医

師の献身的な働きにより下支えされていること

はあまり知られていません。

医師、特に救急に携わる勤務医の前述したよ

うな働き方の実態を知れば、医師にも働き方改

革が必要なことはご理解いただけると思います。

2018年 6月 「働き方改革関連法案」が成立 し、

2019年 4月 か ら施行 されています。ただ し、

医師への施行は地域医療への影響を考慮して 5

年の準備期間が与えられました。医師の働き方

改革が施行されれば日常の診療に新たな制約が

もうけられるなど、国民にも影響が及ぶことに

な ります。医師の 「働き方改革」は国民への周

知と理解、同意なくしては達成できない課題で

あることを強調しておきたいと思います。

※具体的な医師の 「働き方改革」ついては次の

機会にお話したいと思います。
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放射線科の業務 について

皆様はじめまして。済生会 日田病院放射線科

医員の田渕と申します。新型コロナウイルスに

よる肺炎が流行 りはじめてから約 1年が経とう

としていますが、皆様いかがおすごしでしょう

か。 自分は2020年 4月 か ら当院に赴任 しまし

たが、大分県は初めてで、県内の観光地をま

わってみたいと思っていた矢先の緊急事態宣言

発令や相次ぐ自粛ムー ドによって実現できてお

らず、とても残念です。さて、今回は放射線科

の業務についてお話したいと思います。医療関

係者以外の方々には放射線科 とはなかなか聞き

なれない科と思いますが、普段私たち放射線科

医がどのような業務を行っているか、少しでも

伝わればと思います。

【画像検査】

皆様 のなか には病院で レン トゲ ンや CT、

MRIと いった画像検査を受けられた方もいらっ

しゃるのではないかと思います。撮影 した写真

をチェックし、診断を行 うことを読影(ど くえ

い)と いい、放射線科が行つている主業務のひ

とつです。読影の結果で患者さんの治療方針が

決定することもあるため、責任感を感 じると共

にや りがいのある仕事だと思っています。急患
の方の検査時等には、検査室で主治医の先生と

議論を重ねなが ら読影を行うこともあり、他科
との連携も非常に重要な業務です。画像検査の

なかには、機械か らの放射線や磁気で体内の写
真をとるCTや MRIの他に、放射線を発する薬

放射線科医員 田 渕 史 典

剤を注射 して体内から出る放射線を捉えて写真

にする核医学検査というものもあります。もち

ろんその薬剤による放射線は人体には影響がほ

とんど無いものが使用されています。

【放射線治療】

こちらも放射線科が行っている主業務のひと

つです。癌の治療といえば手術や抗癌剤を想像

される方も多いと思いますが、放射線による癌

治療も積極的に行われています。放射線治療単

独だけではなく、放射線照射で癌を小さくして

か ら手術を行った り、抗癌剤と組み合わせて治

療を行 うなど、患者さんの状態や希望に応じた

治療が行えることが特徴です。

【血管内治療】

IVR(Interventinal Radiology:イ ンターベ

ンショナル ラジオロジー)と 呼ばれることもあ

り、聞きなれない言葉だと思います。肝臓癌ヘ

の治療や、外傷によるお腹の中の出血を止めた

りすることが多いです。具体的にはカテーテル

という細い管を血管内に入れ、その先端から抗

癌剤を流 したり、損傷 した血管を詰める薬剤を

流します。

以上が放射線科の一般的な業務内容にな りま

すが、加えて当科では救急内科患者の診察や入

院対応などの業務も行っています。 日田近隣の

皆様の健康のお手伝いができれば幸いです。
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カルテ開示と個人情報保護法
診療情報管理室 主事  丹 生  真 人

1.カ ルテ開示と個人情報保護法について

最近よく『カルテ開示』という言葉を耳にする

ことはありませんか ?

患者さん本人のカルテは手続きに沿って請求す

れば、閲覧やコピー等を受け取ることができま

す。この件については 「個人情報の保護に関する

法律」 (以下、個人情報保護法)の中で下記のと

おり明文化されています。

第28条 本人は、個人情報取扱事業者に対

し、当該本人が識別される保有個人データの

開示を請求することができる。

2 個人情報取扱事業者は、前項の規定によ

る請求を受けたときは、本人に対し、政令で

定める方法により、遅滞なく、当該保有個人

データを開示しなければならない。ただし、

開示することにより次の各号のいずれかに該

当する場合は、その全部又は一部を開示しな

いことができる。

①本人又は第二者の生命、身体、財産その他

の権利利益を害するおそれがある場合

②当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実

施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合

③ 他の法令に違反することとなる場合

この 「本人」を患者さん、「個人事業取扱事業

者」を病院、「保有個人データ」をカルテと読み

替えると分かりやすいと思います。患者さん自身

が識別できる個人情報の開示、つまリカルテの開

示を請求できます。そして、病院はその請求を受

けた場合①～③の理由がない限リカルテを開示し

なくてはなりません。

※2005年 に施行された個人情報保護法ですが

2017年 (施行)に改正され、その後 3年 ごと

に必要に応じて改正されることになっており、

昨年がその改正に当たる年でした。2020年改

正で新たに電磁的記録が開示方法として選択で

きるようになったため、施行 日までに当院も対

応する予定です。個人情報の中でも医療に関す

る個人情報は、特に注意を要するセンシティブ

情報とされており、病院としても十分理解し対

応する必要があります。

2.カ ルテ開示の対象は ?

当院で作成されたカルテ全般の記録や画像 (レ

ントゲンや CT等 )が該当します。なお、他医療

機関からの紹介状等の当院作成ではない文書・記

録等については対象とはなりません。

3.開示件数はどのくらい ?

カルテ開示件数は増加傾向であり、令和元年

度は最も多くの開示請求がありました。特にB型

肝炎訴訟のために必要な記録を請求される患者さ

んが多くを占めています。

年度別カルテ開示件数 (過去10年 )
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4.開示手続きはどうすればよい ?

個人情報保護の観点か ら情報漏洩を避けるた

め、慎重かつ厳格に手続きを行っています。

【手続きについて】

1.患者さん本人による申請が原則となります

2.開示手数料 。実施料として費用が発生します

3.開示請求翌 日から起算して、14日 以内に通

知を行います (手続きに日数を要します)

なお、患者さん本人が諸事情により代理人請求

を希望される場合や死亡されている場合などは、

委任状や患者さんとの関係が証明できる書類等の

提出により申請できますが、個人情報保護の観点

から本人による申請を原則としています。 (代理

人請求であつても患者さん本人へは直接連絡を行

い請求に対しての確認を行います)

カルテ開示の請求やご相談等ございましたら、

診療情報管理室までお問い合わせ下さい。
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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く

゛
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。
感染経路には、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
つの経路があります。

【2月 03月の巡回診療日程のお知らせ】

※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。

<予 防策>

外出後など手洗いをする
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(湿度50～80%保つ)

流行期は
人混みを避ける

◆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。

地 区 名 診 療  日 場 所 日寺 間

東羽田高花
2月         3月
9日の .24日

17Kl、 16日 の 。30日の 高 花 公 民 館 PMl:45～3:15

古 後 2月 16日の、3月 23日ω 古後生活改善センター PMl:45～ 3:15
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