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ひとと地域をケアで包む
鳥取市立病院

鳥取市立病院
Tottori Municipal Hospital

病院理念にある、信頼（conﬁdence）
、心温まる
（heart-warming）、
楽しく
（happily;cheerfully）
の頭文字、鳥取（tottori）、
病院（hospital）
の頭文字「T」
「H」
「C」
を組み合わせてあらわしました。
Tには、連携（tie-up;cooperate）
やチーム(team）
の意味も込められています。
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抱 負
当院は、急性期から慢性期まで幅広い医療を真摯に実践してきました。
しかし、
これら
の地道な取り組みは、住民の方々や医療に関わる院外の方々にはなかなか伝わり難い傾
向があります。
そのため現在、
ホームページ、業績集、鳥取市立病院だよりを読み易く、利
用し易くするための刷新を行っています。加えて季刊誌を創刊することにより、医療関係
者、医学生、看護学生の方々に当院の診療内容や取り組みを知って頂き、医療連携の推
進や当院への就職の一助となれば幸甚と考えています。
治療面でも診断面でも現代医療の進歩は凄まじく、最先端医療のみならず一般医療ま
で実践的対応が求められております。一方で地域における高齢化も急速に進行しており、
これに対する病院医療の対応も急務となっております。
今後共、職員一同、
力を合わせて地域の医療に貢献して行きたいと考えております。

市立病院の果たすべき役割
当院は公的病院であり、急性期、亜急性期、慢性期、在宅診療の全ての領域で過不足
のない医療を提供する責務があります。
また、近年増加が著しい高齢の患者様においては
亜急性期以降の診療がますます必要性を高めており、鳥取ではこの傾向が特に顕著で
す。前事業管理者の田中先生が整えられた体制を更に充実させながら取り組んで行きた
いと考えています。一方で、急性期においても先進的医療を取り入れながら、安全で質の
高いレベルを保つ必要があります。
これらを充たすためには人材の確保が必要不可欠で
すが、地域医療における医師、看護師、
その他の医療スタッフの人材不足はますます深刻
になっています。
これらの相反する課題に対して、質の高い医療を実践しながら人材の確
保育成にも積極的に取り組んで行くことが当院の大きな役割と考えています。

医師の養成
新医師臨床研修制度が始まって以来、医学部の卒業生は都会の大病院へ集中し、地
方の研修医は激減しています。
これが地方大学の医局を中心とした医師派遣体制の崩壊
を招き、全国各地で病院の閉鎖や診療科の閉止などの医療崩壊を起こしてきました。
当
院でも初期研修医の確保は停滞していましたが、幸い平成25年度は初期研修医が5名
（1年次3名、2年次2名）、後期専門研修医が3名となります。今後、彼らの若い力を伸ば
し、地域での医療の充実に寄与して貰う必要があります。
そのためには病院単独の研修医
であるという考えを捨て、地域全体の研修医として育成することが重要と考えています。
当
院では、既に智頭病院、岩美病院、鳥取医療センター、垣田病院、藤井政雄記念病院と共
に鳥取県東中部圏域の医療相互支援体制を構築しています。
このシステムを研修医の育
成にも生かしながら、従来のプログラムに加えて総合診療医育成プログラムを設定し、地
域に根ざした医師を育てて行きたいと考えています。
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地域がん診療拠点病院への取り組み
地域がん診療拠点病院には、発見、診断、治療、緩和の癌診療における四分野の全て
を充分に実践することが求められます。癌の発見に関して当院では、従来より健診セン
ターを充実させ取り組んで来ました。本年度からは血液検査による胃癌スクリーニング
も開始します。
胃カメラによる患者様の苦痛の軽減に寄与するものと期待しています。癌
診断は、治療方針の決定のため正確であることが必要です。
当院では、
ＣＴ、
ＭＲＩに加え
鳥取県東部唯一のＰＥＴ／ＣＴを早期より導入しており、原病巣だけでなく転移の有無
に関しても詳細な診断および評価が可能となっています。治療面では、従来の手術、放
射線、制癌剤治療に加えて内視鏡的切除を積極的に実施しています。本法は低侵襲であ
り、高齢の方にも実施できる点と入院期間の短縮が大きな利点で、現在の社会的ニーズ
に合致するものです。
また、放射線治療に用いる小線源遠隔操作照射装置は、県内では
当院と鳥取大学のみが保有し局所治療に大きな威力を発揮しています。緩和医療は、疼
痛緩和のみならず精神的支援まで全人的な取り組みが必要です。当院では、緩和医療
チームの設置と共に病床改造を行い専用病床を設定しました。
これにより、診断早期よ
りの癌緩和に努めています。今後、以上の四分野全ての更なる充実を目指して行きたい
と考えています。

東部医療圏での機能分化
医療における機能分化および分担は全国的な傾向です。
この主な原因は地域の医師お
よび看護師不足と、長引く不況による医療財政の悪化です。
当地域においても病院間の機
能分担、場合によっては統廃合の流れが進行する可能性があります。
この場合に最も大切
な点は、提供できる医療の質と量を充分に確保し低下させないという事と考えます。経費
の節減を目的とした機能分担や統廃合では、単純な病床削減のみが進行し医療の質・量
共に低下します。
また病院の運営・経営も悪化します。各医療機関が何を担い、全体の医
療を如何に維持するか、救急医療はどこが担当するのか、医師や看護師の確保はどのよう
に行うのか、経営の担保はどの様に行うのか、等に関する地域全体での充分な議論が必
要と考えています。

人生訓
「天地人」
という言葉があります。2009年のNHK大河ドラマのタイトルで、上杉謙信が
好んで用いた言葉です。由来は孟子で、
「天の時は地の利に如かず。地の利は人の和に如
かず。」
が原典です。即ち、最も大切なものは天の時（チャンス）
でも地の利でもなく、人の和
＝人の協調・共同であるということです。
当院の理念のひとつ
「楽しく働ける病院」
は将に
このことを表現しているのではないでしょうか。病院職員が心と力を合わせれば、今後の
厳しい医療情勢にも必ず対応できると信じています。
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超高齢社会における
総合診療科の果たす役割
〜鳥取市立病院の取り組み〜

鳥取市立病院
顧 問

鳥取市立病院
総合診療科

鳥取市立病院
総合診療科

重政 千秋

懸樋 英一

庄司 啓介

我国の65歳以上の高齢者人口は10数年後には
30%を越えると推定されているが、鳥取県の多くの自
治体では、現在でも既に30%に達しており、
中でも日南
町、
日野町、
若桜町のそれは40%を越している
（図1）
。
ご存じのように、高齢者は一人一人の患者が多くの
疾患を有し、現状では軽症であっても複数の医師（専門
別）に管理され、受診回数も増え、投薬も増えるといっ
た問題を抱えている。従って、超高齢社会の地域医療の
現場では、臓器別専門医ではなく、総合診療医が強く
求められることは誰しもが考えるところであろう。
確かに最新の治療手技や最先端の医療機器を用いて、一つの分野の最先端の医療を行うことのできる
臓器別専門医は国民のニーズからみても極めて重要である。
しかし、一つの専門分野を極めようとする専
門医による診療は、地域医療のいろいろな場面においては、表1にみられるようないろいろ不具合が存在す
ると言われる。

地域医療の現場で求められる診療の質を表2にまとめた。
これらを実践するためには、総合診療能力養
成が強く求められる。
しかし、
これまでの医学教育の中で、幅広い総合診療能力を有する医師育成の努力
がなされてきたであろうか？
自治医科大学 梶井英治教授の医学生の希望調査（n=14.468）
によると、9割の学生が幅広い総合診
療能力を有することを希望している
（表3）。
しかし、現実
には、全国国立大学附属病院長会議が「国立大学附属
病院の今後あるべき姿を求めて〜その課題と展望〜」
（平成24年3月公表）
の中で分析しているように、国立
大学附属病院では、
これまで高度先進医療の担い手と
しての臓器別専門医育成を過度に推進した反面、地域
ニーズや学生・研修医ニーズとしての幅広い総合診療
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能力を有する医師育成を怠ってきた結果、地方にお
ける初期研修医をはじめとして若い医師を激減させ、
そのことが地域医療を崩壊の危機にさらした可能性
があると反省している
（図2）。
鳥取大学医学部の入試制度に、平成18年から医
師養成確保奨学金（地域枠）5人以内、平成19年から
同（一般枠）15人以内、平成21年から緊急医師確保

後期研修医として残る

対策奨学金（特別養成枠）5人以内、
そして平成22年
から臨時特例医師確保対策奨学金（臨時養成枠）12
人以内などの医師確保奨学金制度が導入されてい
る。医療関係者の間では、鳥取県の将来の医師確保はこれで十分であると楽観的に捉えられているよう
に思われる。
しかし、
これらの制度が地域医療に効果を発揮するには、今後10年後、15年後である。例
え、
これらの地域枠の学生が増えたとしても医学教育の中で、
この地域で実践されている、
または実践さ
れるべき地域医療の重要性が語られ、
そして総合診療能力養成の必要性が語られない限り、
この制度は
必ずしも実効的でないように思われる。即ち、卒前医学教育や卒後教育が従来通り、臓器別専門医のみ
の養成を重視する限り、超高齢社会の地域の医師不足は解消されないように思われる。
「地域の医療現場で求められる診療の質」
は、前述（表2）
したように、
これらを実践するためには総合
診療医や総合診療能力を有する臓器別専門医育成が必要である。卒前医学教育の中で、地域の特性を
含めて地域医療の重要性を教育するとともに、地域の一般病院（総合診療教育は大学病院では難しく、
一般病院でこそ優秀な指導医のもとで可能）
における卒後初期臨床研修や後期研修期間を用いて総合
診療能力養成が強く求められている。
図3に初期研修を行う
（行った）病
院を選んだ理由を示している。基本
的診療能力とプライマリケア対応能
力の習得に関する項目が上位を占
め、なかでも指導体制の充実を2番
目に挙げている。
自治医科大学の建学の精神は、
ま
さに
「地域医療と総合診療」
である。
鳥取県内の自治医科大学卒業生の
卒後9年間の臨床修練の内容は、
ま
さに総合診療能力養成である。その
意味では、地域における総合診療教
育の指導医の人材には事欠かない。
全国の自治体病院の多くが、大学病院の地域への医師派遣能力の低下から、勤務医、
なかでも内科医
師の激減から病院の存続の危機にさらされていることはよく知られているが、鳥取市立病院もその例外
ではなかった。
そのような状況の中で、鳥取市立病院では、将来この地において地域医療を実践する総
6

合診療医または総合診療能力を有する臓器別専門医を育
成（確保）
する目的で、
平成24年4月に1年間の準備期間を
経て、
「 総合診療科」
を開設した。
このことは、鳥取市立病
院の役割について、鳥取県医療政策課ならびに鳥取県立
中央病院との間で実施された申し合わせ
（平成23年11月
28日）に合致するものでもあった（表4）。幸いにして、現
在、私を含めて3名の医師が総合診療科を担当している。
鳥取市立病院総合診療科は、初診外来や地域支援緩和
病床を担当し、救急医療にも参画するとともに、図4に示すように、臓器別専門医の患者を受け持つこと
で臓器別専門医をサポートする代わりに臓器別専門医による教育・指導を受けることを可能とした。
こ
のことは思いもよらず内科診療の機能向上をもたらした。平成25年4月には、私を含めた5名（うち2名
が自治医科大学卒）
の体制となることが決定している。
結果として、平成23年3月末に比べて内科医師の倍増
をもたらした。
地域医療を取り巻く厳しい諸状況を踏まえ、個別の
医療機関の努力のみではなく、規模と機能の異なる医
療機関が連携して、鳥取県東中部の医療を守る取り組
みを実施するために、平成24年3月16日に鳥取市と
智頭町の間で、
「鳥取県東中部地域医療推進協議会」
を設置した。
平成24年9月には更に本協議会に岩美町が加わることとなった。
この協議会のもとで、鳥取
市立病院（中規模病院）、智頭病院・岩美病院（いずれも小規模病院）、佐治診療所（無床診療所）
の診療

ネットワークをベースとした
「鳥取県東中部圏域地域医療支援ネットワーク」
を形成してきた。
そしてこの
地域の医療を担う
「総合診療医」
あるいは総合診療能力を有した臓器別専門医を育成するために鳥取
市立病院の中に、鳥取市立病院・智頭病院・岩美病院・佐治診療所の診療ネットワークによる
「地域医
療後期研修プログラム」
（図5）
とそれに連動する初期臨床研修プログラム
（総合診療医育成コース）
を
設置している。図6に後期研修プログラムの指導医体制を示した。
また、
このプログラムでは、
日本全国か
ら外部講師を招聘しており、
これらの臓器別専門医、外部講師を含めて屋根瓦方式の指導体制としてい
7
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る
（図7）。
地域医療を担う総合診療医や総合診療能力を有する臓器
別専門医を育成するために、総合診療科独自の回診、カン
ファレンス
（毎日）、
ジャーナルクラブ（抄読会）、研修医モーニ
ングレクチャー（1回／週）を実施するなどして、診療科医師
個々人の能力アップに懸命に取り組んでいるところである。
さて、前述したように、鳥取県の人口の26.1%（平成20年）
が65
歳以上の高齢者で6町が30%を超え、3町が40%を超えている。
従って、
この高齢社会において、
医療の果たすべき役割は、
自治医科大学地域医療白書3号
（
「安心して暮らせる医
療づくり」
：2012年3月）
に記載されている通りである
（図8）。
自治医科大学 梶井教授は
「地域医療とは、住民の
健康問題のみならず、
生活の質にも注目していく医療活動」
と述べ、
それを総合診療医が担うべきと述べている。
鳥取市立病院が位置する鳥取市駅南地域は、
さらに南や東南に智頭町、若桜町、八頭町などの自治
体もその医療圏の中に抱えている。従って、鳥取市立病
院総合診療科は急性・慢性疾患の管理・コモンディジー
ズの診療、疾病の1次・2次予防に貢献するとともに地域
のかかりつけ医と連携し、在宅医療、介護予防などに関
わるのみならず、地域緩和医療、看取りなどの終末期医
療にも積極的に参画することが求められている
（図9）。
総合診療科がこれらの役割をよりスムーズに実践す
るために、本院に地域医療総合支援センターを新たに
設置し、本センター内の地域ケアセンターに総合診療科
を配置した。総合診療科医師は、地域連携室に配置されている口腔ケアチーム、
リハビリチームなどの
チーム医療を介して、地域のかかりつけ医、老健、介護施設と連携することとしている。
また、鳥取市福祉
保健部などの行政部門と協力体制を敷き、疾病の1次・2次予
防に取り組む必要もある
（図10）。
総合診療科は決して医療のゴミ捨て場ではなく、病院内で
初診外来や救急外来を担当するのみならず、入院診療（地域支
援緩和病床、生活復帰病床、一般病床）
も担当し、
「 病院総合
医」
としての役割を担うとともに、超高齢社会において住民の
生活の質にも注目
しながら住民一人
一人に寄り添って支援していく医療活動にも関わっていくこ
とが求められている
（地域総合医）。
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地域医療機関診療ネットワークによる
総合診療実習
重政 千秋、懸樋 英一、庄司 啓介、山下
神谷 剛（岩美病院） 濵﨑 尚文（智頭病院）

裕（鳥取市立病院）

平成16年度に卒後2年間の初期臨床研修を義務化した「新医師臨床研修制度」が、全国マッチン
グのもとに導入された。鳥取大学医学部附属病院では、全国の地方にある大学病院同様、初年度の
100%マッチングからその後急激に低下していった歴史がある。当時、卒後臨床研修センター長の任
にあたっていた私は、大きな責任を感じていた。学生が都会や有名研修病院を目指してこの地から
去って行った一因として、医学教育の中で、地域医療や総合診療能力の重要性・必要性が語られてこ
なかったことにあるのではないかと考え、私が担当していた病態情報内科学（第一内科）では、平成
18年度から医学科1〜2年次の早期体験実習、そして5年次の臨床実習1・2を用いて日南病院、智
頭病院や江尾診療所などの地域医療の現場の見学実習を取り入れ、平成23年3月の定年退職まで
継続してきた。
学生の地域医療実習レポートには、①超高齢社会における地域医療の重要性、②医師やコメディ
カルスタッフの地域医療に対する情熱、③病院のコメディカルスタッフのみならず行政からの保健・
福祉関係者によるチーム医療の重要性、④医療従事者−患者ならびにその家族の良好な信頼関係
構築は医療の原点、⑤地域の地形・気候と疾病との関係、⑥在宅医療と医療経済、⑦在宅で死を迎
えることの意味（家族構成と終末期医療）などが真剣に綴られていた。
一方、国においては、やっと平成20年度に文部科学省と厚生労働省が合同開催した「臨床研修制
度のあり方に関する検討会」
（ 高久史麿座長）における検討結果を踏まえ、
「 医学教育カリキュラム検
討会」
（ 荒川正昭座長）において、①基本的診療能力の確実な習得、②地域の医療を担う意欲と使命
感の向上、③基礎と臨床の有機的連携による研究マインドの涵養などの3つの観点から
「医学教育モ
デル・コア・カリキュラム」の改定が提言され（平成21年5月）、従来から実施されていた「早期体験実
習」、
「 社会医学実習」に加えて、4年次の「地域医療体験」
（ 1日）
とともに5〜6年次に実施される臨床
実習2における「地域医療臨床実習」を可能とする改定が行われ、平成23年から実施されることと
なった。
鳥取大学医学部では、既に平成23年度から4年次の「地域医療体験」が実施され、鳥取市立病院
としても積極的に協力してきた。学生のレポートや報告書を見る限り、鳥取市立病院が主張する
「総
合診療医」や「総合診療能力を有する臓器別専門医」育成の重要性、
「 全身の身体的所見」や「基本
的検査」の重要性、
「 地域医療とチーム医療実践」の重要性は十分に理解され、好評であったと考え
ている。
また、6年次「地域医療臨床実習」は、平成25年5月20日〜6月28日に2週間を1クールとして3
クール実施されることとなり、地域の中規模病院である鳥取市立病院としても、地域の医療を担う
「総合診療医」や「総合診療能力を有する臓器別専門医」育成の重要性に鑑み、是非とも参加したい
との田中管理者と山下院長の意向に沿って、病院あげての協力体制を敷くこととした。学生を受け入
れるからには、
「 医学教育モデル・コア・カリキュラム〜教育内容ガイドライン〜」の主旨も十分に盛り
込んだシラバス作成が求められる。本ガイドラインの一般目標と到達目標を記載する。
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特 集

地域医療臨床実習
【一般目標】
地域社会（へき地・離島を含む）
で求められる保健・医療・福祉・介護等の
活動を通して、各々の実態や連携の必要性を学ぶ。

【到達目標】
1） 地域のプライマリ・ケアを体験する。
2） 病診連携・病病連携を体験する。
3） 地域の救急医療、在宅医療を体験する。
4） 多職種連携のチーム医療を体験する。
5） 地域における疾病予防・健康維持増進の活動を体験する。

鳥取市、智頭町、岩美町では、現在、地域の医療を守るため
「鳥取県東中部圏域地域医療推進協議
会」を設置し、規模と機能の異なる医療機関が診療ネットワーク
（鳥取市立病院・智頭病院・岩美病
院・佐治診療所診療ネットワーク）
を形成している。本ガイドラインの主旨をより効果的に実践するた
めに、今回の「地域医療臨床実習」のシラバスは、
「 鳥取市立病院・智頭病院・岩美病院の診療ネット
ワークによる総合診療実習」
として学生に提示することとした。本シラバスに掲げた一般目標、行動目
標を以下に示すとともに2週間の実習内容を概説する。

鳥取市立病院

総合診療科

「鳥取市立病院と智頭病院・岩美病院の診療ネットワークによる総合診療実習」

1．一般目標
地域の中核病院（鳥取市立病院）
と小規模病院（智頭病院または岩美病院）の診療ネットワークを
用いた総合診療実習を通して
「Common disease」の診断と治療に精通するとともに、地域の中規
模病院の救急医療に果たす役割や高齢者医療、特に緩和・終末期医療、介護の在り方（実態）を学
ぶ。
また、医師としての基本的態度・技能・倫理観を養い、患者ならびにその家族との良好な人間関係
を確保できるように努めるとともに、病気（患者）
の社会的背景把握の重要性を学ぶ。

2．行動目標
1） 在宅医療を含めた地域医療の見学を通して、患者の諸種社会的背景の把握に努める。
2） 一般病院における総合診療科（外来・入院）
の実態を把握し、医師としての基本的態度・
技能・倫理観を養うことができる。
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3） 望ましい医療面接技能と正しい系統的診察法を行うことができる。
4） 基本的検査（血液一般、検尿、生化学的検査、胸部X線写真、心電図など）
の重要性を学ぶ。
5） 地域の中核病院の救急医療に果たす役割を学ぶとともに2次救急の実態を知る。
6） 高齢者の持つ特徴を熟知するとともに、地域における緩和・終末期医療、介護の在り方を学ぶ。
7） 地域医療遂行に、
コメディカル部門とのチーム医療の重要性を学ぶ。
8） 動脈硬化症とその危険因子群（高血圧、糖尿病、脂質異常症、
メタボリックシンドロームな
ど）
などのCommon diseaseの診療ガイドラインに精通する。
9） 実習全体ならびに受け持ち患者のレポートを作成し、合わせてそれぞれのカンファレンスを
実施する。

3．実習予定の概説
1） 鳥取市立病院総合診療科において、初診外来を見学し、地域支援緩和病床（総合診療科病
床）
にて入院患者の診療実習を行う。
2） 全身の身体的所見の取り方についてレクチャーならびに実習を行う。
3） 基本的検査〔胸部X腺写真、心電図、血液一般（白血球分類を含む）、検尿（沈査を含む）、血液
生化学的検査、血清学的検査など〕
の重要性を学ぶ。
4） 細菌検査（グラム染色と抗生物質の選択）
についてレクチャーと実習で学ぶ。
5） 地域支援緩和病床カンファレンスにおいて、高齢者の特徴、
コメディカル部門とのチーム医
療の重要性、終末期・緩和医療のあり方等について学ぶ。
6） 小規模病院である智頭病院・岩美病院において、在宅医療（在宅医療合同カンファレンスを
含む）、保健医療福祉の連携の重要性を学ぶ（疾病の1次・2次予防、介護予防）。
7） 鳥取市立病院救急外来当直（第1週目金曜日）
を行う。
8） 中規模病院における整形外科、小児科外来の現状を学ぶ。
9） 初期研修の1日を研修医とともに行動し、経験する。
10） 毎日実施されている総合診療科カンファレンスに参加する。
11） 研修医レクチャー（毎週火・木曜日の午前7時45分〜8時15分）
に参加する。
12） 最終日に症例検討を行い、2週間の実習レポートを作成し提出する。
この地域医療臨床実習が地域の医療を担う総合診療医や総合診療能力を有する臓器別専門医育
成の第一歩であることを心に念じつつ真剣に取り組みたく思っている。
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誤嚥性肺炎と口腔ケア
鳥取市立病院
歯 科

目黒 道 生
厚生労働省の2011年度人口動態統計月報年計によりますと、
日本人の死因の1位は悪性新生物(が
ん)、
2位は心疾患、
そして3位は脳血管疾患を上回って肺炎となっています。
肺炎による死亡者数のうち、
約
97%が65歳以上ですが高齢者の肺炎は誤嚥によるもの、
すなわち誤嚥性肺炎が多いと言われています。
誤嚥性肺炎は、本来食道へ送られる食物や唾液中の細菌が誤って気管に入り込み、肺まで到達する
事によって引き起こされる肺炎です。
また、筋力低下などによる嚥下機能障害や、食事が十分摂れないた
めに低栄養状態からなる免疫力低下もその一因となります。
近年、歯科研究において誤嚥性肺炎は、適切な口腔ケアと嚥下訓練によって発症を予防できることが
分かってきています。
口腔ケアを行うことで、
口腔と咽頭の細菌数が減少することや、
口腔機能が改善し
て食事量が増え、栄養状態の改善が図られることで免疫能の向上につながることなどから、誤嚥性肺炎
の予防効果が期待できるのです。

当院における歯科の役割
2010年4月、鳥取県内の総合病院としてはじめて口腔ケアを
専門とする歯科を開設しました。
その目的は、
口腔ケアによって
摂食嚥下機能を高めることで、全身疾患の予防や健康状態の
維持・向上を実現し、入院患者のQOL(生活の質)を向上させる
ことです。開設当初から誤嚥性肺炎の予防が必要な入院患者さ
んや、外来化学療法、放射線治療を受けておられる患者さんな
どを対象に、
口腔ケアをはじめ、嚥下機能の診断と治療、
および
病棟回診の様子

主な歯科の活動

がん治療や緩和ケアへの参加など積極的に活動しています。

地域支援・緩和病床

寝たきりの方には様々な介護が必要となり、適切な介護が不足すると合併症を再発しやすくなりま
す。
そのため当院では
「地域支援・緩和病床」
を2010年9月に設置して呼吸療法、感染対策、栄養サポー
ト、褥瘡・排泄、
口腔ケア、嚥下や歩行と日常動作のリハビリ
（ST、OT、PT）、緩和、地域連携の全10チー
ムが参加し、患者の生活機能を維持し苦痛を和らげられるように取り組んでいます。各チームが入院直
後に自主的に評価を行ってカンファレンスを通して看
護ケアの支援や医師への情報提供を行っています。
歯科は口腔ケアチームとして退院後の生活を想定し
て、
家族を交えた支援を行っています。

地域支援緩和病床ケースカンファレンス
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在宅訪問診療
退院される前には家族や施設職員へ介護方法を指導していますが、退院直後から不足なく介護する
のは難しいことが多く、
その結果、数週間で様々な合併症を再発して再入院されることがあります。
この
経験から実践に即した支援が必要と認識し、昨年10月より、退院翌日から在宅訪問診療を開始してい
ます。
口腔ケアを始めとした基本的な介護支援を行うことで誤嚥性肺炎や合併症の発症予防に取り組
んでいます。

総合評価
様々な慢性の病気に罹患していると、徐々に日常生活の動作能力が低下していき寝たきりに至ること
があります。
しかし、慢性疾患が悪化する前の生活動作が少し不自由な時にケアやリハビリを行うことに
よって寝たきりになりにくいことが知られています。特に認知症のある方では、
トイレ、食事や歯ブラシの
時に声かけ、道具の準備あるいは少しの介助によって生活を支えることができます。
そのような日常生活
の中での援助が認知症の進行に伴う生活動作の低下を防ぐことができるのです。
当院では、地域支援・
緩和病床の活動から得た
「生活を支える」
という考えを入院早期から開始し、退院後にも繋げることを目
的に入院時の総合評価という活動を昨年1月から開始しています。
この活動は入院した65歳以上の患
者全員を対象に病棟の看護師が栄養状態、生活の動作の状況などを評価し、
その評価を基に歯科医師
が口腔衛生、咀嚼や飲み込みの状態を判定し、
口腔ケア、義歯の修理や嚥下のリハビリを開始していま
す。
同時に歩行や生活動作のリハビリも入院早期から開始し、再入院の予防あるいは家での悪化の防止
に繋がるように取組んでいます。
誤嚥性肺炎の予防をはじめ、歯周病と全身疾患の関連性等、近年の研究により歯科の知識や技術が
医療と連携する事で、
これまで以上に患者さまのQOLを向上させることができるようになってきました。
入院早期から在宅での療養の場まで、
ケアやリハビリの一員として家族や他の職種の方々をも支援して
いけるように今後も精進して参ります。

地域口腔ケアセンタースタッフ
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特別
企画

⑴
看取りを考える

寄稿『Quality of Death
（死の質）
』
について
岡山大学大学院保健学研究科

教授

斉藤 信也

はじめに
QOL(Quality of Life；生活の質)は皆さんよくご存じと思いますが、今回はQuality of Death
(死の質)についてのお話です。2010年7月に英国のエコノミスト誌が｢死の質｣の国際比較につい
ての報告書（The quality of death Ranking end-of-life care

across the world）
を公表

し、新聞で｢『死の質』
は、英国が一位で日本は23位！｣と伝えられたことを覚えている人もいらっ
しゃるのではないでしょうか？
QOLが測定や比較できるのなら、QOD（Quality of Death）
も同じように数字にして、先進国
の間で比較できるのではないか？ということで行われた調査結果がこのレポートです。
つまり、苦し
まず、痛みを感じず、安らかな死を迎えるという｢死の質｣を比較可能な数値にして、｢どの国で死ぬ
のがハッピーか？｣という観点から比べたものだと考えて下さい。

死の質の指標
調査対象は、
日本を含む先進40カ国（OECDの加盟国30＋10カ国）
です。
エンドオブライフ・ケ
ア
（以下終末期ケア）
を4つのカテゴリー（①基本的な終末期ケア環境②終末期ケアの利用のしや
すさ③終末期ケアにかかる費用④終末期ケアの質）
、
」
24の指標で評価しています。

総合評価ー英国は1位、
日本は23位ー
4つのカテゴリー別にそれぞ
れの指標に重み付けをして合
計 し 、さらに 基 本 的 環 境
20％、利便性25％、費用15%、
ケアの質 40%と重み付けをし
て、合算したポイント
（10点満
点）
で、
総合評価を行い、
国際比
較したものが図1です。英国が
7.9で一位、米国が6.2で10
位、
日本は4.7で23位になって
います。またカテゴリー別のポ
イントを図2に示します。
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基本的な環境 ー日本は2位ー
終末期ケアの｢基本環境｣には、平均寿命と
か、GDPとか、年金のカバー率とかと言った指
標が入っているので、
日本は堂々の2位です。
こ
れはWHOの医療システムの国際比較で日本
が1位になったことと共通するものがあります。

終末期ケアの
利用のしやすさ
（利便性）
それぞれの終末期ケアの質がいくら良くても、
そこにアクセスできなければ、意味がありません。
このカテゴリーは、①65歳以上のホスピス及び緩和ケアサービスの利用者数、
（施設数（対65歳
以上人口比）
にて換算）、②終末期ケア支援ボランティア数、③終末期ケアを受けて亡くなる人の
割合（専門家の意見による10段階評価）、④政府主導の緩和ケア戦略の存在 の４つの指標から
なっていますが、
ここでは、
英国が圧倒的に強く、
日本の4倍のポイントを稼いでいます。

終末期ケアにかかる費用
一方いくら利便性に優れていても、費用が高ければ、結果として患者の終末期ケアへのアクセス
を妨げることになります。
このカテゴリーでは、①終末期ケアに対する公的財源、②終末期ケア
サービスの利用に関する患者の経済的負担、③終末期ケアに対する平均患者支払額(1週間当た
り) の3指標が用いられています。
わが国は、高額医療で悪名高い米国と同じ31位に低迷してい
ます。医療費の総額はOECD加盟国の中でも低いものの、患者負担（窓口負担、一部負担）
は実質
世界一といわれるわが国の現状を反映しているものと思われます。

終末期ケアの質
終末期ケアの質は、①終末期ケアに対する国民の関心、②医学校における終末期ケアの教育、
③鎮痛剤の利用しやすさ、④終末期ケア提供者の認証制度、⑤医師-患者関係の透明性、⑥終末
期ケアに対する政府の姿勢、⑦蘇生措置拒否政策 の7項目で評価されています。
④は緩和ケアを提供する専門家の認証・認定に関するシステムが英国には有り、
日本は無いと
判定されたものと考えられます。⑦のDNR policy（蘇生措置を拒否する意思表明に関する国家レ
ベルでの統一された対処方針）
についても同様です。
英国及び、英連邦に含まれるオーストラリア、
ニュージーランドが質の高い終末期ケアを提供し
ている事はよく知られています。特に鎮痛剤の使いやすさ、医師-患者関係の透明性といった項目
で、
これらの国は、
トップクラスにランクされています。
これ以外に、西欧諸国が目立ちますが、
これ
は西欧における医療福祉のインフラの充実が基本にあるものと思われます。
しかし、
ハンガリーが
4位にランクインしたのは、同国のこの分野の指導者が優れており、国の規模がそれほど大きくな
いことと相俟って、短期間にケアの質が高まってきたことが原因です。
同様のことは、
ポーランドや、
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特別企画 看取りを考える

ルーマニアにも当てはまります。
また、台湾がベストテンしているところも特筆に値します。台湾は
総合評価でも15位と日本よりも上位に位置しています。
これは同国が終末期ケアの重要性につ
いて早い時期から関心をもっていたことと、国民皆年金制度のおかげです。
また病院のベッド数も
豊富であり、国をあげて緩和ケアの普及に努めてきたことも評価されています。

日本はなぜ低いランキングなのか？
日本が低いランキングに甘んじている原因として、終末期ケアの利便性（利用しやすさ）
のカテ
ゴリーで28位と評価が低かったことが影響しています。
これは世界で最も高齢化率の高い国で
あることから、
ケアをすべき高齢者が非常に多いことが主因となっています。
また、費用の点での
低い評価も全体評価の低さに結びついています。
これは、他の上位にランクされた国々が、
ホスピ
スに係る費用を福祉のカテゴリーと捉え、税金等から支出しているのに対し、
わが国では、
ホスピ
スは医療保険の診療報酬上、特殊病棟として位置づけられ、3割の患者負担が生じるためにこの
ような評価となったものと思われます。

おわりに
新聞報道だけで｢日本は
『死の質』
が世界23位！｣→｢わが国の緩和医療、終末ケア対策は世界
から大きく遅れているんだ！｣とショックを受けた人も、
その中身をご覧になって少しは安心された
のではないでしょうか？もちろん、遅れている面も少なくはなく、台湾やハンガリーに学ぶべき点
も多くあります。
この報告を受けて、わが国における終末期ケアの質の向上に地道に取り組む必
要があることはまちがいありません。
一方、
この原稿では紹介できませんでしたが、鳥取市立病院における緩和ケアや高齢者ケアの
レベルの高さは評価されるべきものです。今後もこの地域のリーダーとしての役割を期待してい
ます。
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内視鏡治療と
鏡視下手術 柴垣 広太郎
鳥取市立病院
消化器内科

鳥取市立病院
外 科

加藤

大

L E C S（レックス）とは 腹 腔 鏡・内 視 鏡 合 同 手 術
(Laparoscopy and Endoscopy Cooperative
Surgery)の略称です。
内視鏡治療と腹腔鏡手術を同時
に行うことで、必要最小限の侵襲で腫瘍切除を可能とす
る新しい手術方法です。
つまり、消化器内科と外科の技
術が合わさった
「ハイブリッド手術」
です。近年胃粘膜下
腫瘍を初めとした疾患において、症例数の蓄積、手技の
工夫がなされてきています。
これまで日本で培われてきた内視鏡治療手技と腹腔鏡手術手技を組み合わせ
ることで、患者様にとってより正確でより安全でより低侵襲の患者さんに優しい治療手技となると考えられ
ています。
腹腔鏡下手術と内視鏡的粘膜下層切開剥離術（ESD）
それぞれの欠点を補うのがLECSです。LECSは
腹腔鏡医（外科）
にとって切除後の胃の変形を最小限にし、腫瘍を遺残なく確実に一括切除できる利点が
あります。内視鏡医（消化器内科）
にとっては、全身麻酔下でESDが実施できるというメリットがあります。
さらには穿孔や出血が起きたり、開腹手術に切り替える必要が生じても、
そばに腹腔鏡医がいるのでその
場で即座に対応が可能です。
手技としては、ESDを用いて胃内腔から切除線を決定し、腹腔鏡下に漿膜・筋層切開を行い、腫瘍摘出
を行うといった方法です。
胃粘膜下腫瘍は胃の中側に出っ張っていたり、
外に出っ張っていたりするので、
胃
の中と外から見ることでより正確に腫瘍の範囲を見定めて切除することができます。
そのために切除する
範囲が最低限で済みますので、手術後の胃の変形が最小限で済み、
胃の機能をほとんど損なうことなく手
術することができます。
もちろん高齢者にも充分対応可能な手技であり、体に非常に優しい手術です。術後
合併症もなく早期に経口摂取を再開し、退院することが可能です。
これまでに当院では4例のLECSを行いました。全国的にまだまだ一般的とは言えない手技ですが、岡
山大学消化器外科学教室と共同で、手術手技の習得、向上に取り組んで参りました。LECSを行っている
施設は全国的にまだまだ少なく、大部分が胃粘膜下腫瘍に対して行われております。当院では胃粘膜下

〔胃内視鏡下に胃の内側より切除線を決定〕
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〔腹腔鏡下に腫瘍を切除・摘出し縫合閉鎖〕

腫瘍の他に、
リンパ節転移のない早期胃癌でESD困難症例（ESD後の瘢痕組織に再発した早期

癌）
に行いました。
また、
ほぼリンパ節転移のないと思われる超高齢者（90歳以上）
の胃癌に対し
て、充分インフォームドコンセントを行った上で、ADL（activities of daily living;日常生活動
作）
に充分配慮しLECSを行いました。超高齢者であっても術翌日には歩行され、術後2日目より
食事摂取され、術後7日後に元気に退院されました。同様の手技を80歳の方にも行いました。
た
だし、癌の場合は癌細胞を胃の外にこぼさないといった癌に対する特別な配慮が必要なため、
LECSをさらに進歩させたclosed LECSという最新の手術手技を岡山大学消化器外科学教室
と合同で日本に先駆けて行いました。現在術後1年経ちますが、再発もなく非常にお元気に過ご
されております。
今後地域の高齢者医療のニーズを充分ふまえた上で、超高齢者であっても安全に手術を受け
ることができ、術前と同じADLを保ちながら早期に在宅に退院できる医療を追求していきたいと
考えております。
そのためには、益々日々の研鑚を積み、技術の追求と進歩に取り組んで参ります。

左→胃体中部前壁の20mm大の胃粘膜下腫瘍
右→胃内視鏡＆CT

左→術中の様子

体壁

中→胃の表面
右→胃の内腔

術後
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地域支援緩和病床：
チーム医療の新しい形

鳥取市立病院
総合診療科

懸樋 英一

はじめに
私は，
平成15年に自治医科大学を卒業し，
鳥取県の政策医療の一環で鳥取県内の医療過疎地での医療
に従事して参りました (鳥取市，
八頭郡智頭町，
鳥取市佐治町，
日野郡日野町・江府町・伯耆町，
境港市)。
医
療過疎地であるほど高齢化率は高く，必然的にご高齢の方の診療にあたる割合が高くなります。複数の臓
器別疾患をお持ちでどの診療科に受診したらよいか分からない，
身体症状以外の苦痛 (老化に伴う不安，
家庭事情，金銭的な問題，
など)で困ってしまうといった問題に直面することがありました。病気の原因は，
単に臓器の異常だけとは限らず，
生活や仕事，
家族や友人との関係，
悩みごとなどにあるかもしれません。
患
者 (住民)の診療上，病気以外の生活の背景が複雑に重なって症状を生み出しているのではないか，
という
視点が必要ではないかと感じるようになりました。
治療を受けるのは，
あくまで
「人」
であって，
「心臓」
や
「膝」
ではなく，症状のある臓器だけを治療しても本来の問題は解決しないこともあり，
特に高齢であればあるほ
ど，
その傾向は強いのではないかと感じております。
また，学会や研究会に参加をすることで他の地域の状
況を伺うと，
鳥取県だけの問題では無く，
日本の切実な問題であることだと認識するようになってきました。

「病」
と
「老」
医学が発達する以前の時代は，人間は
「生死」
で苦しんでいました。
しかし，医学の進歩に伴い，
これまで
治らなかった病気を克服し，死を遅らすことができるようになりました。
その半面，
「生死」
の間に
「病老」
と
いう概念が入り込み，治らない
「病」
や
「老」
への対応について，多くの方が不安や心配をお持ちになる時代
になりつつあるのではないでしょうか。実際に私たちも，老衰のため医療の適応が無く，
それでも生きてい
かなければならない高齢の方々に，寄り添った医療活動を行ってまいりました。避けることのできない死を
受け入れることができず，苦悩する方々との出会いの中で，誕生した生命はいずれ寿命を迎えるという現実
から，
目をそらすことが出来ないことと痛感することも多々ありました。
また，
その状況は本人だけでは無
く，
その方を取り巻くご家族も含まれていると思われます。

総合診療医とチームによる高齢者医療
上記の問題に対応していくためには，
心理的・社会的背景を考慮した上で，
身体全体を診ながら，
人生とい
う時間軸を意識した診療能力，
すなわち病気だけを診るのでは無く，
その人，
その人の家族，
住んでいる地域
までを診るといったマインドが要求されていると感じるようになりました。
近年では全人的医療，
総合診療，
と
いった表現がなされているようです。
在宅医療を行っておられる医療従事者の方々は，
必然的に社会背景も
含めた診療を行っておられると思われます。
しかし，高齢化社会を迎える現代では，急性期病院に入院され
た高齢の方々は，
病気は治ったけど入院前のように在宅での生活が送れないので退院できない，
という現象
も生じています。
急性期病院に勤める医療関係者においても，
高齢化社会を迎える上で，
上記のマインドを必
要とされる時代になってきたのではないでしょうか。
急性期総合病院として鳥取県東部に位置する当院にお
いても，高齢者医療において従来の臓器別診療科の対応だけでは診療のニーズに答えることが困難になっ
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てきたと思われます。
そのため，平成23年に地域支援緩和病床15床を設置し，総合診療科医師による高齢
者診療支援を開始されました。
私は平成24年4月から関わらせていただいております。
当院の地域支援緩和
病床の入院適応区分は，以下の5項目を大まかな目安とし，各総合診療科医の判断に基づいて決定されま
す。
1）
介護施設からの紹介，
2）
高齢者，
終末期，
3）
在宅診療中の容態不安定，
4）
複数の全身疾患，
5）
かかり
つけ医と総合的に判断した場合（要介護，施設入所の見直し）。医師，歯科医師，歯科衛生士，看護師（呼
吸，栄養，褥瘡・排泄，感染の認定看護師含む），
リハビリテーション
（作業療法士，理学療法士，言語聴覚
士）
，
管理栄養士，
医療相談員のチームで対応しております。
入院早期からチームカンファランスを開催し，
患
者の病態だけでなく，
高齢者総合評価に基づいた，
栄養状態，
嚥下状態，
身体機能状態を評価しております。
また，
患者のおかれた生活背景も考慮した上で，
病気の治療だけでは無く，
適切なケアやリハビリテーション
の方針を検討します。
また，
自宅退院が困難になる場合は，療養型病床や介護施設への退院支援を行いま
す。多種職チームで介入することで，診療面では臓器別専門医は専門に従事しやすくなり，我々総合診療医
も指導を頂けることでスキルアップにもつながります。
また，退院後の療養面ではコメディカル・福祉行政の
方々との連携が必要不可欠と感じるようになりました。総合診療科医は，一連のマネージメント能力が要求
されているのだと思われます。
このように，
高齢者医療は多種職の介入によって病気の治療だけでは無く，
ケ
アやリハビリを通じて，
生活の場へ戻ることや，
生きがいを見出すことの支援が求められると考えられます。

高齢者を支援していくために
平成24年4月から12月までの期間に，
当院の地域ケアセンター総合診療科に入院された患者様の状況
をまとめてみました。
入院患者数は80人，
平均年齢は84.4歳，
男女比は35人：45人，
でありました。
疾患別
では，
肺炎が42例 (52.5%)と最多で，
心不全8例 (10％)，
低Na血症4例 (5％)と続きました
（図1）
。
入院前
状況は，
在宅から入院となった患者が48例 (60%)と最多で，
介護施設からの入院が13例 (16.3%)，
介護
老人保健施設からの入院が11例 (13.8%)と続きました。在宅から入院された患者(40例)の退院先で，在
宅に退 院できた方は2 2 例 ( 5 5 % )であり，死 亡 6 例

入院病名（平成24年4月〜12月 n=80）

(15%)，療養型病床5例 (12.5%)と続きました
（図2）。高
齢者では肺炎発症が多く，
身体機能低下が背景にあること
が考えらえます。特に口腔機能の低下に関しては，歯科口
腔チームの口腔ケアの介入無しには，
再発予防も含めた診
療は成り立たちません。
また，在宅療養中に入院された患
者さんで治療が終わっても半数しか在宅退院できていな
いことも分かりました。
住み慣れた環境で過ごすことを多く
の住民は願っています。
しかし，
実際の医療・介護の現場で
は，
在宅に帰りたくても帰ることが出来ない，
入院に至った

図１

在宅から入院の患者転帰（平成24年4月〜12月 n=40）

病気は治ったけど日常生活が送れない，家族の介護力不
足，
といった様々な社会的な要因も含む問題が山積してい
るのが現状です。高齢化の進む地域のニーズに答えていく
ためには，単独の医療施設の介入だけでは困難であり，入
院前・退院後を通じて，
多くの医療・福祉介護施設，
地域住
民の皆さんの協力・理解が必要だと考えております。
図２
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禁煙外来のご紹介
安陪内科医院
院 長

安陪 隆明
このたび平成25年4月から新設された禁煙外来を担当させていただきます、安陪隆明と申します。鳥取
市立病院の禁煙外来新設に際してお声をかけていただき光栄に存じます。毎週水曜日の午後を予定して
います。
どうぞよろしくお願い申し上げます。
さて、医療機関が禁煙外来を設けるというのは、
日本では平成18年4月に
「ニコチン依存症」
が医療保険
の適用になってから急速に広まってきたものであり、
それまでの我が国では禁煙外来そのものが珍しい存
在でした。
このように医療機関の禁煙外来の歴史は浅いため、(依存症全般がそうですが) 禁煙外来：ニコ
チン依存症の治療という考え方に対する正しい理解が、
日本ではまだまだ広まっていないことを痛感して
います。
「タバコはストレス解消に必要なもの」
「タバコは嗜好品であり文化であるのだから、
他人がとやかく言うべきではない」
「タバコがやめられないのは、本人の意志の問題」
・・・などという意見を、喫煙者のみならず非喫煙者から聞くことも多いのですが、長年禁煙治療に携わって
きた臨床経験から、
私はこれらが誤解であることを確信しています。
それは
「禁煙治療を始めてから、
タバコが必要でなくなった」
「タバコをやめる自信などまったくなかったのに、
今は吸わなくてもなんともない。
不思議だ」
「タバコをやめてから、
自分がタバコに憑りつかれていたのだということがわかった」
「意志だけではなかなかやめられなかったのに、
禁煙補助薬を使ったら割と楽に禁煙ができた」
などといった、
ニコチン依存症から回復された患者さんの言葉を何度も聞いてきた臨床経験からくるものです。
タバコに含まれるニコチンは、脳内の報酬系に直接作用してドパミンを放出させ、
ほっとした、落ち着い
た気持ちを直接作り出します。
この薬物効果だけを見れば
「ニコチンはほっとした落ち着いた気持ちを作り
出してくれる良い薬物だ」
ということになるのですが、
ところがタバコ(ニコチン)を常用するうちに、人はタバ
コ(ニコチン)なしではほっとした、落ち着いた気持ち
を十分生起させることが困難な体に変わっていきま
す。食後、飲酒時、仕事が終わった後などに、
タバコ
(ニコチン)がなければ、ほっとできず、
また行動の切
り替えも困難になる、
つまりタバコ(ニコチン)なしで
は生活そのものが困難になるという病態に陥るので
す。
このように脳内で起きている医学的メカニズムを
考えれば、
タバコを吸い続けるというのは薬物依存
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症という病気の一種であることに他なりません。
そして禁煙外来では、
この
「タバコがないと生活できない」
というニコチン依存症の病態から、
「タバコがなくても日常生活を問題なく送ることができる」
という体への
回復を目指して治療を進めていきます。
また、
その治療過程で、
ある程度役立つのがニコチンパッチやバレニクリンといった禁煙補助薬です。
禁煙補助薬については、
「この薬を使えば絶対やめられる」
といった意見から
「こんな薬、
まったく効か
ない」
といった両極端な意見を聞くことも多いのですが、実際のと
ころは
「効果もあるし、限界もある」
と考えていただいた方がよいか
と思います。
というのは、一言でニコチン依存症(タバコ依存症)と
言っても、その病態や重症度は様々であり、それに応じて、禁煙補
助薬だけでもよければ、薬以外の心理療法的アプローチが必要に
なるなど、治療アプローチの仕方が異なってくるためです。
概ね、禁煙外来を自ら受診された方の約半分は禁煙補助薬の投
与のみ(薬物療法のみ)で禁煙導入に成功し、残りの約半分の方が
禁煙補助薬の投与のみでは禁煙導入がうまくいかないと考えてい
ただければよいかと思います。
また(アルコール依存症や他の薬物依存症もそうですが)、再燃
(再喫煙)しやすいこともニコチン依存症(タバコ依存症)という疾患
の特徴であり、再燃(再喫煙)のたびに治療を繰り返す必要も生じて
きます。

おまもりカード
卒煙の成功を祈念して、
患者様にお渡しして
常に携帯していただきます。

鳥取市立病院の禁煙外来では、薬物療法のみではうまくいかないニコチン依存症患者さんに対して、
ま
た再燃(再喫煙)を繰り返す患者さんに対して、
行動療法なども取り入れながら、
禁煙導入の敷居を下げ、
ま
た再燃(再喫煙)の防止を図ろうと考えています。
鳥取市立病院では平成25年4月から新たに禁煙外来を務めさせていただきますが、
当分の間不慣れな
ことからご面倒、
ご迷惑をおかけするかもしれませんが、
どうぞよろしくお願い申し上げます。
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脳血管障害患者の
インパクトゴール達成に
向けた関わり

鳥取市立病院
５階西病棟 看護師長

薮内きみの

5階西病棟は、脳外科・神経内科・眼科・皮膚科
担当48床の混合病棟です。
スタッフは、看護師22
名、看護補助者2名、医師は8名です。脳外科・神
経内科の患者さんは麻痺などの体に障害のある
方で、急性期の術後看護や回復期のリハビリと幅
広い看護が必要です。眼科は白内障や網膜剥離
などの手術患者さんがほとんどです。皮膚科は3
歳の小児から90歳の高齢の方と幅広い患者さん
が入院されています。
そして、
病院内で一番入退院
の多い病棟です。
私たち看護師は固定チームナーシングという看護方式で看護を提供しています。
この方式はリーダーと
メンバーを固定して、
それぞれの役割と業務を明確にしてチーム活動をします。
チームは年間目標と計画を
持ち、個々の患者さんには継続した受け持ち看護師が存在し固定チームが受け持ち看護師を支援します。
病棟はA・Bの2つのチームに分かれて看護ケアを提供しています。
平成24年度Aチームは重点目標を
『意思疎通が
図れる脳血管患者にインパクトゴールを設定する事
によってADLが向上する』、Bチームは重点目標を
『脳卒中自宅退院患者へ、
パンフレットと血圧手帳を
利用し統一した退院指導を行う事で、
自己管理が継
続出来る』
としチーム活動を行いました。
その結果、A
チームは、
インパクトゴールを立案して早期に看護介
入し、患者さんと同じ目標に向かってリハビリなどの
機能回復に力を入れたことでADL(日常生活動作)拡
大につながりました。
Bチームは対象患者さんの77％の方に脳卒中退
院指導ができました。今年度も各チームが重点目標
をたて、患者さんを支援していきます。
日頃からスタッフ同士の仲は良く、笑いが絶えない
病棟です。病院機能評価お疲れさま会では、
ボーリン
グ大会を企画し、隠された才能を披露したスタッフも
固定チーム成果発表会の様子です

いました。賞品は年末ジャンボ宝くじでしたが、
当選
したかは？？のままです。
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当院では平成23年度から東部圏内共通の
【脳卒中

脳卒中予防十か条です（日本脳卒中協会）

地域連携パス】
を活用して、退院支援を行っています。

① 手始めに 高血圧から 治しましょう
② 糖尿病 放っておいたら 悔い残る
③ 不整脈 見つかり次第 すぐ受診
④ 予防には タバコを止める 意志を持て
⑤ アルコール 控えめは薬 過ぎれば毒
⑥ 高すぎる コレステロールも 見逃すな
⑦ お食事の 塩分・脂肪 控えめに
⑧ 体力に 合った運動 続けよう
⑨ 万病の 引き金になる 太りすぎ
⑩ 脳卒中 起きたらすぐに 病院へ

脳卒中とは脳梗塞、脳出血、
くも膜下出血をいいます。

皆さんも、
生活習慣を見直して
脳卒中を予防しましょう。

【脳卒中地域連携パス】
とは早期に自宅退院ができる
よう計画を立て、関係する全ての医療機関で情報を共
有するネットワークシステムです。初期の専門的治療・
リハビリを行なう急性期病院から、
身体機能・生活動
作の改善のためのリハビリ中心の回復期病院、
さらに
維持期病院への連携をスムーズに行い、患者さんに
とって切れ目のない医療を提供することができます。
当
院は急性期病院での診断と専門治療、呼吸・循環・基
礎疾患・合併疾患の全身管理、急性期リハビリ(廃用症
候群予防、早期離床、早期自立)を行なっています。
こ
れらの患者情報を回復期病院へ伝達して・必要なリハ

ビリが早期から受けられ自宅退院に向けて機能障害・ADL(日常生活動作)の改善を目指してリハビリをす
すめていきます。
回復期病院でリハビリを受けるためには、60日以内に転院していただく必要がありますの
でご協力をお願いしています。転院された患者さんが、回復期病院から自宅に退院されたあと病棟を訪ね
てくださり、予想以上に機能回復されたご様子を拝見するたびに、急性期にかかわれた喜びを感じます。脳
卒中は早めの対応が大事です。脳卒中かな？と思われたら、
安心して当院を受診してください。

副師長

有本 純子

山梨県から鳥取へ来て市立病院へ就職して早25年、5西
病棟で副師長6年生になりました。
家庭では、
長女は関西圏
で長男も大学生で自炊生活をしています。
病院勤務もあと10
年余りとなりました。
職場では医療安全を担当し、
転倒防止
や内服・注射事故防止に力を入れています。
不穏患者対応など大変な日々

主任

松井ゆかり

看護師になって19年目、
5階西病棟に配属
になり1年が経過しようとしています。
複数科
の混合病棟で日々多忙な毎日ですが、
明るい
スタッフに囲まれて楽しく働いています。
3人の
育ち盛りの子育てと仕事の両立は大変ですが、
中堅看護師
として患者様が安心して入院生活を送っていただけるよう
一つ一つのケアを大切にこれからも頑張っていきたいです。

スタッフ紹 介

ではありますが明るい職場でスタッフと今後も頑張っていきます。
主任

小倉 彰子

育児休暇後から5階西病棟で勤務させて
いただいてもうすぐ1年半になろうとしていま
す。仕事と初めての育児の両立に戸惑う事・
悩む事もありますが、病棟スタッフに仕事や
育児のアドバイスを頂きながら毎日楽しく働いています。
担
当科の多い5西では、
様々な疾患や年齢層の方が入院され
ます。
患者様から学ぶ事もたくさんあり充実しています。

田中 恵美

久野絵里子

5西病棟にきて4年目になります。異動
直後はわからないことばかりで勤務に慣
れるのが精一杯でしたが、
今は楽しい病棟

4月から５階西病棟に配属されまし
た。
日々、先輩方アドバイスやフォローを
いただきながら仕事をしています。
自分

と感じるようになりました。今後も自分ら
しく頑張って行こうと思います。
今年はインパクトゴール
3年目のＡチームリーダーを頑張っていきます。

に任された事を責任持ってやり遂げ、患
者さんとの信頼関係を丁寧に築いていけるように頑
張りたいと思います。
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健診センターの取り組み
鳥取市立病院
健診センター 看護師長

前田 久美子
鳥取市立病院健診センターは、地域の皆様の健康管理を支
援し、医療福祉の向上に貢献することを使命としています。受診
者の皆様が、
自らの生活習慣を見直したり、異常を早期発見･治
療するために、
またご自身の健康を確認するために、人間ドック
を活用していただいております。

1. 人間ドックの特徴
総合病院としての機能を活かし、人間ドック
（半日ドック）
では
診療各科の専門医により検査・判定が行われます。健診当日に
は、健診医が主な検査結果を説明し、保健師は受診者の生活習
慣に基づいて作成した中間報告書をもとに、健康指導を行いま
す。
総合的な判定は、
二重読影で判定し、
経年的データと個別性
を加味した精度の高い健診結果を受診者へお返ししています。

2. 生活習慣病予防の取り組み

診察風景

健診センターでは、平成24年4月より特定保健指導を始め
ました。近年、糖代謝異常、脂質異常症などの生活習慣病が増
加しています。
これらが進むと動脈硬化、糖尿病合併症や心筋
梗塞･脳卒中を発症する危険が高くなります。今のうちに生活
習慣を見直すことで、
これらの発症を防ぐことができます。特定
保健指導はメタボリックシンドロームに着目した特定健診の結
果からリスク因子で対象者を選定し、
「動機付け支援」
「積極的
支援」
に分類して保健指導を行います。
日ごろ身についている生

健康相談

活習慣を変えることは、容易ではありません。受診者がなりたい
自分を想像し、受診者自身ができそうなことから目標と計画を
立て、保健師が根気強くアプローチすることで、昨年度は約
72.2％の対象者が自己目標を達成し、計測値は体重50％、腹
囲の100％が改善しました
（図１）。今年は対象者の幅を広げ、
広く受診勧奨していく予定です。
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3. がん発見率向上を目指して
（1）
胃がんリスク検診
平成25年４月より胃がん検診受診率向上を目指して、
胃がんリスク検診を始めました。
日本人の死因の
第1位である悪性新生物(がん)のうち、
胃がんはがん死亡の第2位を占めています。
胃がんは、ヘリコバク
ター・ピロリ感染によって胃粘膜が萎縮して、
がんが発生すると言われています。
胃がんリスク検診は、
「ピ
ロリ菌感染」
と
「萎縮性胃炎」
を血液検査で調べて、
胃がん発生の危険度を層別化して判定することができ
ます。
この検診を導入することで、
胃がんハイリスク者を抽出して胃内視鏡検査を積極的に勧めると共に、
低リスクの人は胃内視鏡検査の間隔を検討する指標となります。

（2）乳腺超音波検査
現在乳がん検診は、視触診とマンモグラフィ検査を行っていますが、近年20歳代、30歳代の若い年齢
層の受診者が増えています。若い世代は乳腺の密度が高く、
マンモグラフィだけでは癌の検出が難しい場
合があります。非浸潤がんはマンモグラフィ、浸潤がんは超音波検査のほうががんの検出率が高いといわ
れていることから、視触診・マンモグラフィに加え乳腺超音波検査を導入し、乳がんを診断する上での相補
的な役割として精度の向上を目指します。

4.快適な健診をめざして
健診専用施設を完備し、健診スタッフによるきめ細かいサービスと心温まる健診を心がけています。平
成24年に行った健診満足度調査では、98％の受診者が満足・やや満足と評価され、総合評価平均点は
91.4点と高い評価を頂きました。今後も受診者のご意見を参考に、受診者の皆様がより一層満足のいく
快適な健診を受けていただけるよう努めてまいります。

休けい室

昼食の一例
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鳥取市立病院
看護部教育について

鳥取市立病院
副院長 兼 看護部長

竹内いずみ
鳥取市立病院看護部は職員数322名（看護助手含む）
と病院総職員数の約6割を占めています。看護部
理念である
「患者さまの尊厳を守る看護の提供」
を使命として、
「安心」
と
「安全」
な看護を提供すべく日々
努力しております。毎月チーム会で、看護目標を振り返り、
より患者さまの希望に沿った質の高い看護実践
に繋げる努力を行なっています。
また、職員教育においては病院のバックアップを受け、認定看護師など多くの資格を取得した職員が専
門性を発揮しながら多職種と協働して働いています。平成24年度より
「院内感染対策認定スタッフ」
の養
成制度を開始し、
44名が受講しました。
当院では看護提供体制に
「固定チームナーシング」
を取り入れています。一人ひとりの患者さまに受持ち看
護師を決めて、看護の提供に責任を持つシステムです。受持ち看護師が休みや夜勤のときは受持ちチーム
メンバーが連携をして看護を行ないます。
看護部の卒後教育方針は、
『患者さまの目線に立って行動できる自律した看護職の育成』
です。
プリセプ
ターを中心に、
チーム全体で新人を育成することが定着しています。
また、看護師それぞれが目標を持ちレ
ベルアップするために、病院をあげて応援しています。

新採用者
オリエンテーションの
様子
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チ ー ム 医 療

褥瘡チームとしての
患者家族への関わり

鳥取市立病院
皮膚排泄看護認定看護師

漆原

聖子

「こんなに大きな褥瘡に何をしても無理。
看護師にできることはないのよ。
」
お尻にできた、
骨まで見える深
い褥瘡のガーゼ交換をしながら、
先輩看護師が言い放ったこの言葉を私は今でも忘れることができません。
就職してわずか数日後の出来事でしたが、何も手立てがないなんてこんな悲しいことがあっていいのかとい
う思いと褥瘡に関する知識も技術も持ち得ていなかったために、
何も言い返せなかった悔しさと情けなさで
心が一杯になりました。
・
・
・これは、
私が皮膚排泄看護認定看護師を目指す原点となったエピソードです。
あれから十数年。鳥取市立病院における褥瘡対策は大きく変化しました。医師・看護師・理学療法士・薬
剤師・管理栄養士・医事課のメンバーから成り立つチームを作り上げ、多職種が持つそれぞれの知識や意
見を情報交換しながら、全入院患者の褥瘡発生予防対策に取り組んでいるのです。患者一人一人に真摯
に寄り添う姿、
これが最も大きな変化だと思っています。
褥瘡について、
まずみなさんに知っておいてもらいたいことがあります。
それは、治癒経過はとても長く、
深い褥瘡であればあるほど、経過が長くなってしまうということです。
そのため、完全に褥瘡が治癒して退
院することは困難なことが多く、
自宅においてもガーゼ交換など何らかの処置が必要となることが多いの
です。当院ではこのように、褥瘡を持ったまま退院しなければならない患者に対して、患者家族の背景か
ら、
自宅・施設環境などの調整可能なすべての部分に対して、褥瘡チームの持てる知識・技術・情報全てを
提供しながら介入しています。私は、
この関わり方がとても大きく変化した部分だと感じています。数年前ま
では、褥瘡を有した患者が退院するときは、
ガーゼ交換の説明程度で終わっていたのです。
しかし今では、
施設ではもちろん在宅であっても、
当院で実施されていたことが同じように継続でき、
なお且つ退院先での
褥瘡悪化や再発をしないような関わりを持つことへと変化しているのです。病院という環境で、褥瘡が軽
快・治癒しても、退院後の在宅や施設で褥瘡が悪化することが多いことから、現在の褥瘡チームの取り組
みや姿勢は今後も継続していかなければならない重要な点であると考えています。
褥瘡はどんなに頑張っても一人の力で治癒させることは困難です。
一見褥瘡チームは医療従事者だけが
集まって構成されているようにも見えますが、実際のところは患者・家族の協力も欠かせないのです。
どの
ような褥瘡であろうとも、患者の全身状態や背景を考慮して、患者・家族が医療従事者と共に一丸となって
褥瘡治療に取り組むことで、
はじめて治癒の一歩をたどることができるのです。
現在の褥瘡チームの活動をあのときの先輩
看護師が見たら驚くだろうか、
などと時々思い
出します。一人でも多くの患者・家族・そして看
護師をはじめとする医療従事者が褥瘡治癒を
あきらめてしまうことがないように、褥瘡チー
ムの一員として、
自分の持てる専門知識・技術・
情報をチーム活動の中で提供していくことに
努めていきたいと思いますし、患者ご家族一人
一人の気持ちに寄り添っていけるような看護
師でありつづけたいと考えます。
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●

予 防

●

胃 癌 リ ス ク 検 診 に つ い て

これなら 楽 に受けられる！

血液検査でわかる
胃癌のリスク

鳥取市立病院
消化器内科

柴垣広太郎

１．
胃癌と胃癌検診
胃癌は日本人に最も多い癌であり、癌による死亡率の第２位を占め、
胃癌検診は胃癌による死亡率を
減少させるために大変重要です。
しかし、鳥取市の胃癌検診受診率は依然として約25%であり、全国の胃
癌検診受診率に至っては10%強に過ぎません。
胃癌検診受診率が上がらない理由は、
やはり胃内視鏡検査や胃X線検査がとても苦しいという印象と
自分は胃癌にならないであろうという過信があると思います。
たしかに胃癌検診は決してラクとは言えま
せん。
胃癌検診の主体は、
胃X線検診よりも2-3倍多く胃癌を発見できる胃内視鏡検査になってきていま
す。現在は経鼻内視鏡も普及してきており、
胃内視鏡検査も比較的受容しやすいものとなってきましたが、
それでも毎年受けないといけない検査なのかと疑問を持つ人も多くおられると思います。

２．
胃癌とピロリ菌
胃癌は複合的な要因により発生しますが、胃癌の原因の大部分を占めるのがヘリコバクター・ピロリ
（ピロリ菌）
です。幼少期に経口感染したピロリ菌が持続感染し、
胃粘膜に慢性炎症を引き起こして萎縮
性胃炎となります。萎縮性胃炎の進行により胃癌の発生リスクが上昇し、塩分過剰摂取やその他の後天
的要素も加わって、
胃癌が発生します。
日本で行われた有名な臨床研究が2つあります。
１つ目は、
ピロリ菌を持っていない人と持っている人
を10年間追跡した研究で、
ピロリ菌がいない人からは胃癌は発生せず、
ピロリ菌がいる人からは約3%に
胃癌は発生したと報告されています。2つ目は、早期胃癌を治療後にピロリ菌を除菌した人と除菌してい
ない人を比較した研究で、除菌により胃癌の再発率が約1/3に抑制されたと報告されています。
現在、
日本人の約5割、50歳以上の約7-8割がピロリ菌に感染していますが、公衆衛生の改善により若
年者のピロリ菌保菌率は著明に減少しています。
また、保菌者に積極的に除菌治療を行うことで、将来的
に胃癌はほぼ撲滅できるであろうと考えられています。

３．
胃癌リスク検診
ピロリ菌に感染して萎縮性胃炎が進んだ人は胃癌のリスクが高く、
ピロリ菌に感染していない人は胃癌
のリスクが低いことが分かり、両群を同じように毎年胃内視鏡検査を行うのは非効率的です。
胃癌のリス
ク別に胃内視鏡検診の必要性を判定し、効率的な胃内視鏡検診を行おうとするのがリスク検診です。
「ピ
ロリ菌の有無」
と
「萎縮性胃炎の程度」
を調べる検査を組み合わせて、
胃癌の危険度を判定します。
これに
より、
胃内視鏡検査をどれくらいの間隔で受ければよいのかの目安となります。
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血液検査で①ピロリ菌抗体と②ペプシノゲンを測定し、①・②の結果により４群に分類し、
胃癌のリス
クを判定します。B・C・D群の人は胃内視鏡検査を受けて頂き、大きな病気がなければ、B群は2-3年毎、
A群は5年毎の胃内視鏡検査をお勧めしています。

胃癌リスクの少ない人が毎年苦しい胃カメラを受ける必要がなくなり、効率的な胃内視鏡検診につな
がります。
また、血液検査なので受けやすく、
自分の胃癌リスクを認識することで胃内視鏡検診を受ける動
機が作られ、
これまで怖くて胃癌リスク検診が受けられなかった人が胃内視鏡検診を受けるきっかけとな
ることが期待されます。
ただし、A群にも稀ながら胃癌（低分化型胃癌、進行するとスキルス胃癌）
が存在し、
その他の悪性腫瘍
が発生する危険もありますので、飲酒・喫煙歴・癌の家族歴がある方は定期的な内視鏡検査をお勧めし
ます。
また、
ピロリ菌を除菌された方も胃癌の発生リスクは残りますので、萎縮性胃炎の程度に応じて定
期的な内視鏡検査を受ける必要があります。

４．
ピロリ菌除菌
これまでピロリ菌除菌は、
胃十二指腸潰瘍・早期胃癌治療後・胃MALTリンパ腫・特発性血小板減少性
紫斑病にしか認められていませんでしたが、平成25年2月21日よりヘリコバクターピロリ感染胃炎にも
除菌治療が認められるようになりました。
胃内視鏡検査で萎縮性胃炎と診断された方は、
ピロリ菌検査・
除菌を受けることをお勧めします。
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訪問診療

訪問歯科診療
鳥取市立病院
歯 科

鳥取市立病院
歯科衛生士

目黒 道生

中山 良子

当院の歯科は、
2010年4月に鳥取県内の総合病院としてはじめて、
口腔ケアを専門とする歯科として開設さ
れました。
その目的は、
口腔ケアによって摂食嚥下機能を高め、
全身疾患の予防や健康状態の維持・向上を実現
することです。
当初は、入院患者を対象に当院のスタッフとともに取組み，数年後には自宅や施設といった地域
の療養の場でもそのような活動に繋がることを目標に掲げていました。
開設当初から誤嚥性肺炎の予防が必要
な入院患者さんや、
外来化学療法、
放射線治療を受けておられる患者さんなどを対象に、
口腔ケアをはじめ、
嚥
下機能の診断と治療、
およびがん治療や緩和ケアへ参加し入院している患者を対象に活動してきました。
特に65歳以上の高齢者に対しては，入院早期からの口腔ケアの向上，義歯等の咀嚼の改善と飲み込み
（嚥下）
のトレーニングを目的とした活動を昨年1月から行っています。
寝たきりの方は様々な介助，
ケアやリ
ハビリが必要となります。
総合評価によって多くの職種の方が関わって入院中だけでなく自宅や施設へ戻っ
た後の生活も支えるよう家族や施設，
あるいは保健や福祉の職種の方へ具体的なケアやリハビリの方法を
指導し情報提供しています。

生活支援の不足を補い，
合併症の繰り返しを
なくすための活動
このような活動の中，
再入院される高齢者も多くいます。
その中に
は，
指導したケアやリハビリが充分できていない，
あるいは状態が変
化してケアの方法を変更した方が良くてもその方法が分からなかっ
たため合併症を発症していたこともありました。
口腔ケアの仕方，
食
事のトロミの付け方，
おしめの交換のタイミング，
ベッドの角度，車
椅子への移り方によっては，
誤嚥性肺炎，
尿路感染症，
褥瘡や転倒による骨折が起ることがあります。
このよ
うな病気を発症した時は入院し治療を受けますが，退院しても同じことが再び起るかもしれません。
日常の
療養の場での介助やケア，
リハビリがそのような病気の発症の予防と直結していると考えています。
そのため，入院された時にその病気の治療を進めると同時に，生活の支援の中から再発を防ぐための介
助，
ケアやリハビリを自宅や施設で充実できる取組みを行っています。
しかし，
入院中は看護師，
療法士や歯
科衛生士が専門的にケアとリハビリを行っています。
退院までに様々な指導を受け練習し，
習得していても退
院直後から入院中と同じことを不足無く行うことが困難なことが多いのが実情です。再入院を防ぐには，退
院直後も家族を含めたケアやリハビリの支援を継続することが必要なのです。
歯科設立後2年経過した頃には当院の口腔ケアの取組みが充実してきたため，
昨年10月より歯科医師と
歯科衛生士による訪問診療を開始しました。
口腔ケア、
食事の作り方や飲み込みのリハビリを行うだけでな
く，
家族へその指導も行っています。
日々，
状態が変わることもあり，
訪問の度に工夫している点や難しいと感
じていることを尋ねています。工夫の仕方によっては合併症を招きやすくなることもあります。
口腔に限らず
全身のケアやリハビリについても相談を受け，
入院中の担当看護師の指導内容が徹底したり，
訪問看護師や
ヘルパーあるいはケアマネージャーへ連絡して連携することもあります。
訪問診療の活動を開始してまだ間もないため実施した患者は10名程ですが，
退院後数週間での再入院
を繰り返していた方が3ヶ月以上再入院することなく経過したという事例もあり，
この活動の重要性を日々実
感しています。
入院している時期に自宅での家族と本人の生活を想像できるよう，
これからもスタッフの力を
併せて取組んでいきたいと思います。
32

Rehabilitation

訪問リハビリテーションの試み
〜佐治診療所訪問看護に参加して〜
鳥取市立病院にはリハビリテーション部があり、現在9名の理学療法士が
ケガや病気の患者さんに対し、日々、
リハビリテーション（以下リハビリ）を
行っています。そんな折、昨年の夏、鳥取市の福祉保健部保険年金課を通じ

鳥取市立病院
リハビリテーション部
理学療法士長

山根 伸亮

て、佐治町診療所の訪問リハビリに協力をしてほしいとの依頼がありました。主旨は佐治町にて在宅で
診察や看護、介護を受けている方々に対し、継続した訪問リハビリを協力してほしいとのことでした。
佐治町は鳥取市から南方30kmに位置する人口3000人、高齢化率40％の山間地域です。鳥取市
立病院からは自動車で片道50分前後を要します。
我々はリハビリ部門内にて協議しましたが、病院内でのリハビリ業務が忙しく、永続的な院外活動に
人員を割くことは日々のリハビリがおろそかになるため困難と判断しました。
しかしながら、
できる限りの
お手伝いはしたいと考え、複数回の訪問リハビリに参加し、我々理学療法士が利用者の方々に対し、
どの
ような検査をし、
その検査結果に基づきどのような治療計画を立てているのか等、
リハビリの進め方を佐
治診療所の看護師さんに見て、知って理解してもらう
『研修会』
という形で協力することになりました。
佐治町訪問リハビリ研修会の期間はH24.9.4〜11.7の毎週火曜日、14時から16時の2時間、合
計11回行いました。
この間、9名の理学療法士が1名ずつ交代で参加しました。場所は佐治町総合福
祉センターおよび各利用者の方のご自宅
です。
今回の研修会の訪問リハビリ対象者は、
佐治診療所医師がリハビリが必要である
と診断したデイサービス
（写真１）、訪問看
護を利用している高齢者18名としました
（表1）。デイサービスとは介護保険による
サービスの一種で、介護が必要な高齢者
や障害を持たれた方に対し、
自宅からの通
所で入浴・食事・レクリエーションなどの
サービスが受けられる制度のことです。
写真1

表１

訪問リハビリ対象者
リハビリ実施対象者男女別 ： 男性

11名、女性

7名

計18名

リハビリ実施対象者年齢構成： 70歳代3名、80歳代13名、90歳代2名
リハビリ実施延べ人数
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： 40名

研修会の方法は、毎回対象者3〜5名程度で、
そのうちデイサービス利用者に対しては、
身体機能の
テスト
（両手足の筋力や関節の動きなど）、機能訓練計画の建て方、訓練の仕方、
自助具（杖や歩行器、
車椅子、靴など）
の選定など、訪問看護利用者に対しては身体機能のテスト、機能訓練計画の立て方、
自助具の選定、看護師、家族への訓練の仕方の指導、寝返りや起き上がりなどの介助方法の指導、家
屋調査（段差の解消、手すりの設置、
ベッドや車椅子の選択）等を行いました。
研修会の結果、対象者一人一人の身体能力の評価が的確に行えたことにより、デイサービス、訪問
看護利用者それぞれの治療目標が明確化できました。殆どの対象者が一度限りのリハビリでしたが、
リハビリを継続した場合の効果を推し量るため、
あえて全11回リハビリを行ったパーキンソン症候群
の70代の男性（A氏）に関しては、
日中車椅子で過ごしていたが、
リハビリ研修終了後、歩行器につか
まっての歩行が見守りで行えるまでに改善しました。
また、参加した看護師やリハビリ対象の方、
ご家
族から様々な感想が得られました
（表2、3、4）
表2

看護師の感想
リハビリのきっかけづくりになった。
デイサービススタッフの意識付けになった。
リハビリの重要性、必要性が理解できた。
以前学習したことの復習ができた。
ベッドの高さ、介助バーの利用など、
日常生活用具の評価、効果的な福祉用具の選択
につながりよかった。
歩行不可能だと思っていた方（A氏）
が、理学療法士の評価やリハビリにより歩行の可
能性が見出され、継続して取り組んだことにより介助での歩行が可能となり、
スタッフ
の意識改革につながった。
毎回対象にしていたA氏は、
月〜土のデイサービスでも治療訓練を継続し、送迎時も
介助で歩行が可能になった。
受け入れた家族の意識が変わり、
積極的になった。
在宅訪問でケースごとの研修ができ、参考になった。
デイサービスの体操に、
ゲーム感覚でリハビリを取り入れたいと思っている。
寝たきりの人の関節のこわばりの原因、床ずれ予防の重要性が理解できた。
専任者を置き、
リハビリを継続する必要を感じた。
残存機能の生かし方が理解できた。
歩行するための必要機能が理解できた。
在宅での継続性はマンパワー不足で難しい。
研修中は理解できたが、実施しないと忘れるため、繰り返し研修することが必要。
勉強にはなったが、現状の限られた職員数では、継続して実施することが困難。
リハビリの概念が理解でき、
スタッフの中に意識付けができた。
リハビリの進め方（段階）
が理解できた。
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表3

リハビリ対象の方の感想
入院中のリハビリを思い出し、
自分に必要なことが再認識できた。
「動かないけん」
とは思っていたが、方法がわからず、教えてもらえてよかった。
家で指導してもらえてありがたかった。
続けないと忘れてしまいそうだ。

表4

ご家族の感想
介護負担が少し減った
家ではなかなかできないので、
デイサービスでリハビリをしてほしい。
続けてしてほしい。

今回のリハビリ研修により、現状での佐治診療所訪問看護、デイサービスの問題点がいくつか浮き
彫りになりました。
①当院理学療法士による一次的な介入では治療効果に限界があり、継続したリハビリテーションを必
要とされる対象者が多いと感じた。
②運動能力の改善、低下などその時々の対象者の変化に応じた環境整備、
自助具の選定、家族指導、
治療訓練の変更などを臨機応変にその都度行う必要がある。
③対象者個人の障害や機能低下のみならず、家庭事情、環境の不備など諸般の事情によりデイサービ
スに通えない方もあり、訪問リハビリの必要性、重要性を改めて感じた。
④現状のデイサービスはレクリエーションが中心となっており、的確な機能訓練の選定ができれば身
体機能の改善が望めそうな方も複数名おられた。
以上研修の結果、佐治診療所においては市街地から離れた山間地域であることも考慮し、常勤の理
学療法士による継続的な通所リハビリや訪問リハビリが必要と感じました。
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介護申請はお早めに

鳥取市立病院
地域医療総合支援センター
医療ソーシャルワーカー

山口

恵

日本はすでに本格的な高齢者社会へと突入していますが、今後も総人口に占める65歳以上の高齢者の
割合は急速に増加し、
超高齢化社会が到来することが予測されます。
こうした中、介護問題は私たちの老後の生活における不安要因となり、真に介護を必要とする人のため
に社会全体で支える仕組みとして介護保険制度が創設され、
平成12年からスタートしました。
あなたが65歳以上の場合、
「1号被保険者」
として、
その市町村に住民票があるかぎり、
だれでも、
どんな
病状あるいは病気であっても申請は出来ます。病名に関係なく介護や支援が必要であると認定されれば、
申請を行った日にさかのぼって介護保険サービスを受けることができます。
あなたが40〜64歳の場合、
「 2号被保険者」
として介護保険サービスを受けるためには、介護が必要に
なった原因疾患（病名）
に制限（病名が介護特定疾患である必要がある）があります。
ただし
「2号被保険
者」
になるためには国民健康保険や社会保険といった医療保険へ加入されていることが条件になります。

＜介護サービスの種類＞
・ディサービス
・ディケア
（通所リハビリ）
・訪問介護
（生活援助、
身体介護）
・訪問入浴
・訪問リハビリ
・訪問看護
・福祉用具レンタル
・福祉用具購入
・住宅改修
・介護施設入所
注）介護度により利用できるサービスの種類、
量に差があります。
注）
サービス料金の1割が自己負担となります。

こんな例がありました
Ａさん
（75歳）
は一人暮らしをしています。
子どもはいるが県外で暮らしています。
Ａさんは、
ある日玄関でつまずき転倒し大腿骨の骨折をしてしまいました。病院に入院し手術を受けリハ
ビリを行い杖歩行が出来るまでに回復しました。
しかし退院後の一人暮らしには不安があり入院中に介護
申請し生活援助のヘルパー、通所リハビリ、
シャワー椅子の購入、杖のレンタルを介護保険で利用する事で
安心して自宅退院できました。
介護申請はお早めに！ですね。
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がん総合支援センター
のご案内

鳥取市立病院
がん総合支援センター
支援相談員

廣山

恵

がんについていろいろな相談ができる
「相談支援センター」
が全国の
「がん診療連携拠点病院」
に設置されて
います。
当院では平成１９年から
『がん総合支援センター』
として
「地域医療総合支援センター」
内にあります。
がん総合支援センターは、
がんのことやがんの治療について知りたい、今後の療養や生活のことが心配
など、
がんの医療にかかわる質問や相談におこたえします。
がんに関するさまざまな悩みや、
自分の体のこ
とを打ち明けたり相談することには抵抗があるかもしれませんが、
ご相談いただいた個人的な内容が外に
漏れてしまうことは一切ありません。患者さんやご家族の生の声を、
がんの専門家たちに聞かせようとぐら
いの気持ちで、安心してがん総合支援センターをお訪ねください。
がんの相談員が質問や相談をお受けい
たします。
ただし、
がん総合支援センターは担当医に代わって治療について判断するところではありません
ので、
あらかじめご了承ください。
相談は直接お越しいただく方法と、電話とＥメールでお話を伺う方法があります。
患者さんやご家族のほ
か、地域の方々はどなたでもご利用いただけます。

１、
がん総合支援センターの位置です
外来へ→

玄関入って左の地域医療総合支援センター内に
「がん総合支援センター」
があります。窓口の受付でお声をおかけください。
（受付時間8：30〜17：00）

エントランスホール

２、相談内容によっては専門職が対応します
がんの支援相談員が、まずお話をうかがいますが、
ご要望、内容に
地域医療総合支援
センター内

がん総合支援
センター

玄関

よっては専門職との橋渡しをします。
がん総合支援センター内にもソー
シャルワーカー、看護師がいます。他薬剤師、歯科衛生士、栄養士、各認
定看護師（がん化学療法･緩和ケア・皮膚排泄ケア）
などが対応します。

３、個室で相談したり、
がん関連の本、
パソコンで情報を収集できます

４、一人で悩まないで下さい。
たとえばこんな事でみなさん来室されます
１）手術、治療にどのくらい費用がかかるだろうか
２）抗がん剤の副作用で髪の毛が抜けるらしいけどカツラについて知りたい
３）退院後しばらく誰かに支援してほしい
４）セカンドオピニオンって何？利用したいけどどうしたら良いのかわからない など
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５、過去３年間（平成２１年度から２３年度）
のがん相談について報告します
総相談人数は約５０００人（延べ）相談件数としては重複相談もあるので約６０５０件となります。始め
ての相談は月２０人前後です。
１回だけの相談で終わる事もありますが、発病の時から数年間お話をさせ
ていただいている人もあります。

１）
相談に来られる人は

相談者の割合

相談に来室される人は患者さんだけでなくご家族と
一緒の場合や、
ご家族のみ、友人という場合もあります。

２）
相談の方法は
相談はがん総合支援センターに来ていただいて面談

面談方法

室で行いますが、入院中の患者さんの場合、病室や病棟
に伺ってお話を聞かせていただいたり，情報提供をさせ
ていただきます。電話での相談もお受けしています。

３）
疾患別では
肺がん、乳がんの患者さんが多いです。肺がんはが

疾患別

んの中でも多いことから理解できます。乳がんの場合
１０年間経過を診られるので、繰り返して相談にこら
れるためと考えられます。その他の中には血液系統の
がん、膵臓がんなどがあります。

４）
相談内容は
症状の項目には、治療による副作用の症状、対応の相

相談内容

談も含まれます。脱毛の相談もそのひとつです。
多くの相
談者は不安をかかえておられます。
がんの治療にはお金
がかかると認識されている人が多く、
まず費用を相談さ
れる場合もあります。
その他の中にはセカンドオピニオン
についての相談も入っています。

６、
まずは病気（敵？）
を知りましょう
がんの患者さんは増えていますが，
がんにかかるのに慣れている人はいません。動揺し不安になり、現実
が信じられなかったりもします。
どうして良いかわからない時もありますが、一人で悩まないでください、思
い込まないで下さい。そしてやみくもに進むのでなく自分の病気を知って、納得したうえで治療を受けま
しょう。
わからない事をそのままにしておかないでください。
「がん総合支援センター」
をご利用ください。
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ご存知？
ですか

地域医療における
お薬手帳の役割
鳥取市立病院
薬剤部 薬剤業務室長

福田 彰則
お薬手帳は、
いつ、
どこで、
どんな薬を処方してもらったかを記録しておく手帳です。
病院と医院、病院と診療所など地域の医療の中で、患者さんの薬の情報を共有し、安全に薬を服用してい
ただくための重要な役割を果たしています。
例えば、以下の状況では、
お薬手帳がないと同じ効果を持つ薬の重複を防ぐことが難しくなります。

Ａ病院

C 医院

〔処方薬〕
降圧薬 2 種類
胃 薬 2 種類
便秘薬 1 種類

〔処方薬〕
降圧薬 1 種類
便秘薬 1 種類

Ｂ調剤薬局
薬

局

Ａ病院とＣ医院の
薬を服用

D 調剤薬局
薬

局

実際にこのような経験をされた方もあるのではないでしょうか？
結果、
この患者さんは、降圧薬3種類、便秘薬2種類を服用することになります。場合によっては、薬の効
果が強く出すぎて血圧が過度に下がり、
めまいの出現による転倒を招いたり、頻回の下痢などを起こしてし
まう危険性もあります。
また、同じ成分を含有する薬でも商品名が違う場合もありますので、
さらに注意が
必要です。
この場合、
Ａの病院で出された薬の情報が、
お薬手帳によってＣ医院やＤ調剤薬局へ伝わっていれば重
複投与を防ぎ、
患者さんの不利益を回避することができます。
また、
お薬手帳に患者さんが経験された副作
用やアレルギーの情報を記載することで、
その薬が処方されるのを防ぐことができます。
お薬手帳は、患者さん一人一人の薬の情報を集約した大切な手帳です。病院、医院、歯科医院を受診さ
れたり、調剤薬局でお薬をもらわれる際は、必ず持参してください。
そして、複数のお薬手帳を持たず、1冊
にまとめることが重要です。
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＜問1＞お薬手帳は何処でもらえるのか？
＜答1＞院外処方箋で調剤をする薬局なら何処でももらえます。

＜問2＞お薬手帳への薬の情報はどのように記載されるのか？
＜答2＞多くの場合、院外処方箋で調剤をする薬局が、薬の内容などの情報を
記載したシールを手帳に貼ってくれます。患者さんは、現在や以前に
かかった病気の有無、薬や食物に対するアレルギー歴の有無、
よく飲
んでいる市販薬や健康食品などの情報を記載してください。

＜問3＞お薬手帳はどうやって使うのか？
＜答3＞病院、医院、歯科医院の診察を受けるとき医師に見せてください。薬
の重複を防ぐなど処方時の参考にすることができます。
また、薬局に
行くときに持参すると処方内容などの必要事項を記入してくれるだけ
ではなく、
飲み合せなどのチェックもしてくれます。

＜問4＞かかりつけ薬局で薬をもらっているから手帳は必要ないのでは？
＜答4＞例えば、入院治療が必要となった際、患者さんが現在服用されている
薬の情報をいち早く、医師、看護師、薬剤師に伝えることができ、入院
中の治療に最適な薬を選択しやすくします。

＜問5＞市販薬や健康食品を買う場合にもお薬手帳は必要か？
＜答5＞現在服用している薬と市販薬や健康食品との飲み合わせのチェック
を行ったり、
あなたに合う薬のアドバイスをしてくれますので、持参す
るようにしてください。
また、
その際は、購入した市販薬などの名前も
記録しておきましょう。
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栄 養 相 談

花粉症対策

鳥取市立病院
栄養管理室長

磯部 紀子
今年の花粉飛散は、例年の４〜5倍と言われています。
辛い花粉症を乗り越える為に、
ちょっとした食生活の見直しをしてみてはどうでしょうか？体を冷
やすことも症状を悪化させる原因。効果が期待できる食材を食べることに加えて、食べ方も意識して
みましょう。

1 花粉症にお勧めの食材
❶ 症状抑制には肉より魚
（サバ、
サンマ、
イワシ、
ブリ）
青背の魚を積極的に食べる。
EPA,DHAが多い
（免疫を強化しアレルギー抑制も）
※ワンポイントアドバイス
EPAやDHAは魚の脂に含まれています。脂を落とさない食べ方としては、
お寿司やお刺身でい
ただくのが最も理想的。加熱調理は脂が落ちてしまうのでひと工夫が必要です。
ぶり大根や魚
介のブイヤベースならスープごといただけて栄養素がムダになりません。

❷ 手軽で安心

続けるなら緑茶

緑茶は身近な健康飲料
カテキン・カフェイン(ポリフェノールの一種)
→

皮膚や粘膜の保護と殺菌消臭作用。
吸収が早く、
継続することが大切。
（カテキンが安定的に働く）

❸ シソ
（大葉）
は栄養豊富な予防食品
（日本で古くから薬味や刺身のツマとして食べられてきたシソは花粉症予防パワーを秘めた健康食品です。）

花粉症予防になるハーブ
シソ
（カロテン、
カルシウム、
鉄、
食物繊維、
各種ビタミンが豊富）
→

殺菌作用のある漢方生薬
（抗アレルギー作用あり）
シソの葉にして１日６〜１０枚を摂取するのが理想といわれ、
生で食べるのが最も効果的です。

❹ これが一番効くレンコンのパワー
花粉症予防の新星｢レンコン｣
レンコンに含まれる有効成分
「ムチン」
や
「ポリフェノール」
。
ムチン・・
・ネバネバ成分
（粘膜を保護し、
毒素を排出する。
）
ポリフェノール・・レンコンの切り口の黒変成分
（活性酸素(病気の原因)を除去）
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2 花粉症予防レシピ
レンコンサラダ
＜材料（２人分）
＞
レンコン…150g

酢…少々

大葉…5枚

カニ風味カマボコ…3本

マヨネーズ…大さじ2

しょうゆ…少々

練りワサビ…少々

＜作り方＞
①レンコンは皮をむき、2mmくらいの薄切りにし、
さらに食べやすい大きさ(2〜4等分)に切って酢
水につける。
②沸かした湯に酢を少々入れてレンコンをさっとゆ
で、
ザルに上げて水気をきる。
③大葉は手で食べやすい大きさにちぎり、
カニ風味
カマボコはほぐしておく。
④ボウルにマヨネーズ、
しょうゆ、練りわさびを入れ
てよく混ぜ合わせ、
レンコン、
カニ風味カマボコを
加えて和える。
⑤器に盛り、
大葉を散らす。

（カロリー：173 Kcal）

焼きレンコン
＜材料（4人分）
＞
レンコン…１２〜１６cm
＜合わせダレ＞
だし汁…大さじ２

ゴマ油…小さじ２

作り置き甘酢…大さじ２

すり白ゴマ…小さじ２

しょうゆ…小さじ２

土ショウガ（おろし）…１/２片分

＜作り方＞
①レンコンは皮ごときれいに水洗いし、
幅７〜８㎜の輪切りにして水に通し、水気をしっかりきる。
②合わせダレの材料は耐熱容器に入れてラップをかけ、
電子レンジで１分加熱し、
すり白ゴマ、
おろし土ショウガを混ぜ合わせる。電子レンジは６００ｗを使用しています。
③フライパンにゴマ油を薄くひき、
レンコンを並べて両面に焼き色がつくくらいまでしっかり焼き、
＜合わせダレ＞に漬け込む。
食べる直前に器に盛る。

（カロリー：120 Kcal）
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病院ボランティア／院内の催し

〜デイルームに元気な歌声が響きました〜
平成25年2月26日
（火）、6階東病棟で
「ボランティアコンサート」
を
開催しました。
これは、音楽を通して患者さまとご家族のみなさまとのふれあいを
深め、少しでも癒しになっていただければと、今回ボランティア活動と
して初めて行ったものです。
出演していただいたのは、
米原實さん
（74歳）
。
今夏から募集している病院ボランティアに第1号として応募いただ
いた方です。
米原さんは、父親が音楽の先生だったこともあり、幼少期から音楽に慣れ親しんだ環境で過ごされ、小
学校からNHK鳥取放送児童合唱団に入団。高校では、合唱部、吹奏楽部に所属。大学の音楽教授に師
事し本格的に声楽のレッスンを始められるなど、音楽一筋の青春を過ごされていました。
その後、家庭の
事情により音楽家への道は諦められましたが、実業家として鳥取初のドーナツ専門店を経営。10年前に
辞められ、
現在は保育園、公民館等で美しい歌声を披露されています。
この日は、各病棟から来られた患者さま、
ご家族約30人を前に、全員で一緒に歌う形で、
「ふるさと」
「春の小川」
「高校3年生」
など童謡・唱歌、昭和歌謡10曲を披露していただきました。
患者さまが、米原さんの歌に合わせて懐かしそうに口ずさまれたり、手拍子する姿がみられ、患者さま
からは、
「一人一人ではしっかりとした体力はないのに、
みんなで声をそろえて歌えたことは大きな力に
なった。」
「力を合わせて10曲歌いつなぐことができたことが素晴らしかった。」
「懐かしい歌ばかりで、若
い頃を思い出した。」
また、
ご家族さまからは
「久しぶりに大きな声で歌うことができてうれしかった。」
と
の声をいただきました。
柔らかな日差しが射す小春日和のなか終始和やかなひと時を過ごし、米原さん、
そして患者さま、
ご家
族のみなさまの元気な歌声で、
ひと足早い春を感じることが出来た心温まるコンサートとなりました。
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鳥取市立病院医師奨学生募集
鳥取市立病院では、医学生の修学を支援するため、
医師奨学生を募集しています。
当院が、今後も地域医療に貢献していくためには更なる医師確保により病院機能を
充実・発展させることが必要であり、将来鳥取市立病院で医師として勤務していただけ
る医学生に奨学金を貸与するものです。
この奨学金を利用して、
鳥取市立病院で医師としての第一歩をスタートしてみませんか。

１. 応募要件
①大学の医学を履修する課程（自治医科大学・産業医科大学除く）
に在学していること
②医師免許取得後、鳥取市立病院で初期臨床研修を行う意思があること
③将来鳥取市立病院に常勤医師として勤務する意思があること
④卒業後に勤務義務を課せられているような同種類の奨学金や給与を受けていないこと
（日本学生支援機構の奨学金など、将来の医師としての勤務に制約を設けていない奨学金制度との併給は可能）

２. 奨学金の金額 月額15万円（年額180万円）＊入学年度の４月のみ２８万２千円（国立大学入学金標準額）を加算します。
３. 貸付期間 平成２５年４月から大学を卒業する日の属する月まで
４. 募集人数及び募集期間
○対象学年：新１年生 ○募集人数：２人 ○募集期間：平成２５年４月１日
（月）〜４月２２日
（月）
（消印有効）

５. 奨学金の返還免除
この奨学金は、奨学金の貸与期間に応じて、所定の条件を満たせば、
返還が全額免除されます。
※返還を免除された際に、免除された奨学金が給与所得とみなされるため、所得税及び住民税が課税されます。
お申込
・
お問合せ先

事務局総務課

ＴＥＬ ０８５７−３７−１５２２
（代表）

病院ボランティア募集
鳥取市立病院ではボランティアを募集しています。
ボランティアの皆様の手助けをいただくことにより、患者さまが安心できる温かな雰囲気を病院へ送り
込んでいただければと考えています。
皆様の温かい心と笑顔を、
心よりお待ちしています。

活動の概要
活動場所
外

来

病

棟

活動内容
受付のご案内

受付機の操作のお手伝い

外国語、手話通訳

車椅子介助

小児・お年寄への音楽、絵本の読み聞かせ
図書（絵本）、
ＣＤ等の貸し出し
患者さまの話し相手

時

間

（主に）
9：00〜11：00
（主に）
13：00〜16：00

院外環境

フラワーポット等での環境美化

随

時

そ の 他

病院イベント時の患者さまの移動介助
病院イベント
（コンサート等）
への出演

随

時

その他、
こんなこともやってみたらということがありましたら、
ご相談ください。

応募資格…健康で趣旨に賛同いただける方なら、資格は特に必要ありません。
応募方法…鳥取市立病院ホームページからダウンロードしてお申し込みください。
お申込
・
お問合せ先

地域連携室

ＴＥＬ ０８５７−３７−１５２２
（代表）
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編 集 後 記

鳥取市立病院広報誌
発刊に寄せて

鳥取市立病院名誉院長

田中 紀章
私の手元に一冊の本があります。猪飼周平著「病院の世紀の理論」。
それによりますと、
いまは
「病院の世紀
の終焉の時代」
であるとのことです。高度急性期病院の追求に余念のない方には耳を疑いたくなるような言葉
であります。
じつは
「病院の世紀」
の意味は、20世紀の医療が、19世紀までのそれとは区別されということで、
その
「病院の世紀」
がもはや過去のものになりつつあるというのがこの本の主張です。
20世紀に治療医学は疾病の治癒を目的に大いに進歩し、各国でアクセスの違いこそあれ、医療サービスは
病院を中心にして提供されています。整備された医療のおかげで日本では平均余命80歳をこえました。
しかし
医学の進歩によってもたらされたこの長寿を素直に喜べない現実があります。
当院の患者についてみますと、
臨床各科の患者の平均年齢は過去10年間で10歳上昇し、全患者数に占める高齢者の割合は6０％、
その内、
後期高齢者が80％を占めていますが、
これらの高齢者の多く(6割弱）
は複数の疾患と障害のため、
自立機能、
栄養状態ともに低下し、単に急性期の疾患を治療するだけでは健康にはなれません。
近年の日本人の死亡原因としてがんに次いで増加の著しいのは肺炎ですが、
その原因は脳梗塞、認知症に
よる嚥下障害に起因するもので、一時的に肺炎の治療を行っても何度でも繰り返します。
まず肺炎を繰り返さ
ないように、
口腔ケア、嚥下リハビリテーションを行い、嚥下機能評価に基づいた適切な食事介助をしなけれ
ばなりません。
また、入院中はもとより、退院してからも適切な口腔ケア、食事介助が続けられなくてはなりませ
ん。病気と付き合いながらも支障のない生活ができるよう予防、支援体制を整えることが必要です。
それは単
に肺炎の再発を予防するということだけでなく、食べる楽しみ、話す喜びを維持することにつながります。高齢
者医療で求められているのはこのようなＱＯＬの維持・改善であり、
そこで必要とされるのは苦痛の緩和、諸々
のケア、
介護、
リハビリ、
社会的支援であります。
このように現代の高齢化した地域社会を支え、
そこで暮らす人々の生活を守るためには、時間的・空間的に
多岐にわたるキュアとケアを包括的にマネージしなければなりません。残念ながら中心的な医療職である医
師の教育と配置は、
このような歴史的転換を迫られているにもかかわらず、混乱と停滞の中にあるようです。一
方、時代の変化に敏感なはずの若い医師の多くは停滞する教育と制度に影響されて、高齢者医療、地域医療
に対する自覚は乏しく、
その関心はもっぱら高度専門医療に向かっているようです。地方への医師派遣を担っ
てきた大学病院でさえ、大学が独立行政法人化されてからは自らの人材確保と高度先進医療の追求のため
地域への配慮が薄くなる傾向があります。
4年前鳥取にまいりまして、
ほどなくこれらのことを痛感することとなり、地域の思いを同じくする人たちと語ら
い、
地域医療を担う総合医の育成に期待するようなりました。
地域で自前の総合診療医を養成することを目的とし
た鳥取県東部・中部医療推進機構がそれであり、
その活動も徐々に浸透しつつあります。
そして市立病院としては、
歯科を開設し、
地域医療総合支援センターを強化し、
すべての医療チームが関わる高齢者を対象とした地域支援
緩和病床の活動を続けてまいりました。
そして、
昨年４月、
重政千秋先生を筆頭に２名の若手を加えてスタートし
た総合診療科が、
この春には６名の規模となります。
この取り組みを患者さん方は
「病院が優しく親切になった」
と
評価して下さっているそうで、
３月６日、
天国に召された福田俊一先生もさぞ喜んでおられることと存じます。
そこで、
これを機会に本院のさまざまな活動を患者・ご家族のみなさま、
さらに、
未来の医療をめざす若い人た
ちに広く知っていただこうと、
この度、
季刊誌を発刊することになりました。
この季刊誌がさまざまに世代の皆様
に愛されますよう、
ライフサイクルをあらわす青春、
朱夏、
白秋、
玄冬のことばを各号に賦して皆様の手元にお届
けいたします。
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鳥取市立病院
「紹介・検査予約」
TEL
（直通）
（0857）
371526 FAX
（0857）
371587 受付時間8：30〜17：00
「オープンシステム連絡室」TEL
（直通）
（0857）
371557 FAX
（0857）
371558（24時間受付） 受付時間8：30〜17：00
H25.4.1現在

専

内

科

総合診療科

神経内科
メンタル
クリニック
循環器内科

小 児 科

外

科

脳神経外科

整形外科

産婦人科

泌尿器科
皮 膚 科

眼

科

放射線科
麻 酔 科
耳 鼻 科
健 診 科
病
理
歯

科

研 修 医

門

分

野

担
武田 洋正

呼吸器
血液
腫瘍内科
消化器（肝、胆、膵）
腎、糖尿病
緩和ケア
プライマリ・ケア
循環器
内分泌、
甲状腺
膠原病
神経内科
消化器
変性疾患、認知症、神経・筋疾患、てんかん

谷水
谷水
武田
谷口
久代
足立
足立
庄司
重政
重政
松岡
懸樋
矢野

精神疾患一般、精神腫瘍科

山根

冠動脈インターベンション、カテーテルアブレーション
ペーシング治療
循環器一般
小児の心身症
小児内分泌、
小児肥満、
小児糖尿病
小児科一般
消化管
（食道、
胃、大腸）
肝・胆・膵
呼吸器
乳腺・甲状腺
脊椎脊髄疾患、
脳血管障害、
脳腫瘍
脳血管障害、
脳腫瘍、
神経内視鏡
脊椎脊髄外科、重症外傷
人工関節外科、
リウマチ
内視鏡外科、膝関節外科
整形外科一般
不妊症、更年期障害、
内分泌
婦人科腫瘍
周産期
産婦人科一般
泌尿器科全般、尿路感染症
泌尿器悪性腫瘍、泌尿器科全般
神経因性膀胱、泌尿器科全般、レーザー手術
皮膚科全般、アトピー性皮膚炎、褥瘡、熱傷
皮膚悪性腫瘍

森谷 尚人
森谷 尚人
田渕 真基
長石 純一
長石 純一
横山 浩己
山下
裕
山下
裕
山下
裕
小寺 正人
赤塚 啓一
吉岡 裕樹
森下 嗣威
門田 弘明
横山 裕介
宇川
諒
清水 健治
長治
誠
早田
裕
久保光太郎
早田 俊司
倉繁 拓志
西山 康弘
増地
裕
内藤 洋子

網膜硝子体疾患、
黄斑疾患、
緑内障
ぶどう膜炎、斜視弱視、神経眼科
白内障、緑内障、黄斑部疾患
眼科一般
画像診断（CT、MRI、US、核、PET/CT）
インターベンショナルラジオロジー（IVR）、放射線治療
画像診断（CT、MRI、
核、PET/CT）
麻酔、集中治療、ペインクリニック、救急、蘇生
麻酔、集中治療、救急、
蘇生
耳鼻咽喉科全般
健診
病理診断学

当

医

将邦
将邦
洋正
英明 柴垣広太郎 藤田
拓
昌彦 松岡 孝至
誠司
誠司 懸樋 英一 本田 聡子
啓介
千秋
千秋 松岡 孝至
孝至
英一
英隆
享

木下 朋絵
山村 方夫
大石 正博
池田 秀明

加藤
加藤

大
大

那須

敬

清水 健治

細川 満人
蔵増亜希子
橘
理人
松木

勉

田邉 芳雄 金田
祥
浅雄 保宏
樋口 智康 清水 貴志
稲中 優子
長谷川晴己 小谷 穣治
小林 計太

口腔ケア、
歯周病、
医療・ケア支援
成石 浩司
歯科分野
（がん、
周術期、
老年症候群）
研修２年目
西川 大祐
研修１年目
井上
郁

加藤 大司

久保 克行
谷
悠真
森田 涼香

上春 美奈

池田 秀明
水野 憲治

水野 憲治
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鳥取市立
病院前信号

至若桜

至智頭

エディオン
マルイ

鳥取市立病院

交 通 アクセス
■J R 山陰本線・智頭急行・因 美 線・若 桜 線をご利 用 の 方
鳥取駅下車後、駅前バスターミナルよりバス15分
■路線バスをご利用の方
鳥取駅前バスターミナルから１５分「 市 立 病 院 」でお降りください 。
■お車でお越しの方へ
国道２９号線、鳥取市立 病 院 前 信 号をお入りください

〒680−8501 鳥取県鳥取市的場１丁目１番地
TEL 0857−37−1522㈹ FAX 0857−37−1553
URL
http:// hospital.tottori.tottori.jp
E-mail hp.tottori @ hospital.tottori.tottori.jp

【病院概要】
敷地面積

５１，
６００㎡ （建築面積：６，
７００㎡

建物概要

構 造：鉄骨鉄筋コンクリート造

付帯施設

官 舎：医師住宅（３５戸）
、看護師宿舎
（１０戸）
、
車庫棟
駐車場：患者用４９１台、
救急・夜間用４０台、職員用３０１台

延床面積：２２，
５８５㎡）

規 模：地下１階・地上６階建
（１部７階）

病床数：３４０床
病院規模

診療科：内科、
メンタルクリニック、神経内科、
循環器内科、
外科、
脳神経外科、
整形外科、産婦人科、
小児科、
眼科、
皮膚科、
泌尿器科、
耳鼻咽喉科、
放射線科、病理診断科・臨床検査科、
リハビリテーション科、
麻酔科、
歯科、総合診療科

