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「紫陽花」　画：田村蓉子

田村 蓉子　元鳥取市立病院看護部長
岡川祐美子　元鳥取市立病院看護師

紫陽花
うすい青や紫など多彩な花の色
を持つ紫陽花は、その花言葉の
ように花の色がうつろいやすい、
雨の季節がよく似合う。
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東部医師会館の新築の経緯と会館の概要に
ついてお尋ねします

（松浦会長）　旧会館は支払基金の建物を改
築して使っていましたが、老朽化と狭隘のため
昨年の3月に着工し、本年1月25日に旧会館の
向かいに新会館を竣工しました。また、旧会館
跡を整備し5月には駐車場工事も完了します。

会館概要としては、３階に130名以上収容の
研修室、２階に読影室と2つの会議室を備えて
おり、同時に多くの先生方や市民の皆様に利
用していただくことが可能となっています。新し
い会館が、医師会員はもちろん、多職種の
方々、一般の皆様に親しまれる会館となること
を目指しています。これまで以上に質の高い業
務を遂行し、地域医療の発展に寄与しうる情
報を発信していきたいと考えています。

国の経済情勢と医療に関する影響、2014年
診療報酬改定についてご意見をお聞かせくだ
さい

（松浦会長）　厚労省の示す医療政策は、「安
心・安全で質の高い医療の提供を確保する」と
いうことを基本として、「医療機関の機能分化・
強化」、「地域医療連携」、「在宅医療の充実」、
「生活習慣病対策」などを柱としていますが、

今後の医療情勢と連携について語る

鳥取市病院事業管理者
　清水　健治

鳥取県東部医師会　　　　　
会長　松浦　喜房 先生

「医療費適正化」も重要な政策の一つとして、
時間外受診や救急車の適正利用、かかりつけ
医の推進、ジェネリック薬品の推奨など、具体
的取り組みを示して医療費適正化を図ってい
ると思います。
　今回の診療報酬改定については、団塊の世
代が後期高齢者となる2025年に向け医療提
供体制の再構築を柱とされています。その一つ
として「地域包括ケアシステム」の構築を目指し
ていますが、具体的には医療機関の機能分化・
強化と連携を提唱している中で、「地域包括診
療料」の新設については、常勤医師3名以上の
在籍、24時間対応薬局との連携を必要とする
など、厳しい内容となっています。また、在宅医
療の充実も謳っていますが、施設において同時
に複数の患者さんを訪問する医療機関に対す
る評価は今回特に厳しくなったと言わざるを
得ません。
　国の2014年度一般予算は96兆円というか
つてない大型予算となりました。この中で社会
保障費は伸び続け30兆円余を占めており、今
後は締め付けが予測されます。在宅医療への
誘導も医療費削減の一環と受け取れなくもな
い面があります。

（清水）　会長がおっしゃられたように、高齢者
が増えていきますと高齢者医療の総額が増え
ることは避けられないことです。逆に若年人口
比率が低下しますと税収は減少してきます。税
収が減ると国が使える医療費総額も減らさざ
るを得ないということになります。そのことが急
性期医療の大切なところに影響しなければよ
いがと病院としては危惧していたのですが、今
回の診療報酬改定ではそのあたりが厳しく
なったと感じています。いわゆる７対１看護適
用病院の基準を厳しくして急性期病床の減少
を図るなどの姿勢が見られますが、この方向性
は今後も続くと考えられます。その中で病院と
て「如何に医療の質を保つか」「如何に満足し

ていただけるか」という点を模索しているところ
です。
（松浦会長）　市立病院は総合病院としていろ
んな患者さんに過不足のない医療を提供する
ことが求められています。その中でも軽症な患
者さんについては、地域の診療所で診ていただ
き、療養が必要な患者さんについては療養型
病院で診ていただくなどの機能分担を進めて
いかなくてはなりません。
（清水）　地域のニーズ、患者さん個々のニーズ
にどう対応できるかが問われており、厳しい状
況ですがそのことは守っていかなくてはならな
いと考えています。

消費税増税の医療への影響についてはどのよ
うにお考えですか

（松浦会長）　社会保障費を目的とした増税と
いうことになっていますが、これを財源とする
新たな基金が用意されています。これは病床の
機能分化、在宅医療の推進、医療従事者の養
成といった目的で、診療報酬とは別に設けられ
ており、これを利用して新たな医療提供体制の
再構築が図られることとなっています。すでに
聴き取りがはじまっており、地域医療に役立つ
ような提案をしていただければと思います。
（清水）　消費税増税に関しては、政府は当
初、増税の目的を「医療福祉財源の確保」と
言っていましたが、最近では「社会保障の充
実」と言葉に変わってきました。そうなれば当
然のことながら年金財源の確保という大きな
問題が含まれて、医療・福祉に充当される部分
が減少するのではと心配しています。

TPPに関連する医療の自由化については

（清水）　一部の先進医療の自由化は高度医
療のレベル向上に寄与すると考えます。しかし
富裕層しか恩恵を受けられず、弱者が切り捨て
られるなど医療の格差が生じる危険性があり
ます。保険制度の維持、個人負担を増やさない
こと、保険適用範囲を縮小させないこと、そし
て医療の進歩に合わせた保険適用の拡大が必
要と考えます。米国では国の医療費負担は約
48％で、残りは自己負担です。日本では自己負
担は20％ですので、TPPにより米国式の医療
制度が導入されれば自己負担が増える可能性
は高いと思います。

地域の抱える課題についてお尋ねします
鳥取県は全国に先駆けて高齢化が進んでいま
すが、高齢社会への対応はいかがでしょうか

（松浦会長）　鳥取県の65歳以上の割合、い
わゆる高齢化率は平成23年において26.4％
であり、全国平均の23.3％を上回っています。
鳥取県の場合、亡くなる方の約７割が病院、１
割が自宅となっていますが、施設で亡くなる方
の割合が全国に比べると多くなっています。交
通の不便さもあり、高齢の方々の生活・療養に
ついて必ずしも整った環境とは言えないと思
います。医師会としても診療の空白をいかに埋
められるかということが大きな課題と考えま
す。また、施設を含め、在宅での生活、療養、あ
るいは看取りを支えていけるような医療体制
の確立を図っていきたいと考えます。
（清水）　過去10年間で、当院の入院患者の
平均年齢はちょうど10歳増加しています。私
の所属する産婦人科では高齢者の方の手術
は少なかったのですが、最近では80歳以上の
方の手術も増加しています。高齢者の方の手
術は当然リスクが高くなるため、対応できるだ
けの管理体制が求められてきます。また、高齢
の方は多重疾患を抱えておられることが多く、
専門領域だけで対応することが不可能になっ
てきています。そこで当院では、いろんな疾患
をケアできる状況を作らなければならないと
いうことで、３年前から準備し昨年10月に「地
域ケア病棟」を新設し、総合診療医を中心に
歯科医師、リハビリ療法士、栄養士、看護師が
チームを組んで後期高齢者の方の医療に取り
組んでいます。

県内では西部に比べ東部は医師不足・看護師
不足が深刻と考えますが

（松浦会長）　鳥取県は必ずしも医師数が少
ない県ではありませんが、地域による偏在、病
院においては診療科による偏在が見られま
す。新規開業は減少傾向で、勤務医も開業医
も楽ではないということでしょう。勤務医の先
生方の過重労働を防ぐためにも、東部医師会
急患診療所で小児科の一次救急を行ってい
ますが、果たす役割は大きいと思います。医師
の業務は拡大の一方であり、メディカルクラー
クによる文書作成、多職種連携による患者さ
んへのアプローチがますます重要となってき

ます。看護師の充足対策は、病院・診療所とも
に大きな問題であると思います。新設される看
護学校に期待するところもありますが、看護師
の子育て支援等待遇改善も重要と思います。
（清水）　確かに鳥取県全体では医師の数は
少なくはありませんが、西部に比べると東部は
少ない現状です。また、診療科の問題もありま
す。産婦人科に限って言えば人手不足で、特に
中部は顕著です。当院の医師の確保に関して
は、数年前より医学生奨学金制度を策定し、
初期・後期の臨床研修医の確保努力を行って
います。幸い初期研修医は徐々に増加し本年
度は4名が当院で研修を開始しました。最近
では地元出身者が地元に残ってくれるといっ
た状況もみられています。将来の地域医療の
担い手として大切に育てていきたいと考えて
います。看護師の確保については、来年度には
鳥取市に看護学校が開校する予定となってお
り、看護師、リハビリスタッフの養成が始まりま
す。当院としては講義、実習等全面的に協力し
たいと考えています。一方で、看護師の離職率
が全国平均で11％程度あることも問題で、仕
事を続けて頂ける環境づくりも人材確保の面
から必要と考えます。

医師の高齢化も課題と伺っていますが

（松浦会長）　病院、診療所ともに医師の高齢
化は進んでいると思われます。各々の健康管
理と勤務環境もさることながら、やはり研修医
を含む若手医師を引き付けるものが必要で
す。専門医等のキャリア形成が可能で待遇の
良い魅力的な病院もそうですが、医師会とし
ても先生方の研修に少しでも貢献できるよう
なプログラムを考えていきます。病院の研修医
という形になっていますが、地域の研修医とし
て若い力を伸ばしていただきたい、そして地域

医療に貢献していただきたいと思います。
（清水）　10年前の新医師臨床研修制度の発
足により、大学で医師不足が起こり、地方の中
規模病院への医師派遣が滞っています。この
状況は未だに改善されていません。若い医師を
育てる地道な努力を続けるしか方策は見当た
りません。

地域医療連携の推進について、現在の
取り組みと今後の課題は

（松浦会長）　機能分化・強化した病院が、そ
の機能を十分に発揮できるためにも、また、か
かりつけ医が日常生活指導を含めたきめ細か
い診療や在宅医療を行えるよう、病診連携が
重要となります。例えば糖尿病等の生活習慣
病の患者さんへの指導や在宅医療等、多職種
が連携することが重要となってくると思います。
　東部医師会としては、平成23年より地域連
携パスを策定して取り組んできました。また、糖
尿病については「日常診療における糖尿病臨
床講座」も地域医療連携を念頭に置いて開催
しています。また、平成25年度は在宅医療連携
推進事業所として、在宅医療推進委員会を開
催してきました。この他、認知症やうつ病といっ
た精神疾患に対するかかりつけ医の対応力向
上研修会、病診連携のため勤務医部会、地域
医療連携懇話会、オープンシステム運営協議
会の開催、東部三師会としての連携の取り組
み、行政との連携による保健政策推進協議会
などを開催しているところです。
（清水）　地域の中の医療資源は限られていま
すので、最も有効に発揮するには連携しかない
と考えています。当院では昨年６月より「医療講
演会」を定期的に開催しているところですが、こ
の講演会に地域の先生にも協力いただいて、そ
れぞれで講演を行い、連携の姿を一般住民の
方々に示していくことも必要かと、現在計画し
ているところです。また、総合病院間の連携とし
ては、智頭病院、岩美病院、鳥取医療センター
等との医療連携機構を設置し、市町行政の協
力を得て医師・リハビリスタッフの相互派遣を
行い病院間の連携も深めております。地域ケア
病棟を設置しての地域医療連携に関しては先
ほど話したとおりですが、今後は医師会が推進
される在宅支援に関しても積極的に協力した
いと考えています。
（松浦会長）　地域医療支援病院のハードル
が高くなりましたが、鳥取市立病院には診療所

とのネットワークづくり、市民への広報活動等
により、ぜひ地域医療支援病院の取得を目指
していただきたいと思います。鳥取市立病院の
現状の取り組みを見ますと、オープンシステム
も開業医が多忙とか遠いとかいった利用困難
な理由もあるとは思いますが、比較的よく利用
されていると思いますし、総合診療科の充実も
特筆すべきであると思います。紹介しやすい、受
診しやすい受け入れ窓口となっていると思いま
す。また、糖尿病への熱心な取り組み、地域医
療連携パス、特に地域がん診療拠点病院とし
て、がんに関する連携を積極的に実施されてい
ます。各種勉強会も公開していただいています。
　今回の診療報酬改定により、「在宅療養後
方支援病院」が新設されましたが、施設基準を
申請し在宅医療の後方支援に活用していただ
きたいと思います。また、今後、若桜町方面の住
民の二次医療に不安が出てくる可能性があり
ます。救急態勢においても、鳥取市立病院の活
躍を期待しています。
（清水）　先程、東部医療連携機構のお話をし
ましたが、行政も連携協議会を作っていまし
て、この協議会にこの度若桜町も参加いただ
き、行政としても鳥取県東部を一つの医療区
域として考えていくこととしています。
（松浦会長）　鳥取市立病院が今後さらなる
機能強化により、一層の地域医療へ貢献され
ること、更に診療所と市立病院の連携を密にし
ていくことを期待しています。
（清水）　医師会も病院も「地域住民の健康と
命を守る」という使命と目的は同じです。我々も
医師会の会員でもあり、今後の協力関係が一
層深まればと考えています。
　本日は貴重なお時間を頂き有難うございま
した。今後とも何卒宜しくお願い致します。

　鳥取県東部医師会会長 松浦喜房先生と鳥取市病院事業管理者 清水健治のお二人に、医療情勢
の現状と、地域医療連携の今後について語って頂きました。
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東部医師会館の新築の経緯と会館の概要に
ついてお尋ねします

（松浦会長）　旧会館は支払基金の建物を改
築して使っていましたが、老朽化と狭隘のため
昨年の3月に着工し、本年1月25日に旧会館の
向かいに新会館を竣工しました。また、旧会館
跡を整備し5月には駐車場工事も完了します。

会館概要としては、３階に130名以上収容の
研修室、２階に読影室と2つの会議室を備えて
おり、同時に多くの先生方や市民の皆様に利
用していただくことが可能となっています。新し
い会館が、医師会員はもちろん、多職種の
方々、一般の皆様に親しまれる会館となること
を目指しています。これまで以上に質の高い業
務を遂行し、地域医療の発展に寄与しうる情
報を発信していきたいと考えています。

国の経済情勢と医療に関する影響、2014年
診療報酬改定についてご意見をお聞かせくだ
さい

（松浦会長）　厚労省の示す医療政策は、「安
心・安全で質の高い医療の提供を確保する」と
いうことを基本として、「医療機関の機能分化・
強化」、「地域医療連携」、「在宅医療の充実」、
「生活習慣病対策」などを柱としていますが、

「医療費適正化」も重要な政策の一つとして、
時間外受診や救急車の適正利用、かかりつけ
医の推進、ジェネリック薬品の推奨など、具体
的取り組みを示して医療費適正化を図ってい
ると思います。
　今回の診療報酬改定については、団塊の世
代が後期高齢者となる2025年に向け医療提
供体制の再構築を柱とされています。その一つ
として「地域包括ケアシステム」の構築を目指し
ていますが、具体的には医療機関の機能分化・
強化と連携を提唱している中で、「地域包括診
療料」の新設については、常勤医師3名以上の
在籍、24時間対応薬局との連携を必要とする
など、厳しい内容となっています。また、在宅医
療の充実も謳っていますが、施設において同時
に複数の患者さんを訪問する医療機関に対す
る評価は今回特に厳しくなったと言わざるを
得ません。
　国の2014年度一般予算は96兆円というか
つてない大型予算となりました。この中で社会
保障費は伸び続け30兆円余を占めており、今
後は締め付けが予測されます。在宅医療への
誘導も医療費削減の一環と受け取れなくもな
い面があります。

（清水）　会長がおっしゃられたように、高齢者
が増えていきますと高齢者医療の総額が増え
ることは避けられないことです。逆に若年人口
比率が低下しますと税収は減少してきます。税
収が減ると国が使える医療費総額も減らさざ
るを得ないということになります。そのことが急
性期医療の大切なところに影響しなければよ
いがと病院としては危惧していたのですが、今
回の診療報酬改定ではそのあたりが厳しく
なったと感じています。いわゆる７対１看護適
用病院の基準を厳しくして急性期病床の減少
を図るなどの姿勢が見られますが、この方向性
は今後も続くと考えられます。その中で病院と
て「如何に医療の質を保つか」「如何に満足し

ていただけるか」という点を模索しているところ
です。
（松浦会長）　市立病院は総合病院としていろ
んな患者さんに過不足のない医療を提供する
ことが求められています。その中でも軽症な患
者さんについては、地域の診療所で診ていただ
き、療養が必要な患者さんについては療養型
病院で診ていただくなどの機能分担を進めて
いかなくてはなりません。
（清水）　地域のニーズ、患者さん個々のニーズ
にどう対応できるかが問われており、厳しい状
況ですがそのことは守っていかなくてはならな
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消費税増税の医療への影響についてはどのよ
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地域の抱える課題についてお尋ねします
鳥取県は全国に先駆けて高齢化が進んでいま
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ます。看護師の充足対策は、病院・診療所とも
に大きな問題であると思います。新設される看
護学校に期待するところもありますが、看護師
の子育て支援等待遇改善も重要と思います。
（清水）　確かに鳥取県全体では医師の数は
少なくはありませんが、西部に比べると東部は
少ない現状です。また、診療科の問題もありま
す。産婦人科に限って言えば人手不足で、特に
中部は顕著です。当院の医師の確保に関して
は、数年前より医学生奨学金制度を策定し、
初期・後期の臨床研修医の確保努力を行って
います。幸い初期研修医は徐々に増加し本年
度は4名が当院で研修を開始しました。最近
では地元出身者が地元に残ってくれるといっ
た状況もみられています。将来の地域医療の
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医療に貢献していただきたいと思います。
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が増えていきますと高齢者医療の総額が増え
ることは避けられないことです。逆に若年人口
比率が低下しますと税収は減少してきます。税
収が減ると国が使える医療費総額も減らさざ
るを得ないということになります。そのことが急
性期医療の大切なところに影響しなければよ
いがと病院としては危惧していたのですが、今
回の診療報酬改定ではそのあたりが厳しく
なったと感じています。いわゆる７対１看護適
用病院の基準を厳しくして急性期病床の減少
を図るなどの姿勢が見られますが、この方向性
は今後も続くと考えられます。その中で病院と
て「如何に医療の質を保つか」「如何に満足し

ていただけるか」という点を模索しているところ
です。
（松浦会長）　市立病院は総合病院としていろ
んな患者さんに過不足のない医療を提供する
ことが求められています。その中でも軽症な患
者さんについては、地域の診療所で診ていただ
き、療養が必要な患者さんについては療養型
病院で診ていただくなどの機能分担を進めて
いかなくてはなりません。
（清水）　地域のニーズ、患者さん個々のニーズ
にどう対応できるかが問われており、厳しい状
況ですがそのことは守っていかなくてはならな
いと考えています。

消費税増税の医療への影響についてはどのよ
うにお考えですか

（松浦会長）　社会保障費を目的とした増税と
いうことになっていますが、これを財源とする
新たな基金が用意されています。これは病床の
機能分化、在宅医療の推進、医療従事者の養
成といった目的で、診療報酬とは別に設けられ
ており、これを利用して新たな医療提供体制の
再構築が図られることとなっています。すでに
聴き取りがはじまっており、地域医療に役立つ
ような提案をしていただければと思います。
（清水）　消費税増税に関しては、政府は当
初、増税の目的を「医療福祉財源の確保」と
言っていましたが、最近では「社会保障の充
実」と言葉に変わってきました。そうなれば当
然のことながら年金財源の確保という大きな
問題が含まれて、医療・福祉に充当される部分
が減少するのではと心配しています。

TPPに関連する医療の自由化については

（清水）　一部の先進医療の自由化は高度医
療のレベル向上に寄与すると考えます。しかし
富裕層しか恩恵を受けられず、弱者が切り捨て
られるなど医療の格差が生じる危険性があり
ます。保険制度の維持、個人負担を増やさない
こと、保険適用範囲を縮小させないこと、そし
て医療の進歩に合わせた保険適用の拡大が必
要と考えます。米国では国の医療費負担は約
48％で、残りは自己負担です。日本では自己負
担は20％ですので、TPPにより米国式の医療
制度が導入されれば自己負担が増える可能性
は高いと思います。

地域の抱える課題についてお尋ねします
鳥取県は全国に先駆けて高齢化が進んでいま
すが、高齢社会への対応はいかがでしょうか

（松浦会長）　鳥取県の65歳以上の割合、い
わゆる高齢化率は平成23年において26.4％
であり、全国平均の23.3％を上回っています。
鳥取県の場合、亡くなる方の約７割が病院、１
割が自宅となっていますが、施設で亡くなる方
の割合が全国に比べると多くなっています。交
通の不便さもあり、高齢の方々の生活・療養に
ついて必ずしも整った環境とは言えないと思
います。医師会としても診療の空白をいかに埋
められるかということが大きな課題と考えま
す。また、施設を含め、在宅での生活、療養、あ
るいは看取りを支えていけるような医療体制
の確立を図っていきたいと考えます。
（清水）　過去10年間で、当院の入院患者の
平均年齢はちょうど10歳増加しています。私
の所属する産婦人科では高齢者の方の手術
は少なかったのですが、最近では80歳以上の
方の手術も増加しています。高齢者の方の手
術は当然リスクが高くなるため、対応できるだ
けの管理体制が求められてきます。また、高齢
の方は多重疾患を抱えておられることが多く、
専門領域だけで対応することが不可能になっ
てきています。そこで当院では、いろんな疾患
をケアできる状況を作らなければならないと
いうことで、３年前から準備し昨年10月に「地
域ケア病棟」を新設し、総合診療医を中心に
歯科医師、リハビリ療法士、栄養士、看護師が
チームを組んで後期高齢者の方の医療に取り
組んでいます。

県内では西部に比べ東部は医師不足・看護師
不足が深刻と考えますが

（松浦会長）　鳥取県は必ずしも医師数が少
ない県ではありませんが、地域による偏在、病
院においては診療科による偏在が見られま
す。新規開業は減少傾向で、勤務医も開業医
も楽ではないということでしょう。勤務医の先
生方の過重労働を防ぐためにも、東部医師会
急患診療所で小児科の一次救急を行ってい
ますが、果たす役割は大きいと思います。医師
の業務は拡大の一方であり、メディカルクラー
クによる文書作成、多職種連携による患者さ
んへのアプローチがますます重要となってき

ます。看護師の充足対策は、病院・診療所とも
に大きな問題であると思います。新設される看
護学校に期待するところもありますが、看護師
の子育て支援等待遇改善も重要と思います。
（清水）　確かに鳥取県全体では医師の数は
少なくはありませんが、西部に比べると東部は
少ない現状です。また、診療科の問題もありま
す。産婦人科に限って言えば人手不足で、特に
中部は顕著です。当院の医師の確保に関して
は、数年前より医学生奨学金制度を策定し、
初期・後期の臨床研修医の確保努力を行って
います。幸い初期研修医は徐々に増加し本年
度は4名が当院で研修を開始しました。最近
では地元出身者が地元に残ってくれるといっ
た状況もみられています。将来の地域医療の
担い手として大切に育てていきたいと考えて
います。看護師の確保については、来年度には
鳥取市に看護学校が開校する予定となってお
り、看護師、リハビリスタッフの養成が始まりま
す。当院としては講義、実習等全面的に協力し
たいと考えています。一方で、看護師の離職率
が全国平均で11％程度あることも問題で、仕
事を続けて頂ける環境づくりも人材確保の面
から必要と考えます。

医師の高齢化も課題と伺っていますが

（松浦会長）　病院、診療所ともに医師の高齢
化は進んでいると思われます。各々の健康管
理と勤務環境もさることながら、やはり研修医
を含む若手医師を引き付けるものが必要で
す。専門医等のキャリア形成が可能で待遇の
良い魅力的な病院もそうですが、医師会とし
ても先生方の研修に少しでも貢献できるよう
なプログラムを考えていきます。病院の研修医
という形になっていますが、地域の研修医とし
て若い力を伸ばしていただきたい、そして地域

医療に貢献していただきたいと思います。
（清水）　10年前の新医師臨床研修制度の発
足により、大学で医師不足が起こり、地方の中
規模病院への医師派遣が滞っています。この
状況は未だに改善されていません。若い医師を
育てる地道な努力を続けるしか方策は見当た
りません。

地域医療連携の推進について、現在の
取り組みと今後の課題は

（松浦会長）　機能分化・強化した病院が、そ
の機能を十分に発揮できるためにも、また、か
かりつけ医が日常生活指導を含めたきめ細か
い診療や在宅医療を行えるよう、病診連携が
重要となります。例えば糖尿病等の生活習慣
病の患者さんへの指導や在宅医療等、多職種
が連携することが重要となってくると思います。
　東部医師会としては、平成23年より地域連
携パスを策定して取り組んできました。また、糖
尿病については「日常診療における糖尿病臨
床講座」も地域医療連携を念頭に置いて開催
しています。また、平成25年度は在宅医療連携
推進事業所として、在宅医療推進委員会を開
催してきました。この他、認知症やうつ病といっ
た精神疾患に対するかかりつけ医の対応力向
上研修会、病診連携のため勤務医部会、地域
医療連携懇話会、オープンシステム運営協議
会の開催、東部三師会としての連携の取り組
み、行政との連携による保健政策推進協議会
などを開催しているところです。
（清水）　地域の中の医療資源は限られていま
すので、最も有効に発揮するには連携しかない
と考えています。当院では昨年６月より「医療講
演会」を定期的に開催しているところですが、こ
の講演会に地域の先生にも協力いただいて、そ
れぞれで講演を行い、連携の姿を一般住民の
方々に示していくことも必要かと、現在計画し
ているところです。また、総合病院間の連携とし
ては、智頭病院、岩美病院、鳥取医療センター
等との医療連携機構を設置し、市町行政の協
力を得て医師・リハビリスタッフの相互派遣を
行い病院間の連携も深めております。地域ケア
病棟を設置しての地域医療連携に関しては先
ほど話したとおりですが、今後は医師会が推進
される在宅支援に関しても積極的に協力した
いと考えています。
（松浦会長）　地域医療支援病院のハードル
が高くなりましたが、鳥取市立病院には診療所

とのネットワークづくり、市民への広報活動等
により、ぜひ地域医療支援病院の取得を目指
していただきたいと思います。鳥取市立病院の
現状の取り組みを見ますと、オープンシステム
も開業医が多忙とか遠いとかいった利用困難
な理由もあるとは思いますが、比較的よく利用
されていると思いますし、総合診療科の充実も
特筆すべきであると思います。紹介しやすい、受
診しやすい受け入れ窓口となっていると思いま
す。また、糖尿病への熱心な取り組み、地域医
療連携パス、特に地域がん診療拠点病院とし
て、がんに関する連携を積極的に実施されてい
ます。各種勉強会も公開していただいています。
　今回の診療報酬改定により、「在宅療養後
方支援病院」が新設されましたが、施設基準を
申請し在宅医療の後方支援に活用していただ
きたいと思います。また、今後、若桜町方面の住
民の二次医療に不安が出てくる可能性があり
ます。救急態勢においても、鳥取市立病院の活
躍を期待しています。
（清水）　先程、東部医療連携機構のお話をし
ましたが、行政も連携協議会を作っていまし
て、この協議会にこの度若桜町も参加いただ
き、行政としても鳥取県東部を一つの医療区
域として考えていくこととしています。
（松浦会長）　鳥取市立病院が今後さらなる
機能強化により、一層の地域医療へ貢献され
ること、更に診療所と市立病院の連携を密にし
ていくことを期待しています。
（清水）　医師会も病院も「地域住民の健康と
命を守る」という使命と目的は同じです。我々も
医師会の会員でもあり、今後の協力関係が一
層深まればと考えています。
　本日は貴重なお時間を頂き有難うございま
した。今後とも何卒宜しくお願い致します。



6

東部医師会館の新築の経緯と会館の概要に
ついてお尋ねします

（松浦会長）　旧会館は支払基金の建物を改
築して使っていましたが、老朽化と狭隘のため
昨年の3月に着工し、本年1月25日に旧会館の
向かいに新会館を竣工しました。また、旧会館
跡を整備し5月には駐車場工事も完了します。

会館概要としては、３階に130名以上収容の
研修室、２階に読影室と2つの会議室を備えて
おり、同時に多くの先生方や市民の皆様に利
用していただくことが可能となっています。新し
い会館が、医師会員はもちろん、多職種の
方々、一般の皆様に親しまれる会館となること
を目指しています。これまで以上に質の高い業
務を遂行し、地域医療の発展に寄与しうる情
報を発信していきたいと考えています。

国の経済情勢と医療に関する影響、2014年
診療報酬改定についてご意見をお聞かせくだ
さい

（松浦会長）　厚労省の示す医療政策は、「安
心・安全で質の高い医療の提供を確保する」と
いうことを基本として、「医療機関の機能分化・
強化」、「地域医療連携」、「在宅医療の充実」、
「生活習慣病対策」などを柱としていますが、

「医療費適正化」も重要な政策の一つとして、
時間外受診や救急車の適正利用、かかりつけ
医の推進、ジェネリック薬品の推奨など、具体
的取り組みを示して医療費適正化を図ってい
ると思います。
　今回の診療報酬改定については、団塊の世
代が後期高齢者となる2025年に向け医療提
供体制の再構築を柱とされています。その一つ
として「地域包括ケアシステム」の構築を目指し
ていますが、具体的には医療機関の機能分化・
強化と連携を提唱している中で、「地域包括診
療料」の新設については、常勤医師3名以上の
在籍、24時間対応薬局との連携を必要とする
など、厳しい内容となっています。また、在宅医
療の充実も謳っていますが、施設において同時
に複数の患者さんを訪問する医療機関に対す
る評価は今回特に厳しくなったと言わざるを
得ません。
　国の2014年度一般予算は96兆円というか
つてない大型予算となりました。この中で社会
保障費は伸び続け30兆円余を占めており、今
後は締め付けが予測されます。在宅医療への
誘導も医療費削減の一環と受け取れなくもな
い面があります。

（清水）　会長がおっしゃられたように、高齢者
が増えていきますと高齢者医療の総額が増え
ることは避けられないことです。逆に若年人口
比率が低下しますと税収は減少してきます。税
収が減ると国が使える医療費総額も減らさざ
るを得ないということになります。そのことが急
性期医療の大切なところに影響しなければよ
いがと病院としては危惧していたのですが、今
回の診療報酬改定ではそのあたりが厳しく
なったと感じています。いわゆる７対１看護適
用病院の基準を厳しくして急性期病床の減少
を図るなどの姿勢が見られますが、この方向性
は今後も続くと考えられます。その中で病院と
て「如何に医療の質を保つか」「如何に満足し

ていただけるか」という点を模索しているところ
です。
（松浦会長）　市立病院は総合病院としていろ
んな患者さんに過不足のない医療を提供する
ことが求められています。その中でも軽症な患
者さんについては、地域の診療所で診ていただ
き、療養が必要な患者さんについては療養型
病院で診ていただくなどの機能分担を進めて
いかなくてはなりません。
（清水）　地域のニーズ、患者さん個々のニーズ
にどう対応できるかが問われており、厳しい状
況ですがそのことは守っていかなくてはならな
いと考えています。

消費税増税の医療への影響についてはどのよ
うにお考えですか

（松浦会長）　社会保障費を目的とした増税と
いうことになっていますが、これを財源とする
新たな基金が用意されています。これは病床の
機能分化、在宅医療の推進、医療従事者の養
成といった目的で、診療報酬とは別に設けられ
ており、これを利用して新たな医療提供体制の
再構築が図られることとなっています。すでに
聴き取りがはじまっており、地域医療に役立つ
ような提案をしていただければと思います。
（清水）　消費税増税に関しては、政府は当
初、増税の目的を「医療福祉財源の確保」と
言っていましたが、最近では「社会保障の充
実」と言葉に変わってきました。そうなれば当
然のことながら年金財源の確保という大きな
問題が含まれて、医療・福祉に充当される部分
が減少するのではと心配しています。

TPPに関連する医療の自由化については

（清水）　一部の先進医療の自由化は高度医
療のレベル向上に寄与すると考えます。しかし
富裕層しか恩恵を受けられず、弱者が切り捨て
られるなど医療の格差が生じる危険性があり
ます。保険制度の維持、個人負担を増やさない
こと、保険適用範囲を縮小させないこと、そし
て医療の進歩に合わせた保険適用の拡大が必
要と考えます。米国では国の医療費負担は約
48％で、残りは自己負担です。日本では自己負
担は20％ですので、TPPにより米国式の医療
制度が導入されれば自己負担が増える可能性
は高いと思います。

地域の抱える課題についてお尋ねします
鳥取県は全国に先駆けて高齢化が進んでいま
すが、高齢社会への対応はいかがでしょうか

（松浦会長）　鳥取県の65歳以上の割合、い
わゆる高齢化率は平成23年において26.4％
であり、全国平均の23.3％を上回っています。
鳥取県の場合、亡くなる方の約７割が病院、１
割が自宅となっていますが、施設で亡くなる方
の割合が全国に比べると多くなっています。交
通の不便さもあり、高齢の方々の生活・療養に
ついて必ずしも整った環境とは言えないと思
います。医師会としても診療の空白をいかに埋
められるかということが大きな課題と考えま
す。また、施設を含め、在宅での生活、療養、あ
るいは看取りを支えていけるような医療体制
の確立を図っていきたいと考えます。
（清水）　過去10年間で、当院の入院患者の
平均年齢はちょうど10歳増加しています。私
の所属する産婦人科では高齢者の方の手術
は少なかったのですが、最近では80歳以上の
方の手術も増加しています。高齢者の方の手
術は当然リスクが高くなるため、対応できるだ
けの管理体制が求められてきます。また、高齢
の方は多重疾患を抱えておられることが多く、
専門領域だけで対応することが不可能になっ
てきています。そこで当院では、いろんな疾患
をケアできる状況を作らなければならないと
いうことで、３年前から準備し昨年10月に「地
域ケア病棟」を新設し、総合診療医を中心に
歯科医師、リハビリ療法士、栄養士、看護師が
チームを組んで後期高齢者の方の医療に取り
組んでいます。

県内では西部に比べ東部は医師不足・看護師
不足が深刻と考えますが

（松浦会長）　鳥取県は必ずしも医師数が少
ない県ではありませんが、地域による偏在、病
院においては診療科による偏在が見られま
す。新規開業は減少傾向で、勤務医も開業医
も楽ではないということでしょう。勤務医の先
生方の過重労働を防ぐためにも、東部医師会
急患診療所で小児科の一次救急を行ってい
ますが、果たす役割は大きいと思います。医師
の業務は拡大の一方であり、メディカルクラー
クによる文書作成、多職種連携による患者さ
んへのアプローチがますます重要となってき

ます。看護師の充足対策は、病院・診療所とも
に大きな問題であると思います。新設される看
護学校に期待するところもありますが、看護師
の子育て支援等待遇改善も重要と思います。
（清水）　確かに鳥取県全体では医師の数は
少なくはありませんが、西部に比べると東部は
少ない現状です。また、診療科の問題もありま
す。産婦人科に限って言えば人手不足で、特に
中部は顕著です。当院の医師の確保に関して
は、数年前より医学生奨学金制度を策定し、
初期・後期の臨床研修医の確保努力を行って
います。幸い初期研修医は徐々に増加し本年
度は4名が当院で研修を開始しました。最近
では地元出身者が地元に残ってくれるといっ
た状況もみられています。将来の地域医療の
担い手として大切に育てていきたいと考えて
います。看護師の確保については、来年度には
鳥取市に看護学校が開校する予定となってお
り、看護師、リハビリスタッフの養成が始まりま
す。当院としては講義、実習等全面的に協力し
たいと考えています。一方で、看護師の離職率
が全国平均で11％程度あることも問題で、仕
事を続けて頂ける環境づくりも人材確保の面
から必要と考えます。

医師の高齢化も課題と伺っていますが

（松浦会長）　病院、診療所ともに医師の高齢
化は進んでいると思われます。各々の健康管
理と勤務環境もさることながら、やはり研修医
を含む若手医師を引き付けるものが必要で
す。専門医等のキャリア形成が可能で待遇の
良い魅力的な病院もそうですが、医師会とし
ても先生方の研修に少しでも貢献できるよう
なプログラムを考えていきます。病院の研修医
という形になっていますが、地域の研修医とし
て若い力を伸ばしていただきたい、そして地域

医療に貢献していただきたいと思います。
（清水）　10年前の新医師臨床研修制度の発
足により、大学で医師不足が起こり、地方の中
規模病院への医師派遣が滞っています。この
状況は未だに改善されていません。若い医師を
育てる地道な努力を続けるしか方策は見当た
りません。

地域医療連携の推進について、現在の
取り組みと今後の課題は

（松浦会長）　機能分化・強化した病院が、そ
の機能を十分に発揮できるためにも、また、か
かりつけ医が日常生活指導を含めたきめ細か
い診療や在宅医療を行えるよう、病診連携が
重要となります。例えば糖尿病等の生活習慣
病の患者さんへの指導や在宅医療等、多職種
が連携することが重要となってくると思います。
　東部医師会としては、平成23年より地域連
携パスを策定して取り組んできました。また、糖
尿病については「日常診療における糖尿病臨
床講座」も地域医療連携を念頭に置いて開催
しています。また、平成25年度は在宅医療連携
推進事業所として、在宅医療推進委員会を開
催してきました。この他、認知症やうつ病といっ
た精神疾患に対するかかりつけ医の対応力向
上研修会、病診連携のため勤務医部会、地域
医療連携懇話会、オープンシステム運営協議
会の開催、東部三師会としての連携の取り組
み、行政との連携による保健政策推進協議会
などを開催しているところです。
（清水）　地域の中の医療資源は限られていま
すので、最も有効に発揮するには連携しかない
と考えています。当院では昨年６月より「医療講
演会」を定期的に開催しているところですが、こ
の講演会に地域の先生にも協力いただいて、そ
れぞれで講演を行い、連携の姿を一般住民の
方々に示していくことも必要かと、現在計画し
ているところです。また、総合病院間の連携とし
ては、智頭病院、岩美病院、鳥取医療センター
等との医療連携機構を設置し、市町行政の協
力を得て医師・リハビリスタッフの相互派遣を
行い病院間の連携も深めております。地域ケア
病棟を設置しての地域医療連携に関しては先
ほど話したとおりですが、今後は医師会が推進
される在宅支援に関しても積極的に協力した
いと考えています。
（松浦会長）　地域医療支援病院のハードル
が高くなりましたが、鳥取市立病院には診療所

とのネットワークづくり、市民への広報活動等
により、ぜひ地域医療支援病院の取得を目指
していただきたいと思います。鳥取市立病院の
現状の取り組みを見ますと、オープンシステム
も開業医が多忙とか遠いとかいった利用困難
な理由もあるとは思いますが、比較的よく利用
されていると思いますし、総合診療科の充実も
特筆すべきであると思います。紹介しやすい、受
診しやすい受け入れ窓口となっていると思いま
す。また、糖尿病への熱心な取り組み、地域医
療連携パス、特に地域がん診療拠点病院とし
て、がんに関する連携を積極的に実施されてい
ます。各種勉強会も公開していただいています。
　今回の診療報酬改定により、「在宅療養後
方支援病院」が新設されましたが、施設基準を
申請し在宅医療の後方支援に活用していただ
きたいと思います。また、今後、若桜町方面の住
民の二次医療に不安が出てくる可能性があり
ます。救急態勢においても、鳥取市立病院の活
躍を期待しています。
（清水）　先程、東部医療連携機構のお話をし
ましたが、行政も連携協議会を作っていまし
て、この協議会にこの度若桜町も参加いただ
き、行政としても鳥取県東部を一つの医療区
域として考えていくこととしています。
（松浦会長）　鳥取市立病院が今後さらなる
機能強化により、一層の地域医療へ貢献され
ること、更に診療所と市立病院の連携を密にし
ていくことを期待しています。
（清水）　医師会も病院も「地域住民の健康と
命を守る」という使命と目的は同じです。我々も
医師会の会員でもあり、今後の協力関係が一
層深まればと考えています。
　本日は貴重なお時間を頂き有難うございま
した。今後とも何卒宜しくお願い致します。
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はじめに
　平成24年の国民健康栄養調査報告において、糖尿病を強く疑われる人が約950万人という推計が
発表された。前回発表のあった平成19年からの5年間で60万人の増加である。その前の5年間では一
気に440万人の増加があったことを思えば、糖尿病増加率は一時期よりはやや鈍化しつつあるようだ
が、それでも右肩上がりの状況が続いている。慢性合併症のために不幸な転機を迎えることも多く、網
膜症のための失明が年間3,000人、壊疽などのために下肢切断に至るケースが年間3,000人以上、腎
症による維持透析導入が年間16,000人にのぼる。良好な糖尿病コントロールを長期間維持すること
によって、このような不幸な転機にならないよう導いていくことこそが、糖尿病診療の目的である。糖尿
病コントロールを長期間良好に維持するためには、発症早期の糖尿病教育が重要なことは言うまでも
ない。本稿では当院で行っている糖尿病教育および病診連携の現状について紹介する。

糖尿病教育
　前述したように糖尿病教育は発症早期に行うことがより重要である。合併症が出現してから、あるい
は進行してしまってから教育することも必要ではあるが、発症初期に教育を行うことはより重要であり、
その後の生涯にわたる糖尿病療養全体に影響を与える。発症早期の積極的な血糖管理がその後長期
にわたっての合併症抑制に寄与する（legacy効果）ことが知られているし、何よりも患者の意識づけを
初期に行っておくことが治療からのドロップアウト予防に重要である。初期教育をおろそかにすると患
者は経過中にドロップアウトしやすく、そ
のドロップアウト中に重大な合併症を生
じてしまうということは、糖尿病診療をし
ているとよく経験されることである。
　現在当院で行っている糖尿病教育入院
は、多忙な現役世代に対応できるように、
最短3日間（火曜日～木曜日）でおこなえ
るように計画されている。これによって発
症初期の糖尿病患者が糖尿病教育を受
けるチャンスが拡がれば、最終的に慢性

当院における糖尿病診療の紹介

特集

診療部長　内科
久代　昌彦

合併症を抑制できるのではないかと考えている。なお当院における糖尿病教育入院患者数は、平成23
年度が52名、平成24年度が52名、平成25年度が49名であった。
　かつては糖尿病教育・診療は患者-主治医関係がすべてという時代もあったが、現代の糖尿病診療は
基本的にチーム医療である。当院でも医師、看護師、管理栄養士、薬剤師、臨床検査技師により糖尿病
教育チームを構成しているが、その多くが日本糖尿病療養指導士（CDE-J）の資格を取得している。
CDE-J制度は、糖尿病診療に関わるコメディカルスタッフの能力を担保するため、平成12年に発足し
た制度であるが、当院には現在15名（看護師12名、管理栄養士1名、薬剤師1名、臨床検査技師1名）
のCDE-Jがいる。平成25年6月の統計では、当院のCDE-Jは鳥取県下最大人数だそうである。CDE-J
の人数イコール糖尿病教育システムの充実度ではないが、CDE-Jの資格を取得しようという熱意を
持ったコメディカルスタッフが多いということは喜ばしいことである。
　CDE-Jが中心になって糖尿病の院内勉強会なども開催され、病院職員全体の糖尿病に対する知識
レベルの底上げにもつながっている。看護師の糖尿病に対する知識が豊富なことは重要であり、病気の
全体像がつかめていると適切に患者に寄り添うことが可能となる。実際、患者とのやりとりの中から大
きな問題点を発見して吸い上げてくれることも多々あり、それを医師へ報告するだけでなく対応策の提
案までしてくれることもある。
　管理栄養士、薬剤師、臨床検査技師はより専門性の高い職種といえる。栄養指導の重要性は言うま
でもないが、糖尿病に対する薬剤や検査
機器・検査項目は日進月歩の感があり、薬
剤師や臨床検査技師による指導も重要
になってきている。当院では糖尿病教育
入院中に糖尿病教室を計6コマ受講して
いただくが、すべてCDE-Jの資格を持っ
たコメディカルスタッフが担当してくれて
いる。
　なおフットケア外来についてはvol.4に
記事があるので本稿では割愛する。

病診連携
　
　高度で良質な糖尿病医療を提供するためには、コメディカルも含めた「チーム医療」の充実とともに、
糖尿病専門医と非専門医との連携、いわゆる「病診連携」の推進が必要である。鳥取市を含む鳥取県東
部地域では、平成25年4月に「鳥取県東部地域糖尿病地域連携パス（以下連携パス）を稼働させ、病診

連携を推進している。その目的の一つは、非専門医の診療所でも専門医と同等の治療が行えるようにと
いうことだが、かかりつけ開業医と総合病院の２か所で診療することによりドロップアウトを防ごうとい
うのがもう一つの目的でもある。
　平成25年4月から9月までの最初の半年間で連携パスに適用された患者数は、東部地域全体で52
件だったそうである。同時期当院では計6件であり、件数からみると他の総合病院より少なかったようで
ある。連携パスを適用しない従来のタイプの紹介のほうが多かったのであるが、紹介を受けた患者像を
分析してみると高齢者の比率が多く、連携に向かない患者が多かったのかと推測している。診療所から
の申し込みで適用されるシステムなので、当院側から積極的に連携パスを増やすことはできないが、従
来タイプの紹介でもなるべく良好な状態にしてかかりつけ医に逆紹介していくことが、病診連携の推進
に繋がると考えている。

看護師による糖尿病教室
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でもないが、糖尿病に対する薬剤や検査
機器・検査項目は日進月歩の感があり、薬
剤師や臨床検査技師による指導も重要
になってきている。当院では糖尿病教育
入院中に糖尿病教室を計6コマ受講して
いただくが、すべてCDE-Jの資格を持っ
たコメディカルスタッフが担当してくれて
いる。
　なおフットケア外来についてはvol.4に
記事があるので本稿では割愛する。

病診連携
　
　高度で良質な糖尿病医療を提供するためには、コメディカルも含めた「チーム医療」の充実とともに、
糖尿病専門医と非専門医との連携、いわゆる「病診連携」の推進が必要である。鳥取市を含む鳥取県東
部地域では、平成25年4月に「鳥取県東部地域糖尿病地域連携パス（以下連携パス）を稼働させ、病診

連携を推進している。その目的の一つは、非専門医の診療所でも専門医と同等の治療が行えるようにと
いうことだが、かかりつけ開業医と総合病院の２か所で診療することによりドロップアウトを防ごうとい
うのがもう一つの目的でもある。
　平成25年4月から9月までの最初の半年間で連携パスに適用された患者数は、東部地域全体で52
件だったそうである。同時期当院では計6件であり、件数からみると他の総合病院より少なかったようで
ある。連携パスを適用しない従来のタイプの紹介のほうが多かったのであるが、紹介を受けた患者像を
分析してみると高齢者の比率が多く、連携に向かない患者が多かったのかと推測している。診療所から
の申し込みで適用されるシステムなので、当院側から積極的に連携パスを増やすことはできないが、従
来タイプの紹介でもなるべく良好な状態にしてかかりつけ医に逆紹介していくことが、病診連携の推進
に繋がると考えている。

フットケア外来
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はじめに
　平成24年の国民健康栄養調査報告において、糖尿病を強く疑われる人が約950万人という推計が
発表された。前回発表のあった平成19年からの5年間で60万人の増加である。その前の5年間では一
気に440万人の増加があったことを思えば、糖尿病増加率は一時期よりはやや鈍化しつつあるようだ
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　CDE-Jが中心になって糖尿病の院内勉強会なども開催され、病院職員全体の糖尿病に対する知識
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きな問題点を発見して吸い上げてくれることも多々あり、それを医師へ報告するだけでなく対応策の提
案までしてくれることもある。
　管理栄養士、薬剤師、臨床検査技師はより専門性の高い職種といえる。栄養指導の重要性は言うま
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機器・検査項目は日進月歩の感があり、薬
剤師や臨床検査技師による指導も重要
になってきている。当院では糖尿病教育
入院中に糖尿病教室を計6コマ受講して
いただくが、すべてCDE-Jの資格を持っ
たコメディカルスタッフが担当してくれて
いる。
　なおフットケア外来についてはvol.4に
記事があるので本稿では割愛する。
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　高度で良質な糖尿病医療を提供するためには、コメディカルも含めた「チーム医療」の充実とともに、
糖尿病専門医と非専門医との連携、いわゆる「病診連携」の推進が必要である。鳥取市を含む鳥取県東
部地域では、平成25年4月に「鳥取県東部地域糖尿病地域連携パス（以下連携パス）を稼働させ、病診

連携を推進している。その目的の一つは、非専門医の診療所でも専門医と同等の治療が行えるようにと
いうことだが、かかりつけ開業医と総合病院の２か所で診療することによりドロップアウトを防ごうとい
うのがもう一つの目的でもある。
　平成25年4月から9月までの最初の半年間で連携パスに適用された患者数は、東部地域全体で52
件だったそうである。同時期当院では計6件であり、件数からみると他の総合病院より少なかったようで
ある。連携パスを適用しない従来のタイプの紹介のほうが多かったのであるが、紹介を受けた患者像を
分析してみると高齢者の比率が多く、連携に向かない患者が多かったのかと推測している。診療所から
の申し込みで適用されるシステムなので、当院側から積極的に連携パスを増やすことはできないが、従
来タイプの紹介でもなるべく良好な状態にしてかかりつけ医に逆紹介していくことが、病診連携の推進
に繋がると考えている。

糖尿病教育チーム（医師、看護師、管理栄養士、薬剤師、臨床検査技師）



診療紹介

診療部部長（小児科）

長石　純一

小児科

　鳥取市立病院小児科は2010年10月に3人
体制で復活して以来、常勤医師３名体制で、生ま
れたばかりの赤ちゃんから、思春期の中学生ま
で幅広く診療を行っています。

　外来診療は、午前中の発熱など一般小児外来
と、午後は予約制で予防接種、乳幼児健診、小児
内分泌外来（小児糖尿病を含む）、思春期外来
（小児心身症を含む）、小児循環器外来（月１回）
をおこなっています。一般小児外来では、受付順
に診察させていただきます。くわしくは、診療案内
をごらん下さい。

　入院は、治療が必要な赤ちゃんと小児の急性
疾患の入院が中心になります。当院外来で診察
して入院加療が必要と思われた場合と、かかり
つけの開業医さんなど他院で診断され入院が必
要として紹介された場合などです。

　感染症などの短期入院から、小児の肥満や思
春期の摂食障害など長期の入院が必要な場合
までさまざまです。退院時には、特別な場合を除
いて、紹介元のかかりつけの先生へ逆紹介の形
で紹介させていただいています。
　時間外の診察につきましては、県東部の小児
科医の集まりである鳥取県東部小児科医会の
取り決めに基づき、県東部の救急医療体制に参
加しています。現在、県東部地区の小児の時間外
の救急診察体制は、開業医の先生方と総合病院
の小児科の医師が集まり、休日も含め東部医師
会急患診療所を中心に交替で診療をおこなって
います。鳥取市立病院の小児科医も当番の日に
は東部医師会急患診療所にて診察しておりま
す。
　昨年度から、週1回ですが、外来スタッフとして
臨床心理士も加わっています。まだまだ十分な
体制とは参りませんが、地域の皆様の信頼を得
て、子どもたちが安心して受診していただける小
児科になることを目標に、スタッフ一同協力して
歩んでまいります。
　本稿に掲載しておりますイラスト等は、小児科
スタッフが子どもたちに少しでも安心して診察を
受けていただけるように点滴の固定に活用した
りしています。また、病棟プレイコーナー等に貼っ
たりして心和む空間の演出に一役買っています。

小児科外来待合室

病棟プレイコーナー
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　平成18年12月、私が鳥取に初めて居住する
のと時を同じくして、塩田医院は源太橋に誕生し
ました。その後、市立病院には度々お世話にな
り・・・という安っぽい言葉で済ましてはいけない
程お世話になってきました。
　私は大学を卒業後、大学の方針で市中病院で
のローテート研修（内科、外科、小児科はもとよ
り眼科、耳鼻科、皮膚科などほとんど全ての科を
研修すること）を受けました。数年後内科医とな
り、当初短期間ですが呼吸器科の仕事に従事し
ておりましたが、種々の事情により循環器科に進
むことになりました。そして、チーム医療に何年か
かかわりましたが、その後地域医療にかかわりた
いという気持ちが強くなり、妻の出身地である鳥
取へ来ることとなりました。
　鳥取の病院、医院での勤務経験もなく、知り合
いのドクターも殆どいない中での開設であった
ため、当初は不安も多くありましたが、地域の皆

さんや医師会の先生方に暖かく迎え入れていた
だき、地域医療を選択したことに改めて自信を持
ちました。
　さて、当院に通院されている患者さんは、小さ
なお子様から寝たきり状態に近い高齢者の方ま
で、様々な疾患の患者さんがおられますが、中で
も糖尿病の患者さんが多いため、各々の患者さ
んにベストマッチした食事・運動療法及び内服
指導を行っています。幸い私が、『糖尿病の治療
というのは、患者の責任半分、医者の責任半分』
と常日頃から言っているせいか、患者さんたちも
一生懸命頑張ってくださっており、現在では
HbA1ｃ７.０未満の方が当院の糖尿病患者の
90％を超える様になりました。もちろん、糖尿病
のコントロールがうまくいかない場合には、市立
病院の先生方にご紹介をさせていただき、ご指
導を乞うのは言うまでもありません。
　また平成25年度は、10名ほどの消化器癌・肺

癌の患者さんをご紹介させていただきまし
た。当院では、胃カメラ・大腸ファイバーな
どの内視鏡検査ができないため、患者さん
の些細な症状や血液検査などで判断する
しかなく、私自身は紹介が遅れていないか
と常に自問自答をする日々が現在も続いて
います。しかし、市立病院の先生方は、いつ
も快く（と思っています）引き受けてくださ
り、また適切な加療をしてくださいますの
で患者さんが元気に戻られてくるといつも
ほっとさせられます。

塩 田 医 院塩 田 医 院

診療所紹介地 域 連 携

塩田　容通 医院長
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鳥取市源太 101 番地 1
TEL   0857-30-1110　FAX  0857-30-1112
（源太橋西詰下ってすぐ右側）

　さらに、患者さんが当院を受診した際に急性
心筋梗塞を発症していたことが数度あり、(今ま
では心筋梗塞の患者さんというのは救急車で運
ばれてくるものと思っていました)心電図をとって
ビックリさせられたことがあります。その際も市
立病院で緊急カテーテル検査やPCIを施行して
いただき事なきを得たときは、循環器科の先生
方には頭が下がる思いでした。
　そして、今は総合診療科があるため、何科に紹
介をかけるべきか迷った際、市立病院に紹介し
やすいというメリットを痛感しております。毎回の
ように丁寧な診察及び加療をしてくださり、また
その後のフォローにもとても感謝をしておりま
す。ご返事の内容はあたかも大学の授業を受け
ているという錯覚に陥ることも多々あります。今
後も是非続けていってほしいと願うばかりです。
　最後に、鳥取市立病院は公立病院として特に
「地域医療連携」に力を入れて取り組まれている

ことが、現在の診療体制や紹介患者さんの受け
入れ等から強く感じられます。もちろん、発刊さ
れています季刊誌にもそのことが表れており、そ
の都度興味深く拝見させていただいています。ま
た、全国平均よりも高齢化率の高い鳥取県にお
いては、医療と介護の連携が早急な課題だと考
えます。私は当院診療と合わせて、山間地病院と
老健施設でも患者さんの診療にあたっており、ま
さに地域医療連携、医療・介護連携の重要性を
実感している日々です。医療制度というのは、時
代とともに変化していくものだとは確かに思いま
すが、医療の根本的な考え方は決して変わって
はいけないと思います。私は地域住民の皆さんに
とって「身近なかかりつけ医」として、一燈照隅の
思いを強く持ちながらこれからも診療にあたり
たいと考えています。また、市立病院とは、縁尋機
妙・多逢聖因という関係を今後も続けられたら
と考えております。
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　がん対策基本法に基づくがん対策推進基本計画で、平成24年4月までにがん診療連携拠点病院にお
いて５大がんの地域連携クリニカルパス（以下地域連携パス）を整備することが目標とされ、これを受け
て当院でも、平成24年度からかかりつけ医と当院医師が協力して診療にあたり、地域が一体となってが
ん医療を支える「がん地域連携パス」の運用に取り組んでいます。
　平成25年度のパスの運用実績は下図（1、2、3）のとおりです。適用件数は各がんともに前年度より減
少している現状です。疾患別では、胃がん、大腸がんが全体の約75％を占めており、年代別では60歳代
が全体の３割強を占める結果となっています。
　現状での課題としては、適用件数が減少傾向であること、また連携医からの地域連携診療報告書の返
信が全体の3割程度にとどまっていること、かつ固定の連携医からの返信となっていることなどから、院
内外を含めて制度の周知が十分とはいえない現状であると考えられます。
　今後は、院内での周知をさらに図ることにより、適用件数を向上させるとともに、院外でも連携医とよ
り緊密な情報共有を図り、地域連携診療報告書の確実なやり取りにより、連携して患者さまとそのご家
族を支えていくことを積極的に推進していく所存です。
　関係医療機関等におかれましては、地域連携パスへのご理解をいただくと共に、連携医療機関として
のご参加をよろしくお願いいたします。

診療所紹介

地 域 連 携

5大がんの地域連携クリニカルパスの運用

地域医療総合支援センター
地域連携室長
谷口　康夫
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　PET/CTがん検診は、がん細胞が正常細胞よりブドウ糖を
多く使う性質を利用して、ブドウ糖とそっくりの18F-FDGを
用いたPET検査とコンピュータ断層撮影（CT）による検査を
組み合わせて診断を行うものです。小さな病変や糖代謝の低
いがん、通常でも糖代謝が高い部分のがんはPETだけでは確
認しにくいのですが、CTによる形態画像を合わせて評価でき
るため、がん発見率が高くなります。
　市立病院では平成19年２月19日からPET/CTによるがん
検診を開始しました。

　以来平成26年３月31日までに1,129人の方（男性632
人、女性497人、20歳から89歳までで平均年齢60.6歳）に
検査を受けていただき、９人の方にがんを発見いたしました。
発見率は0.8％でした。内訳は肺がん３例、乳がん２例、甲状
腺がん１例、舌下腺がん１例、前立腺がん1例、肝細胞がん１
例でした。
　平成21年に出された臨床PT推進会議によるアンケート調
査結果報告によると、平成20年度のPETおよびPET/CTが
ん検診受診者は33,599件（男性2,0142件、女性13,457

件）で要精査例は11.1%（PET専用機9.9%、PET/CT
装置11.7%）。発見されたがんは405件で受診者の
1.21%（PET所見陽性0.98%、陰性0.23%）。
FDG-PETの陽性的中率は31.9%。陽性率が高かった
ものとしては、甲状腺がん、大腸がん、肺がん、乳がん
が、陽性率の低いものとして前立腺がん、胃がんがあ
げられています。発見例の病期はUICC基準でStageⅠ
およびⅡが大部分であり、一般的に切除可能と判断さ
れ、良好な予後が期待されます。
　ここに見られるようにPET/CTでも見つけにくいが
んもありますが、通常のがん検診と組み合わせること
により、がん発見率をさらに向上させることができま
す。
　PET/CTがん検診をがんの早期発見、早期治療に
役立てていただければ幸いです。

副院長　中央放射線部長
松木　　勉

PET/CT
がん検診のお勧め

ト ピ ッ ク ス

乳がん

すい臓がん

肺がん
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地域医療総合支援センター長
足立　誠司

～ 新年度に向けて ～

はじめに
　地域ケア病棟を開設して、半年が経過しまし
た。今回は、開設の経緯と現在の活動状況、さら
にこれからの取り組みについてご紹介します。

地域ケア病棟開設までの経緯
　高齢化社会に伴い急性期病院においても高
齢者医療への対応が不可欠となりました。
　このことを踏まえて当院では2010年9月より
地域支援・緩和病床10～15床を運用し、主に
高齢者の非がん疾患（誤嚥性肺炎、心不全、認
知症、脳血管疾患、老衰、尿路感染症など）の入
院管理を行いました。地域支援・緩和病床の特
徴の一つは、病棟チーム（担当医、病棟ナース、
病棟薬剤師）による包括的ケアの実践に加えて、
ケアの質の向上を目的に、8つの多職種専門
チーム「退院支援」、「口腔ケア」、「呼吸療法」、
「栄養サポート」、「リハビリ（ST,OT,PT）」、「排
泄・褥瘡」、「感染対策」、「緩和ケア」が入院初期
から介入するシステムを運用していることです。
地域支援・緩和病床では非がん疾患の高齢者入
院患者を中心に対応していましたが、がん診療
連携拠点病院でもあり、がん、非がんを問わず全
人的医療を提供することを目的に、2013年10
月に6階の二つの病棟（6東と6西）を一つのフロ
アと捉えて「地域ケア病棟」を開設しました。

地域ケア病棟の活動状況
　平均在院日数は2011年度26.7日、2012年
度24.0日となり、2013年度（年度途中）は22.7
日で、3年連続で減少傾向です。この結果から地
域ケア病棟における病棟チームと多職種専門
チームとの有機的な連携が年々円滑に行うこと
ができ、退院支援の早期化が図れていることが
伺えます。
　当院は、29年前から看護方式として固定チー

ムナーシングを導入しており、それを基盤とした
病棟チームと2010年から取り組んでいる多職
種専門チームとの有機的な連携を行うことで、ケ
アの質の向上に努めています。連携を図るための
主な活動を4点ご紹介します。
①　地域ケア病棟回診
　週4回（月から木）に総合診療科医師、病棟師
長、多職種専門チームメンバー、医師支援室など
複数人が、ベッドサイドで回診を行い、現状や課
題について話し合い、適宜、病棟チームへ情報提
供を行っています。
②　ケースカンファレンス
　毎週1回（1時間）、入院患者3－4名について
の現状と課題について病棟チームと多職種専門
チームスタッフ（毎回20名程度）で、問題解決に
向けた話し合いを行っています。
③　多職種勉強会
　毎月1回（1時間）、2013年度は多職種専門
チームのそれぞれの活動内容やトピックスなど
を発表し、情報共有を行いました。このような活
動を通じて院内で顔の見える連携の強化に繋げ
ています。
④　在宅後カンファレンス
　当該地区にあるさまざまな機能を有する施設
と長期にわたり相互に関わることが多く、切れ目
ないケアを継続するには、同施設スタッフ間や他
施設スタッフとの適切な情報共有や円滑な連携
を前提としたアプローチが必要となります。これ
に対して退院前カンファレンスの充実ばかりでな
く、在宅後カンファレンス（当院の造語）を積極的
に取り組んでいます。在宅後カンファレンスを行
うことで、退院前カンファレンスで話し合ったケ
アが上手く継続できているか確認できること、病
院スタッフが患者宅へ訪問し、その人の生活環
境やそれまでの生き方を垣間見ることで入院中
のケアに反映しやすくなること、在宅後に関わる

シリーズ　地域ケア病棟から　①

～ 新年度に向けて ～



在宅医、訪問看護師、ヘルパー、ケアマネー
ジャーなどと顔見知りとなり、その場で情報共有
でき、退院前後の問題点や改善点、今後の連携
のあり方などさまざまな気づきが得られていま
す。2013年10月から現在まで5件の実績です
が、1例1例着実に取り組むことで、病院から在
宅や施設へ移った後も切れ目なくケアが継続で
きる仕組みを、地域全体で構築していきたいと
考えています。

これからの取り組み
　今春より地域ケア病棟関連部署に新しいス
タッフが増員となりました。総合診療科後期研修
医2名、MSW1名、歯科衛生士1名が参加し、新
緑のような新しいエネルギーを吹き込んでくれ
ることを期待しています。地域ケア病棟の最近の
話題やこれからの取り組みについて3点ご紹介
します。
①　多目的カンファレンス室の設置

（2014年5月オープン）
　患者、家族、病棟スタッフ、多職種専門チーム、
ケアマネージャー、他の施設職員などが集まり、
日々さまざまなカンファレンスを開催しています。
参加人数が多くなると別の会場への移動が必要
でした。このため、新しく多目的カンファレンス室
を6階に設置し、25名程度のカンファレンスが実
施可能となり、外部機関などとの積極的な情報
交換が行いやすくなると期待しています。

②　MSW（メディカルソーシャルワーカー）の
　　専属配置
　MSW1名を地域ケア病棟に専属配置し、より
きめ細やかな情報共有、退院支援、各種カンファ
レンスの実施を行い、地域ケア病棟と地域を切
れ目なく繋ぐことに取り組んでいます。
③　地域ケア委員会の新設
　地域ケア病棟の運用についての委員会を設置
しました。地域ケア病棟は病院だけのものではな
く、東部・中部医療圏の地域で利用していただく
コンセプトで運用を考えています。外部機関等と
会議などを積極的に行い、地域に活用していた
だける地域ケア病棟に発展することを期待して
います。

おわりに
　今後、地域ケア病棟が鳥取県東中部圏域の住
民のQOLの向上に貢献でき、この活動が超高齢
化社会に対応するための医療・介護・社会モデ
ルとなるよう尽力していきたいと思います。
　そして、日々の患者家族を支える病棟チーム、
多職種専門チーム、地域医療総合支援セン
ター、医師支援室の皆様の献身的な働きにこの
場をかりて深く感謝とお礼を申し上げます。

地域医療総合支援センタースタッフ
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はじめに
　シリーズ‘看取りを考える’も第5回となりまし
た。一口に‘看取り’といっても一人一人様々な
背景を持ち、決して同じ方針はありません。特
に非癌患者の看取りには明確な定義や、エビ
デンスのある研究は我が国にはほとんどありま
せん。様々な医療情報、本人の意思やQOL、家
族の想い、それを支える周囲の状況など千差
万別であり、意思決定の困難さを痛感しており
ます。私も市立病院に赴任するまでは緩和ケア
とは程遠い診療をしてきました。地域ケア病棟
では毎日様々なケースに直面します。そのたび
にチーム皆で日々悩み、考えながら患者・家族
の意思決定を支援しております。そんな背景か
ら本項では非癌患者の緩和ケアと、高齢化社
会へむけて在宅では特に非癌患者の看取りに
ついて考えていこうと思います。

非癌患者の緩和ケア
　本来緩和ケアとは、治癒を目的とした治療に
反応しなくなった全ての患者様に開かれてい
なければなりません。しかし緩和ケアを受けて
いる患者の95%が悪性腫瘍の患者ですが、緩
和ケアを必要としている患者の75%が非癌患
者であると言われています。
　近年多くの非癌疾患の終末期の患者が、苦
痛の中に放置されていることが明らかになって
きました。米国で行われたSUPPORT研究で
は、多くの高齢者が終末期に苦痛の中にいるこ
とがうきぼりにされました。英国のRSCD研究
でも、非癌患者は終末期に疼痛・呼吸困難など
様々な苦痛に苦しんでおり、癌患者と比べても
その頻度は低くない事が明らかにされました。

世界的にも非癌患者の緩和ケアが注目を浴び
ています。しかし実際は、終末期の症状緩和と
予後予測に関して明確なデータもなく予測が
困難であることが多く、非癌患者の緩和ケアが
進展しておりません。当院の地域ケア病棟で
は、多種職が介入し検討することで、症状緩和
や予後予測につながるべく努力しております。
非癌患者の終末期における緩和医療に明確な
定義はありません。患者やその家族は様々な医
療情報の中でいくつかの選択を強いられます。
前シリーズでもあった胃瘻造設についての問題
や高齢者の薬物療法など、簡単には決められ
ない問題が多くあります。続いては高齢者の薬
物療法、多剤服用について考えていこうと思い
ます。

高齢者の多剤服用
　ちょうど先月の地域ケア勉強会で議題に上
がったテーマです。高齢者の薬物療法について
検討しました。地域ケア病棟には80歳以上の
高齢者の入院が大多数であり、多剤内服によ
る弊害をしばしば見かけます。中には内服薬が
20種類近くあった方もおられました。症状は
様々ですが、倦怠感や食欲不振、意識レベル低
下などで搬送され、内服を調整するだけで改善
したケースをよくみかけます。多剤服用につい
ての明確な定義はないようですが、日本老年医
学会からは、1疾患1薬剤、5種類までが無難と
されています。しかし実際は、患者サイドでは、
愁訴も増えてくると多くの専門医にかかりた
い・処方を受けたいと感じます。医療者サイド
でも愁訴に合わせて何か処方をしなければ、な
ど様々な経緯で気が付けば多剤服用をさせて

いることがあります。薬剤の多くは、後期高齢
者や虚弱高齢者での有効性を示すデータがあ
りません。それでも有害事象がない限り、元気
であれば若年者同様に発症予防となる内服も
処方します。様々な経過で数多く投薬を受ける
ことがありますが、医療機関を数多く受診して
いると、誰が主になって管理・調整をしていくか
決まっていないことがあります。多剤服用の弊
害を減らすため、地域ケア病棟では多種職で
情報を収集・共有し、チームで検討会を開いて
います。高齢者への投薬は、得られるベネ
フィット・リスクを充分に検討し、患者・医療者
両サイドで管理し、話し合える関係を築く必要
があると思われます。

在宅での看取り
　近年、家で過ごすことの素晴らしさの再認
識、医療経済的側面などから国をあげて在宅
医療が推進されています。ヒトは昔から家で最
期を迎えてきました。40年前では家で亡くなる
のが当たり前で、8割の人が自宅で死を迎えて
いました。しかし現在では、8割の人が病院で
最期を迎えています。我が国のいくつかの調査
では、国民の半数以上が最期まで自宅で過ご
したいと願っていますが、現実には自宅での看
取りは14%、生活の場である施設での死亡は
2%にすぎないと言われています。「家で最期を
迎えたい」という願いがほとんどかなえられて
いないのが現状です。在宅療養移行や継続の
阻害因子として、症状急変時の対応やすぐに入
院できるかの不安、24時間相談にのってくれ

るところがない、家族の介護力・マンパワーの
不足などがあげられます。2025年には在宅医
療を必要とする者は29万人にのぼると推計さ
れています。国や地域が一体となって、家族の
支援や、在宅医療・介護サービスの供給量の充
実、24時間在宅医療提供体制の構築、在宅療
養者の後方ベッドの確保・整備など様々な問
題に取り組んでいく必要があります。当院でも、
地域医療支援病院となるべく、在宅療養支援
病院や在宅療養支援診療所などと密な連携を
とり、地域で高齢者を支える関係を構築してい
くべく日々努力しております。（※１）

総括
　‘在宅医療・介護あんしん2012’では、施設
中心の医療・介護から、可能な限り住み慣れた
生活の場において必要な医療・介護サービス
が受けられ、安心して自分らしい生活を実現で
きる社会を目指す、とされています。我が国は国
民皆保険制度のもと、世界でも類をみない高
水準の医療・介護制度を確立しています。平均
寿命も男女とも世界1.2位を推移しています。
しかし、入院医療や施設介護が中心であり、在
宅医療の推進は世界的にも後れをとっていま
す。少子高齢化が進み、2060年には高齢者1
人を国民1.2人で支える社会構造になると言
われています(2010年は2.6人で支えていま
す)。（※２）超高齢化社会に向けて、今後も地
域全体で取り組んでいく必要があると思われ
ます。

非癌患者の緩和ケア
在宅での看取り 総合診療科

庄司　啓介

看取りを考える⑸特別
企画
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はじめに
　シリーズ‘看取りを考える’も第5回となりまし
た。一口に‘看取り’といっても一人一人様々な
背景を持ち、決して同じ方針はありません。特
に非癌患者の看取りには明確な定義や、エビ
デンスのある研究は我が国にはほとんどありま
せん。様々な医療情報、本人の意思やQOL、家
族の想い、それを支える周囲の状況など千差
万別であり、意思決定の困難さを痛感しており
ます。私も市立病院に赴任するまでは緩和ケア
とは程遠い診療をしてきました。地域ケア病棟
では毎日様々なケースに直面します。そのたび
にチーム皆で日々悩み、考えながら患者・家族
の意思決定を支援しております。そんな背景か
ら本項では非癌患者の緩和ケアと、高齢化社
会へむけて在宅では特に非癌患者の看取りに
ついて考えていこうと思います。

非癌患者の緩和ケア
　本来緩和ケアとは、治癒を目的とした治療に
反応しなくなった全ての患者様に開かれてい
なければなりません。しかし緩和ケアを受けて
いる患者の95%が悪性腫瘍の患者ですが、緩
和ケアを必要としている患者の75%が非癌患
者であると言われています。
　近年多くの非癌疾患の終末期の患者が、苦
痛の中に放置されていることが明らかになって
きました。米国で行われたSUPPORT研究で
は、多くの高齢者が終末期に苦痛の中にいるこ
とがうきぼりにされました。英国のRSCD研究
でも、非癌患者は終末期に疼痛・呼吸困難など
様々な苦痛に苦しんでおり、癌患者と比べても
その頻度は低くない事が明らかにされました。

世界的にも非癌患者の緩和ケアが注目を浴び
ています。しかし実際は、終末期の症状緩和と
予後予測に関して明確なデータもなく予測が
困難であることが多く、非癌患者の緩和ケアが
進展しておりません。当院の地域ケア病棟で
は、多種職が介入し検討することで、症状緩和
や予後予測につながるべく努力しております。
非癌患者の終末期における緩和医療に明確な
定義はありません。患者やその家族は様々な医
療情報の中でいくつかの選択を強いられます。
前シリーズでもあった胃瘻造設についての問題
や高齢者の薬物療法など、簡単には決められ
ない問題が多くあります。続いては高齢者の薬
物療法、多剤服用について考えていこうと思い
ます。

高齢者の多剤服用
　ちょうど先月の地域ケア勉強会で議題に上
がったテーマです。高齢者の薬物療法について
検討しました。地域ケア病棟には80歳以上の
高齢者の入院が大多数であり、多剤内服によ
る弊害をしばしば見かけます。中には内服薬が
20種類近くあった方もおられました。症状は
様々ですが、倦怠感や食欲不振、意識レベル低
下などで搬送され、内服を調整するだけで改善
したケースをよくみかけます。多剤服用につい
ての明確な定義はないようですが、日本老年医
学会からは、1疾患1薬剤、5種類までが無難と
されています。しかし実際は、患者サイドでは、
愁訴も増えてくると多くの専門医にかかりた
い・処方を受けたいと感じます。医療者サイド
でも愁訴に合わせて何か処方をしなければ、な
ど様々な経緯で気が付けば多剤服用をさせて

いることがあります。薬剤の多くは、後期高齢
者や虚弱高齢者での有効性を示すデータがあ
りません。それでも有害事象がない限り、元気
であれば若年者同様に発症予防となる内服も
処方します。様々な経過で数多く投薬を受ける
ことがありますが、医療機関を数多く受診して
いると、誰が主になって管理・調整をしていくか
決まっていないことがあります。多剤服用の弊
害を減らすため、地域ケア病棟では多種職で
情報を収集・共有し、チームで検討会を開いて
います。高齢者への投薬は、得られるベネ
フィット・リスクを充分に検討し、患者・医療者
両サイドで管理し、話し合える関係を築く必要
があると思われます。

在宅での看取り
　近年、家で過ごすことの素晴らしさの再認
識、医療経済的側面などから国をあげて在宅
医療が推進されています。ヒトは昔から家で最
期を迎えてきました。40年前では家で亡くなる
のが当たり前で、8割の人が自宅で死を迎えて
いました。しかし現在では、8割の人が病院で
最期を迎えています。我が国のいくつかの調査
では、国民の半数以上が最期まで自宅で過ご
したいと願っていますが、現実には自宅での看
取りは14%、生活の場である施設での死亡は
2%にすぎないと言われています。「家で最期を
迎えたい」という願いがほとんどかなえられて
いないのが現状です。在宅療養移行や継続の
阻害因子として、症状急変時の対応やすぐに入
院できるかの不安、24時間相談にのってくれ

るところがない、家族の介護力・マンパワーの
不足などがあげられます。2025年には在宅医
療を必要とする者は29万人にのぼると推計さ
れています。国や地域が一体となって、家族の
支援や、在宅医療・介護サービスの供給量の充
実、24時間在宅医療提供体制の構築、在宅療
養者の後方ベッドの確保・整備など様々な問
題に取り組んでいく必要があります。当院でも、
地域医療支援病院となるべく、在宅療養支援
病院や在宅療養支援診療所などと密な連携を
とり、地域で高齢者を支える関係を構築してい
くべく日々努力しております。（※１）

総括
　‘在宅医療・介護あんしん2012’では、施設
中心の医療・介護から、可能な限り住み慣れた
生活の場において必要な医療・介護サービス
が受けられ、安心して自分らしい生活を実現で
きる社会を目指す、とされています。我が国は国
民皆保険制度のもと、世界でも類をみない高
水準の医療・介護制度を確立しています。平均
寿命も男女とも世界1.2位を推移しています。
しかし、入院医療や施設介護が中心であり、在
宅医療の推進は世界的にも後れをとっていま
す。少子高齢化が進み、2060年には高齢者1
人を国民1.2人で支える社会構造になると言
われています(2010年は2.6人で支えていま
す)。（※２）超高齢化社会に向けて、今後も地
域全体で取り組んでいく必要があると思われ
ます。

出所：在宅医療の最近の動向
　　 厚生労働省医政局指導課
　　 在宅医療推進室

出所：総務省「国勢調査」及び「人口推計」、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計
　　 人口 （平成24年１月推計）：出生中位・死亡中位推計」（各年10月1日現在人口）

(※１) (※２)
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当院における口腔ケアセンター・
　　　　　　　　　　歯科の役割
　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を開設しました。
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、入院患者およびご家族等のQOL（生活
の質）を高めることです。開設当初から誤えん性肺
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、摂食嚥下機能の診断
と治療、がん治療や緩和ケアへの参加、および訪
問診療などを積極的に行っています。今回は、訪
問診療について紹介させていただきます。

目的
　我が国は2007年から超高齢社会へと移行し
ており、厚生労働省の平成23年度の人口動態調
査によると、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位は肺炎となって
います。肺炎の死亡者の約97%は65歳以上であ

り、70歳以上では70%以上が誤えん性肺炎であ
ることが知られています。誤えん性肺炎は、本来食
道に送られる食物や唾液中の細菌が誤って気管
に入り込み、肺にまで到達する事によって引き起
こされる肺炎です。筋力低下などによる嚥下機能
の障害や食事が十分に摂れないことによる低栄
養状態からなる免疫力の低下も一因となります。
　近年、歯科研究において、誤えん性肺炎は適切
な口腔ケアや嚥下訓練等によって発症を予防す
ることが分かってきています。口腔ケアを行うこと
で口腔と咽頭部の細菌数が減少することや、口腔
機能の回復によって食事量が増え、栄養状態の
改善が図られることで免疫力の向上に繋がること
から、誤えん性肺炎の予防効果が期待できます。
　当院では、入院患者様に対する口腔ケアおよび
摂食嚥下障害への支援を積極的に行っておりま
す。退院される前には家族や退院後の担当スタッ
フへの介護方法等の指導をしていますが、退院直
後から不足ない介護を実施するのは困難なこと
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であると認識し、退院翌日
から在宅への訪問診療を2012年10月から開始
しています。

対象患者、対応方法、実績
　対象患者は、肺炎等の老人性疾患を発症し、摂
食嚥下障害を有しているため、口腔ケアや食事指
導等が必要な場合です。対応方法としましては、

地域ケアセンター
地域口腔ケアセンター、歯科

久保 克行

地域支援としての歯科訪問診療　
訪問診療

病院内での評価を実際の現場で対応できるよう
に修正し、ご家族や担当スタッフに伝えておりま
す。実績としましては、2013年度は約230回の訪
問診療を行いました。実際に、自身による口腔内
のセルフケアが困難な場合には、口腔ケアを行う
主介護者のご家族の方に指導等を行っています
（写真１）。

　摂食嚥下障害の状態の応じた食事ができるよ
うに、食事指導も行っております（写真２）。

　実際に、適切な口腔ケアと食事指導によって栄
養状態が改善し、再入院することなく自宅で過ご
されている患者様もおられます。人手不足もあり、
まだまだ不十分な点が多々ありますが、今後もさ
らなる充実と拡大を目指してまいります。

最後に
　高齢者は急性期疾患の罹患時には、老年症候
群（加齢に伴う機能低下によって起こる高齢者に
多くみられる一連の症候）が進行し、日常生活動
作や栄養状態、そしてQOLの低下を招いてしまい
ます。従って、疾患の再発防止とその予防が必要
となります。そのためには、病院内の対応だけでは
なく、退院後の日常生活の支援を含めた対応が
必要です。病院内の情報を退院後の担当スタッフ
に情報を提供する際には、文書だけでなく実際の
生活の場において対応可能かどうかを考慮し、そ
の上で担当スタッフに伝えることが非常に重要で
す。我々、地域口腔ケアセンター・歯科は、病院だ
けでなく在宅および施設等を含めた地域完結型
としての地域への支援を目指し、多くの職種の
方 と々共に患者個々にあった医療およびケアに繋
がるように尽力してまいります。
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多職種との連携

ケアマネージャー

高齢者

かかりつけ医

急性期病院 慢性期病院 訪問看護

訪問介護

訪問医

訪問歯科

介護保険施設

33地域完結型

写真２

※写真はご本人ご家族の同意を得て掲載しています。

写真１
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泌尿器科医員
西川　大祐

　2年前の春、医師国家試験に合格した喜び
も間もなく、2012年4月1日より鳥取市立病
院で初期臨床研修を開始しました。1年目はま
ず麻酔科から研修をスタートしました。はじめ
の頃は常に緊張した状態で何をしていいのか
分からず、病院での環境に慣れることで精一杯
であったように思います。総合診療科、内科、
外科とローテトし、2年目は地域医療、整形外
科、そして自由選択として放射線科と泌尿器
科で研修を受けました。何度かくじけそうにな
りましたが、上級医の先生方、看護師さん、病
院職員の方々のサポートにより何とか初期臨
床研修を修了することができました。

　中でも一番苦労したのが泌尿器科での研修
でした。朝の回診から始まり、外来、手術、検
査、そして再び回診と目まぐるしく1日が過ぎ
ていきました。しかし、医師としての必要な技
術と専門的な知識を実践の中で身に着けるこ
とができました。振り返れば最も充実した毎日
を送っていたと感じています。また、泌尿器科
の先生方は経験豊かで知識も豊富で手術スキ
ルも高く、患者さんに対して親身に接しておら
れ、私もこのような泌尿器科医になりたいと思

いました。そして、自分に対しての助言、指導も
熱心にして頂きました。そのため、私は泌尿器
科医になることを決め、引き続き鳥取市立病
院泌尿器科で後期研修を行わせて頂くことに
なりました。豊富な症例を経験させてもらい、
チャレンジする機会を泌尿器科の先輩医師の
方々に与えて頂き、一つ一つ乗り越えていく毎
日ですが、次第に重篤な症例でも指導して頂
く先生のサポートのもと、対応していけるよう
になってきた自分に気づき、充実した時間を持
てています。より充実する毎日を送るため、生
涯泌尿器科医として生きていくには何が必要
か自分でしっかりと目的を設定し、理想的な後
期研修を構築するこが出来るよう、「自分が、ど
のような医師を目指すのか」という事を念頭
に、節目で自己分析・自己評価を客観的に行う
事が大切だと考えています。
　具体的には、今の自分には何が欠けている
のか、それを補うためには、どのようにしたよい
のか、対策を考え実行する能力を身に付けて
いきたいです。これからもこの素晴らしい環境
でしっかりと経験を積んでいきたいです。一人
の医師として、しっかりとした診察能力、判断
力、決断力を身に付け、患者さんに寄り添い、
信頼される医師になるよう努力していきます。

（写真中央）

研修
医日
記
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外科医員
谷　　悠真

　2014年3月末日をもちまして、無事に当院
での初期臨床研修を修了することができまし
た。この2年間、実に様々なことを経験させてい
ただいたなと思います。これまでの学生生活と
社会人とのギャップにとまどい、研修を通じて
医師としての責任の重大さを痛感し、そして
様々な科でいろいろな知識や技術をおぼつか
ないながらも吸収できる喜びを感じ、おそらく
傍目から見る分にはあまり変化がないと見ら
れるでしょうが、自分としては大きな変化の
あった2年間だったと思います。

　当院は研修病院としては決して大きな病院
ではありませんが、研修医の人数の少ない分、
他の先生方やスタッフの皆様と深く関われる
面もあり、自分としては充実した研修をおくれ
たのではと感じます。研修医のたくさんいる
「人気病院」に勤めようという思いが学生時代
になかったわけではありませんが、少人数の病
院だからこそできる自由さが当院にはあり、振
り返ればいろいろなところに顔を出し、濃い経
験ができたと実感しています。多くの診療科の
先生にお世話になり、それぞれの診療科での
経験は得難いものでしたが、自分として一番成

長できたのは救急外来だったかなと思います。
当院は2次救急病院ではありますが、基本的
に重症外傷などを除けば外科系・内科系に関
わらず、ほとんどの疾患を診療することになり
ます。風邪から心肺停止まで研修医も診療に
参加することになりますが、何も分からないな
りに数を重ねていけば「なんとなくこの時はこ
うする」というのがおぼろげながら理解できる
ようになっていきます。少し理解できるように
なれば本を読んだり様々な講習会に参加した
りして知識を増やせるようになり（僕は
ACLS-EP、JATEC、FCCSなど、救急関連の
資格は今数えてみると9個もとっていました）、
今度はそれを現場で実践することができ、少し
ずつですが自分も医者の仕事をしているんだ
なと実感できるようになりました。おそらくこ
れからの仕事をしていく上でも必要不可欠な
経験になったのだろうと思います。
　4月からは引き続き当院外科で後期研修医
として勤務することになります。責任が増し、怖
さも少し感じておりますが、微力ながら鳥取市
立病院に来られる患者様のために引き続き精
進していこうと思います。

（写真　左から２人目）
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地域包括ケアシステムの構築に向けて地域包括ケアシステムの構築に向けて
　介護保険では、３年ごとに介護保険事業計画を策定し事業の安定的な運営を図っています。現在、平
成27～29年度の第６期計画の策定中ですが、この計画以降は2025年を視野に入れた中長期的な見
通しを踏まえた計画とし、併せて在宅医療と介護の連携など新たな事業に取り組むための「地域包括ケ
ア計画」とするよう位置づけが行われています。現在国会で法案審議中ですが、地域包括ケアシステムを
推進していく新たな事業として①在宅医療・介護連携の推進②認知症施策の推進③生活支援サービス
の体制整備④地域ケア会議の充実などが盛り込まれています。さらに要支援者への保険給付のうち訪
問介護と通所介護が市町村の実情に応じた創意工夫の可能な事業へと移行することとされています。
併せて介護予防事業の見直しも行われます。

　地域で暮らす高齢者を介護、福祉、健康、医療など様々な面から総合的に支援する機関として「地域
包括支援センター」があります。現在本市では地域包括支援センターを５箇所に設置し、高齢者の在宅
生活を支援していますが、これまでにも増して、市町村の取り組み姿勢が問われることとなり、その責任
の重さを感じます。また、これらは関係する各事業者、団体、住民組織、ボランティア、企業等あらゆる主
体の協力の下でなければ行えないものであります。改めて関係者、関係団体とのネットワークに力を入
れ、その総合力により、地域包括ケアシステムの構築を推進していきたいと考えています。

寄 稿

鳥取市福祉保健部次長兼高齢社会課長
中島　陽一

　地域包括ケアシステムという言葉は、私が高齢社会課に異動してきた２年ほど前には耳慣れない言葉
で、説明を聞いてもあまり実感が湧かないものでしたが、最近では、新聞にもしばしば登場しており一般
的な用語となりつつあると感じます。高齢者ができる限り住み慣れた地域で暮らしていけるよう医療、介
護、介護予防、生活支援、住まいの各サービスが一体的に提供されるシステムというような趣旨の説明が
付されます。
　高齢者を対象とした意識調査によると、できる限り住み慣れた自宅や地域で暮らしたい、できれば人
生の最終段階を自宅で迎えたい、また介護を受ける際も自宅で受けたい、と希望する高齢者が多いとい
う結果が出ています。地域包括ケアシステムはこのような高齢者の願いをかなえていくことで、生きる喜
びを感じながら、できる限り充実感を維持した生活を支えていくことを目的としたものと考えます。
　今、国を挙げて地域包括ケアシステムを推進している背景には、このように高齢者の願いをかなえるこ
とに加え、このような仕組みを普遍化していくことで、介護費の節約にもつなげていくという強い期待も
あります。平成12年の介護保険開始以降、その費用は増え続けていますが、今後いわゆる団塊の世代が
後期高齢者となる平成37年（2025年）以降、一段とその傾向が強まると言われています。2025年問題
と言われるものです。
　本市の将来人口推計をみますと、75歳以上の人口は平成22年（2010年）は25，013人ですが、平成
37年（2025年）には32，204人に増加し、平成47年（2035年）には35，878人とピークを迎えます。
（グラフ１）
　介護保険料を負担する40歳以上の人口は、平成22年（2010年）は112，662人ですが、平成32年
（2020年）には116，548人とピークを迎え、その後は減少に転じる見込みとなっています。（グラフ２）
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　介護保険では、３年ごとに介護保険事業計画を策定し事業の安定的な運営を図っています。現在、平
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の体制整備④地域ケア会議の充実などが盛り込まれています。さらに要支援者への保険給付のうち訪
問介護と通所介護が市町村の実情に応じた創意工夫の可能な事業へと移行することとされています。
併せて介護予防事業の見直しも行われます。

　地域で暮らす高齢者を介護、福祉、健康、医療など様々な面から総合的に支援する機関として「地域
包括支援センター」があります。現在本市では地域包括支援センターを５箇所に設置し、高齢者の在宅
生活を支援していますが、これまでにも増して、市町村の取り組み姿勢が問われることとなり、その責任
の重さを感じます。また、これらは関係する各事業者、団体、住民組織、ボランティア、企業等あらゆる主
体の協力の下でなければ行えないものであります。改めて関係者、関係団体とのネットワークに力を入
れ、その総合力により、地域包括ケアシステムの構築を推進していきたいと考えています。
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後期高齢者となる平成37年（2025年）以降、一段とその傾向が強まると言われています。2025年問題
と言われるものです。
　本市の将来人口推計をみますと、75歳以上の人口は平成22年（2010年）は25，013人ですが、平成
37年（2025年）には32，204人に増加し、平成47年（2035年）には35，878人とピークを迎えます。
（グラフ１）
　介護保険料を負担する40歳以上の人口は、平成22年（2010年）は112，662人ですが、平成32年
（2020年）には116，548人とピークを迎え、その後は減少に転じる見込みとなっています。（グラフ２）

2

Q. Q.

34.935
40
( )

45.445
50

( )

19 2 20
25
30
35

30
35
40

19.2

11.8

20

10
15
20

14.9
10 7

18.5
15
20
25

2.4 0.7
3

0.9

7.1

0
5
10

1.3 0.1

10.7
2.3 0.8

5.8

0
5
10

0

1

54 660
( )

Q

32 435
( )
Q

54.6

40

50

60

20 8

32.4

25
30
35

27.7

20

30

40

10 6

20.8
17.2

9
15
20

0.7 0.4
4.1 4.5 1.1

6.9

0

10

2010.6
7.8

2.1

9

0
5
10

00



25

　介護保険では、３年ごとに介護保険事業計画を策定し事業の安定的な運営を図っています。現在、平
成27～29年度の第６期計画の策定中ですが、この計画以降は2025年を視野に入れた中長期的な見
通しを踏まえた計画とし、併せて在宅医療と介護の連携など新たな事業に取り組むための「地域包括ケ
ア計画」とするよう位置づけが行われています。現在国会で法案審議中ですが、地域包括ケアシステムを
推進していく新たな事業として①在宅医療・介護連携の推進②認知症施策の推進③生活支援サービス
の体制整備④地域ケア会議の充実などが盛り込まれています。さらに要支援者への保険給付のうち訪
問介護と通所介護が市町村の実情に応じた創意工夫の可能な事業へと移行することとされています。
併せて介護予防事業の見直しも行われます。

　地域で暮らす高齢者を介護、福祉、健康、医療など様々な面から総合的に支援する機関として「地域
包括支援センター」があります。現在本市では地域包括支援センターを５箇所に設置し、高齢者の在宅
生活を支援していますが、これまでにも増して、市町村の取り組み姿勢が問われることとなり、その責任
の重さを感じます。また、これらは関係する各事業者、団体、住民組織、ボランティア、企業等あらゆる主
体の協力の下でなければ行えないものであります。改めて関係者、関係団体とのネットワークに力を入
れ、その総合力により、地域包括ケアシステムの構築を推進していきたいと考えています。

名　　称 所　在　地 担当地域 電話番号

鳥取中央地域包括
支援センター

鳥取東健康
福祉センター
（包括支援係）

鳥取こやま地域包括
支援センター

鳥取南地域包括
支援センター

鳥取西地域包括
支援センター

富安２丁目138－４
（市役所駅南庁舎１階）

（0857）
20-3456

鳥取地域（北、中ノ郷、
西、南中学校区）
福部地域

国府町宮下1221
（国府町総合支所１階）

(0857)
25-5021

鳥取地域
（東、桜ヶ丘中学校区）
国府地域

湖山町西１丁目512
（学習・交流センター２階）

用瀬町別府96－２
（用瀬地区保健センター内）

(0857)
32-2727鳥取地域（千代川以西）

気高町浜村50－22
（気高地区保健センター内）

(0857)
82-6571

(0858)
76-2351

河原地域
用瀬地域
佐治地域

気高地域
鹿野地域
青谷地域

【鳥取市地域包括支援センター】
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○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で自分らし
い暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される
地域包括ケアシステムの構築を実現していきます。

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、地域包
括ケアシステムの構築が重要です。

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は減少する
町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差が生じています。

地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、地域の特
性に応じて作り上げていくことが必要です。

　地域包括ケアシステムという言葉は、私が高齢社会課に異動してきた２年ほど前には耳慣れない言葉
で、説明を聞いてもあまり実感が湧かないものでしたが、最近では、新聞にもしばしば登場しており一般
的な用語となりつつあると感じます。高齢者ができる限り住み慣れた地域で暮らしていけるよう医療、介
護、介護予防、生活支援、住まいの各サービスが一体的に提供されるシステムというような趣旨の説明が
付されます。
　高齢者を対象とした意識調査によると、できる限り住み慣れた自宅や地域で暮らしたい、できれば人
生の最終段階を自宅で迎えたい、また介護を受ける際も自宅で受けたい、と希望する高齢者が多いとい
う結果が出ています。地域包括ケアシステムはこのような高齢者の願いをかなえていくことで、生きる喜
びを感じながら、できる限り充実感を維持した生活を支えていくことを目的としたものと考えます。
　今、国を挙げて地域包括ケアシステムを推進している背景には、このように高齢者の願いをかなえるこ
とに加え、このような仕組みを普遍化していくことで、介護費の節約にもつなげていくという強い期待も
あります。平成12年の介護保険開始以降、その費用は増え続けていますが、今後いわゆる団塊の世代が
後期高齢者となる平成37年（2025年）以降、一段とその傾向が強まると言われています。2025年問題
と言われるものです。
　本市の将来人口推計をみますと、75歳以上の人口は平成22年（2010年）は25，013人ですが、平成
37年（2025年）には32，204人に増加し、平成47年（2035年）には35，878人とピークを迎えます。
（グラフ１）
　介護保険料を負担する40歳以上の人口は、平成22年（2010年）は112，662人ですが、平成32年
（2020年）には116，548人とピークを迎え、その後は減少に転じる見込みとなっています。（グラフ２）

出典：平成25年３月 地域包括ケア研究会報告書より
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フレッシュリレー①
初期臨床研修医

中村　篤史
なかむら　　

あつ  し

研修医１年
目の中村と

申します。
至らぬ点も

多々あると
思いますが

、

頑張ります
。ご指導よ

ろしくお願
いします。

里本　祐一
さともと　　ゆういち

研修医１年目の里本と申
します。至らぬ点も多々あ
るかと思いますが、精一杯
努力したいと思います。ご
指導、ご鞭撻の程、よろし
くお願いいたします。

伊藤　慶彦
  い   とう　　よしひ

こ

研修医１年目の伊
藤と申

します。若輩者で
はあり

ますが皆様からで
きる限

り多くの事を学び
日々精

進していきたいと
思いま

す。よろしくお願
いいた

します。

橋本　靖弘
はしもと　　やすひろ

この春、鳥取大学を卒業
し、こちらの病院で臨床
研修を行う橋本と申しま
す。患者さんや先生方か
ら勉強させていただき、
早く一人前の医師になれ
るよう頑張りたいと思い
ます。
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4階東病棟
看護師長

秋山　　緑

子どもの未知なる力を引き出す
プレパレーションの取り組み

看　 護nursing

　当病棟は48床の混合病棟でこのうち約2割が
小児科患者です。入院のほとんどは緊急入院で
ウイルス感染・幼弱による易感染状態による疾患
が90％以上となっています。そのため、他の患者
への感染予防を目的に小児療養環境加算を算
定して個室管理としています。（写真①）個室には
入院中のスケジュール、安全に過ごしていただく
ためのベッドの取り扱い、吸入の仕方、薬の飲ま
せ方等をわかりやすくまとめたものを綴って、オリ
エンテーションブック（写真②）として一部屋に一
冊設置して繰り返し説明を行っています。

　病棟では感染管理の目的で共有できるおも
ちゃ、ぬいぐるみの設置を行っていないため、ご
自宅からお気に入りのものを持参していただくよ
うご案内しています。DVD等の持ち込みも許可し
ています。病室内は緊張が和らぐように壁紙に工
夫をしたり、病棟のデイルームやプレールームに
は手作りの季節の飾り付けを行っています。（写
真③）

　入院中は固定チームナーシングで固定した受
け持ち看護師が中心となって、患児にとって問題
となる事を早期に把握して、１日でも早い回復を
願って携わっています。子どもは家族、特に母親
からの分離に不安を抱くため、当院では24時間
の家族の付き添いをお願いしています。母親は
子どもを生活につなげてくれる重要な他者であ
り、そのかかわりのなかで、子どもは安心や安全
を得ることができます。それゆえに、母親へのわ
かりやすい説明と母親の気持ちにそったケアを
最優先させることに心掛けています。そして、子ど
もが怖がらないように、家族へも十分な説明をし
て理解と協力のもとで看護処置を行っています。
 　1994年に「児童の権利に関する条約」が日

（写真①：個室）

（写真③：デイルームで飾り付け）

（写真②：オリエンテーションブック）



本で批准され、1999年には日本看護協会から、
小児領域で特に留意すべき子どもの権利と必要
な看護行為の中で「説明と同意」が最も重要なこ
ととして取り上げられました。その頃から小児看
護学の分野では子どもの人権を尊重し、子ども
には子どもの理解しうる言葉や方法を用いて治
療や看護についての具体的な説明を受ける権利
がある、という事を基に、4階東病棟では子ども
へのプレパレーション※の必要性について学習を
進めてきました。
　小児看護領域でプレパレーションは、子ども
が病気や入院によって引き起こされる様々な心
理的混乱に対し、準備や配慮をすることにより、
その悪影響を避けたり、和らげるなど、子どもの
対処能力を引き出すと共に、子ども自身が達成
感を得られるような環境を整えることが推奨さ
れています。
　入院による心理的混乱を引き起こしやすいの
は親を重要他者として認識し始めた乳児期後半
から3歳から4歳ぐらいの子どもであることから、
当病棟では乳児に対しては親へのサポートを通
して子どもの恐怖や不安を緩和する方法として
実際の処置をパペットを使用して説明していま
す。（写真④）

　採血をするときには「ちっくんがんばるぞ」ファ
イルで説明しパペットで頑張りを応援し、薬を飲
むときは「おくすりのめるかな」の絵本（写真⑤）
を読んで、パペットで応援しています。採血後に
は頑張りをねぎらいご褒美としてシールをあげ
たり、注射の恐怖心をなくすために、絆創膏には
手書きの絵を書いています。

　退院時には子どもの頑張りを認め、褒めること
で病院での経験が子どもに達成感として自己認
識してもらい、視覚的に認知できるように頑張っ
たことを、賞状にしてご褒美メダルと共に渡して
います。（写真⑥）

※プレパレーション：小児科領域で、病気や入院、検査、
処置等による子どもの不安や恐怖など心理的混乱を
最小限にして子ども自身の力で対処し、乗り越えられ
るよう心の準備やケアを行い、環境を整えること
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（写真⑤：使用している絵本の一部）

4階東病棟スタッフ

（写真④：ぬいぐるみを患児にみたて、
パペットを使って処置説明の練習風景）

（写真⑥：賞状とご褒美メダル）
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がん治療の三本柱である、手術療法、化学療法、放射線療法の中の放射線治療では医師、看
護師、診療放射線技師（以下技師）らが、患者様にとってそれぞれ専門能力を生かしそれぞれ
の立場でよりよい治療やケアを行なっています。
一般的に放射線治療は以下の流れで治療が進められます。
① 治療の適応を判断
② 治療範囲の決定
③ 治療体位、固定方法の決定
④ ＣＴシミュレータによる計画画像の取得
⑤ 治療計画装置でターゲットとリスク臓器を入力
⑥ 治療計画装置を用いて治療計画を立案
⑦ 治療ＭＵの再計算もしくは実測による線量検証と治療計画をチェック
⑧ 治療計画パラメータ・照合用画像を治療マネジメントシステムに転送
⑨ 治療開始
⑩ 患者の体表マークを参照にセットアップした後、照合画像を撮影し基準画像をもとに位置
を補正した後に治療

⑪ 上記の流れにおいて、医師、看護師とオーバーラップする領域がありますが、ほぼいずれの
項目に対しても技師も積極的にかかわり、お互いの専門的な立場から意見を出し合うこと
で患者様にとってより良い治療が行われるようにしています。特に当院では技師が治療計
画の立案に携わる機会が多いのですが、治療計画用の画像を撮った技師だから知りえる
情報（長時間の安静臥床が困難とか呼吸性の動きが大きい等）を最大限活かすことで、治
療を受けて頂く患者様にできるだけ苦痛の少ない計画を立案できることもあります。

中央放射線部
医学物理士

坂本　博昭

　また当院は、鳥取県東部医療圏の中
でも高精度放射線治療が実施可能な機
器を整備しており、適応症例も脳定位照
射(SRT)、体幹部定位照射(SBRT)、強
度変調放射線治療(IMRT)とより高度な
放射線治療を実施しています。地方に住
みながらも質の高い標準的治療を住民
の皆様に受けていただけるよう日々研鑽
をしています。
　放射線治療装置は特に、装置及び関

連機器の品質管理も非常に重要で、最近の装置はミリ単位の精度で治療が可能な反面、治療
計画から治療までのいずれかの段階で一つでも誤差があるとその誤差は最終的な治療の精度
にまで反映するので、国内外の学会等で勧告されている数多くの項目にわたる品質管理試験を
定期的に行っています。
　なにより技師は、治療期間中、毎日患者様と顔を会わせていますので、患者様の何気ない挨
拶や表情、動作の変化からも常に身体的・心理的変化をキャッチアップするように心がけ、発生
が予測される有害事象に対し他の医療者と協力して未然に防ぐようにしています。
　また、精神面においても治療に対するモチベーションが保たれて治療が完遂できるよう常に
患者様に寄り添うようにしながら正確な治療が行えるよう心がけています。

脳定位照射（SRT）

体幹部定位照射（SBRT）

中央放射線部の紹介
～放射線治療～
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操作室にて　診療放射線技師 平野（左側）とともに

強度変調放射線治療（IMRT）

体表マークを参照してセットアップ



講 演 ・ 研 修

『第７回市民医療講演会』　１月18日（土）
　第7回は、森谷医師（循環器内科）よる「急性心筋梗塞」、吉岡医師（脳神経外科）による「脳

卒中」の２題で講演を行いました。
　森谷医師からは、急性心筋梗塞は心臓の冠動脈が血栓で閉塞さ
れ、心筋組織が壊死に至る疾患であるとういうことを図や写真を用い
てわかり易く説明されました。心筋梗塞の症状については、約半数以
上の症例では左肩から左腕の関節痛を伴うなど、胸の締め付け感な
ど胸部痛のみでは無いため、おかしいと思ったらかかりつけ医を受診、
尋常ではないと思ったら救急車を要請してくださいと話されました。

　吉岡医師からは、脳卒中は、血管が詰まるタイプの「脳梗塞」と血管が破れて出血するタイ
プの「脳出血」「くも膜下出血」に分類されることを説明され、発症すると寝たきりや生活に支
障きたす場合もあると話されました。脳梗塞の症状としては、急に片方の顔や手足のしびれや
言葉が出なくなるなどの症状が現れると話されました。脳梗塞の治療
は、血栓を溶かす薬ｒｔ-ＰＡ（アルテプラーゼ）の投与が有効で時間が
勝負であること、脳出血の治療は、致死的なほど血塊が大きい場合に
は意識改善・救命を目的として手術を行うことになると話されました。
　今回のテーマに共通して「高血圧」「糖尿病」「高脂血症」がリスク
ファクターとなり、食事療法や運動療法などにより生活習慣を見直す
ことが大切であると締めくくられました。

『第８回市民医療講演会』　２月22日（土）
　第 8 回は、柴垣医師（内科）よる「胃がんリスク検診の意義と注
意点」、尾室主査（鳥取市保健師）による「受けよう検診、守ろう健康！」
の２題で講演を行いました。
　柴垣医師からは、胃がんリスク検診とは、胃がん検診とは違って内
視鏡検診を受けるべき人を選別して、検診を受ける間隔を決める検

市民医療講演会を開催しています市民医療講演会を開催しています
　当院では、一般市民の方を対象とした『市民医療講演会』を平成２５年６月より開催しています。
これは、市民の皆様の健康づくりを目的に、時節のテーマを中心とした様々な医療情報を当院の医
師・専門の医療スタッフが分かりやすく解説しているものです。是非ご参加ください。
　第７，８，９回の講演会内容と今後の開催予定をご紹介します。

診であることや、胃がんの発生状況やピロリ菌の感染経路や 10 年間の追跡調査結果につい
て説明されました。胃がんの発生から進展、胃カメラでしか見つけられないがん、術後５年
生存率などについても話され、さらに、ピロリ菌の除菌の治療法や注意点なども説明され、
胃がんの早期発見の重要性を話されました。

　尾室主査からは、日本人におけるがんの罹患状況および死因割合、鳥取市民の約 600 人
ががんで命を落としていることなどが紹介されました。また、がん予
防の１つとして『がんを防ぐ７か条（適度の運動、野菜摂取、ストレ
スをためない、塩分控えめなど）』を紹介されるとともに、早期がん
であれば治るので早期発見のためには年一回の検診が大切と、がん
検診の種類や検診の受け方などについて説明されました。最後に、「あ
なたとあなたの大切な人のために、年１回がん検診を受けましょう」
と締めくくられました。

『第９回市民医療講演会』　３月23日（日）
　第 9 回は、地域医療シンポジウムとして『その人らしく地域で暮らすために』をテーマに、
シンポジストに “にしまち幸朋苑 施設長　兼　にしまち診療所 悠  々所長　岸　清志先生”、
“訪問看護ステーションはまゆう　所長　高橋みどり様”、“用瀬町福祉のまちづくり計画策定
委員会　委員長 田中克彦様”、“鳥取市福祉保健部次長　兼　高齢社会課課長　中島　陽
一様”、“鳥取市立病院　地域医療総合支援センター　ＭＳＷ　山口恵” を迎え、コーディネー
ター “鳥取市立病院　地域医療総合支援センター長　足立　誠司” で開催しました。

　まず、足立センター長の、「これから高齢化社会を迎える中で、地
域住民の生活を支えるためには保健・医療・福祉 ( 介護 )・行政の
連携が必要であるということを皆さんと一緒に考えて行きたい」との
言葉で講演会は始まりました。各シンポジストの取り組み紹介として、
岸先生が、在宅医療の立場から最後まで自宅を含めたその地域で
様々な人たちに支えられながら生活できる環境を整備する必要があ

ると言われ、『在宅医療連携拠点事業』の取り組みについて講演さ
れました。高橋様は、訪問看護の立場からケアマネジャーや訪問看
護およびその他サービスの利用についての問題点を、具体的症例を
交えて講演されました。田中様は、地域まちづくり計画策定委員の
立場から、用瀬町の取り組みについて調査結果や事業計画の内容を
説明され、“いつまでも安心して暮らせる　支え愛のまち用瀬 “をテー
マに進めていきますと講演されました。中島様は、行政の立場から、
国が示した「地域包括ケアシステム」の概要について説明され、2025 年を目標に「鳥取市

地域包括ケアシステム」を構築するため、行政の役割と責任につい
て講演されました。山口 MSW は、退院支
援が必要な患者の発見や支援策の検討、退
院後の生活支援のために多職種がチームと
なって行っている退院前カンファレンスや退
院前訪問について紹介されました。

　次に、講演者と会場を含めたディスカッションが行わ
れ、今後の介護・在宅医療に係わる人たち及び本人・
家族の考えや心構えについて、シンポジストから意見を
いただきました。本人・家族の不安解消のためにも多
職種が連携して見守っていくことが必要、見守る単位
は集落がよく、住み慣れた地域であるからこそ安心して暮らせるといった意見が出ました。ま
た、在宅支援・介護支援、往診可能な医療機関などの情報を必要なところに届けることが大
切だともありました。今回の地域包括ケアシステムの中で自助・互助・公助の３つのキーワー
ドがあり、住民１人１人が生活を自分たちで
守って行きながら、互助・公助を受け生活し
て行けることが大事だといわれました。最後
に、我々鳥取市立病院は、“生活を支える医
療” をテーマに取り組んでおり、“皆さんと一
緒に考えていく” という姿勢で医療を提供し
ていきますと締めくくられました。
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シンポジストに “にしまち幸朋苑 施設長　兼　にしまち診療所 悠  々所長　岸　清志先生”、
“訪問看護ステーションはまゆう　所長　高橋みどり様”、“用瀬町福祉のまちづくり計画策定
委員会　委員長 田中克彦様”、“鳥取市福祉保健部次長　兼　高齢社会課課長　中島　陽
一様”、“鳥取市立病院　地域医療総合支援センター　ＭＳＷ　山口恵” を迎え、コーディネー
ター “鳥取市立病院　地域医療総合支援センター長　足立　誠司” で開催しました。

　まず、足立センター長の、「これから高齢化社会を迎える中で、地
域住民の生活を支えるためには保健・医療・福祉 ( 介護 )・行政の
連携が必要であるということを皆さんと一緒に考えて行きたい」との
言葉で講演会は始まりました。各シンポジストの取り組み紹介として、
岸先生が、在宅医療の立場から最後まで自宅を含めたその地域で
様々な人たちに支えられながら生活できる環境を整備する必要があ

ると言われ、『在宅医療連携拠点事業』の取り組みについて講演さ
れました。高橋様は、訪問看護の立場からケアマネジャーや訪問看
護およびその他サービスの利用についての問題点を、具体的症例を
交えて講演されました。田中様は、地域まちづくり計画策定委員の
立場から、用瀬町の取り組みについて調査結果や事業計画の内容を
説明され、“いつまでも安心して暮らせる　支え愛のまち用瀬 “をテー
マに進めていきますと講演されました。中島様は、行政の立場から、
国が示した「地域包括ケアシステム」の概要について説明され、2025 年を目標に「鳥取市

地域包括ケアシステム」を構築するため、行政の役割と責任につい
て講演されました。山口 MSW は、退院支
援が必要な患者の発見や支援策の検討、退
院後の生活支援のために多職種がチームと
なって行っている退院前カンファレンスや退
院前訪問について紹介されました。

　次に、講演者と会場を含めたディスカッションが行わ
れ、今後の介護・在宅医療に係わる人たち及び本人・
家族の考えや心構えについて、シンポジストから意見を
いただきました。本人・家族の不安解消のためにも多
職種が連携して見守っていくことが必要、見守る単位
は集落がよく、住み慣れた地域であるからこそ安心して暮らせるといった意見が出ました。ま
た、在宅支援・介護支援、往診可能な医療機関などの情報を必要なところに届けることが大
切だともありました。今回の地域包括ケアシステムの中で自助・互助・公助の３つのキーワー
ドがあり、住民１人１人が生活を自分たちで
守って行きながら、互助・公助を受け生活し
て行けることが大事だといわれました。最後
に、我々鳥取市立病院は、“生活を支える医
療” をテーマに取り組んでおり、“皆さんと一
緒に考えていく” という姿勢で医療を提供し
ていきますと締めくくられました。
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『第７回市民医療講演会』　１月18日（土）
　第7回は、森谷医師（循環器内科）よる「急性心筋梗塞」、吉岡医師（脳神経外科）による「脳

卒中」の２題で講演を行いました。
　森谷医師からは、急性心筋梗塞は心臓の冠動脈が血栓で閉塞さ
れ、心筋組織が壊死に至る疾患であるとういうことを図や写真を用い
てわかり易く説明されました。心筋梗塞の症状については、約半数以
上の症例では左肩から左腕の関節痛を伴うなど、胸の締め付け感な
ど胸部痛のみでは無いため、おかしいと思ったらかかりつけ医を受診、
尋常ではないと思ったら救急車を要請してくださいと話されました。

　吉岡医師からは、脳卒中は、血管が詰まるタイプの「脳梗塞」と血管が破れて出血するタイ
プの「脳出血」「くも膜下出血」に分類されることを説明され、発症すると寝たきりや生活に支
障きたす場合もあると話されました。脳梗塞の症状としては、急に片方の顔や手足のしびれや
言葉が出なくなるなどの症状が現れると話されました。脳梗塞の治療
は、血栓を溶かす薬ｒｔ-ＰＡ（アルテプラーゼ）の投与が有効で時間が
勝負であること、脳出血の治療は、致死的なほど血塊が大きい場合に
は意識改善・救命を目的として手術を行うことになると話されました。
　今回のテーマに共通して「高血圧」「糖尿病」「高脂血症」がリスク
ファクターとなり、食事療法や運動療法などにより生活習慣を見直す
ことが大切であると締めくくられました。

『第８回市民医療講演会』　２月22日（土）
　第 8 回は、柴垣医師（内科）よる「胃がんリスク検診の意義と注
意点」、尾室主査（鳥取市保健師）による「受けよう検診、守ろう健康！」
の２題で講演を行いました。
　柴垣医師からは、胃がんリスク検診とは、胃がん検診とは違って内
視鏡検診を受けるべき人を選別して、検診を受ける間隔を決める検

診であることや、胃がんの発生状況やピロリ菌の感染経路や 10 年間の追跡調査結果につい
て説明されました。胃がんの発生から進展、胃カメラでしか見つけられないがん、術後５年
生存率などについても話され、さらに、ピロリ菌の除菌の治療法や注意点なども説明され、
胃がんの早期発見の重要性を話されました。

　尾室主査からは、日本人におけるがんの罹患状況および死因割合、鳥取市民の約 600 人
ががんで命を落としていることなどが紹介されました。また、がん予
防の１つとして『がんを防ぐ７か条（適度の運動、野菜摂取、ストレ
スをためない、塩分控えめなど）』を紹介されるとともに、早期がん
であれば治るので早期発見のためには年一回の検診が大切と、がん
検診の種類や検診の受け方などについて説明されました。最後に、「あ
なたとあなたの大切な人のために、年１回がん検診を受けましょう」
と締めくくられました。

『第９回市民医療講演会』　３月23日（日）
　第 9 回は、地域医療シンポジウムとして『その人らしく地域で暮らすために』をテーマに、
シンポジストに “にしまち幸朋苑 施設長　兼　にしまち診療所 悠  々所長　岸　清志先生”、
“訪問看護ステーションはまゆう　所長　高橋みどり様”、“用瀬町福祉のまちづくり計画策定
委員会　委員長 田中克彦様”、“鳥取市福祉保健部次長　兼　高齢社会課課長　中島　陽
一様”、“鳥取市立病院　地域医療総合支援センター　ＭＳＷ　山口恵” を迎え、コーディネー
ター “鳥取市立病院　地域医療総合支援センター長　足立　誠司” で開催しました。

　まず、足立センター長の、「これから高齢化社会を迎える中で、地
域住民の生活を支えるためには保健・医療・福祉 ( 介護 )・行政の
連携が必要であるということを皆さんと一緒に考えて行きたい」との
言葉で講演会は始まりました。各シンポジストの取り組み紹介として、
岸先生が、在宅医療の立場から最後まで自宅を含めたその地域で
様々な人たちに支えられながら生活できる環境を整備する必要があ

ると言われ、『在宅医療連携拠点事業』の取り組みについて講演さ
れました。高橋様は、訪問看護の立場からケアマネジャーや訪問看
護およびその他サービスの利用についての問題点を、具体的症例を
交えて講演されました。田中様は、地域まちづくり計画策定委員の
立場から、用瀬町の取り組みについて調査結果や事業計画の内容を
説明され、“いつまでも安心して暮らせる　支え愛のまち用瀬 “をテー
マに進めていきますと講演されました。中島様は、行政の立場から、
国が示した「地域包括ケアシステム」の概要について説明され、2025 年を目標に「鳥取市

地域包括ケアシステム」を構築するため、行政の役割と責任につい
て講演されました。山口 MSW は、退院支
援が必要な患者の発見や支援策の検討、退
院後の生活支援のために多職種がチームと
なって行っている退院前カンファレンスや退
院前訪問について紹介されました。

　次に、講演者と会場を含めたディスカッションが行わ
れ、今後の介護・在宅医療に係わる人たち及び本人・
家族の考えや心構えについて、シンポジストから意見を
いただきました。本人・家族の不安解消のためにも多
職種が連携して見守っていくことが必要、見守る単位
は集落がよく、住み慣れた地域であるからこそ安心して暮らせるといった意見が出ました。ま
た、在宅支援・介護支援、往診可能な医療機関などの情報を必要なところに届けることが大
切だともありました。今回の地域包括ケアシステムの中で自助・互助・公助の３つのキーワー
ドがあり、住民１人１人が生活を自分たちで
守って行きながら、互助・公助を受け生活し
て行けることが大事だといわれました。最後
に、我々鳥取市立病院は、“生活を支える医
療” をテーマに取り組んでおり、“皆さんと一
緒に考えていく” という姿勢で医療を提供し
ていきますと締めくくられました。

今後の開催予定
場　所：さざんか会館　５階　大会議室
日　時：2014年 5月24日(土)　10:00～11:30
内　容：自死についてみんなで考えよう（メンタル・クリニック　山根　享）
　　　 自死の現状とゲートキーパーの役割（鳥取市　中央保健センター　石田　町子）

場　所：さざんか会館　５階　大会議室
日　時：2014年 6月28日(土)　10:00～11:30
内　容：腰の痛み、膝の痛み（整形外科　門田　弘明）
　　　 腰・膝の痛みを和らげる体操（リハビリ　山根　伸亮）

場　所：さざんか会館　５階　大会議室
日　時：2014年 7月19日(土)　10:00～11:30
内　容：予防接種について（小児科　木下　朋絵）
　　　 性感染症について（産婦人科　早田　裕）

第
10
回

第
11
回

第
12
回
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クエン酸 抗酸化成分

カリウム ビタミンB1
ビタミンB1が不足すると、糖質を分解する
ことができずに疲労物質(乳酸、ピルビン
酸)がたまり、疲れやすくなります。
≪ビタミンB1を多く含む食品≫
豚肉、うなぎ、
グリンピース
乾燥大豆、
玄米など

クエン酸は酸味主成分で、疲労の原因とな
る乳酸の発生を防ぎ、疲労回復に特に効果
を発揮します。
≪クエン酸を多く含む食品≫
梅干し、レモン、
グレープフルーツ、
食酢など。

紫外線の強い夏は、体の中で活性酸素が
発生しやすくなり、疲れがたまる原因となり
ます。抗酸化成分は、その活性酸素から体
を守ってくれる成分です。
≪抗酸化成分を多く含む食品≫
トマト、スイカ、
にんじん、イワシ、
アーモンドなど

汗をかくと、塩分と同時にカリウムも失われ
ます。普段からカリウムを摂取することで、
筋肉の収縮を助ける働きが強まり、熱中症
にかかった時の回復力の手助けとなります。
≪カリウムを多く含む食品≫
じゃがいも、小豆、
そら豆、バナナ、
ほうれん草、
ひじきなど

砂　糖

熱中症とは
　高温多湿な環境下で、体内の水分や塩分のバランスが崩れたり、体温調節機能がうまく働か
ないことにより体内に熱がたまり、筋肉痛や大量の発汗、さらには吐き気や倦怠感などの症状が
現れ、重症になると意識障害などが起こります。
　急に暑くなった日には熱中症の発生率が高まりますので、特に注意しましょう。

熱中症の予防法～食事から～
　

　

すぐできる！経口補水液の作り方
① 砂糖40g(上白糖大さじ4と1/2)と食塩3g(小さじ1/2杯)を
　 湯冷まし1リットルによく溶かす。
② かきまぜて飲みやすい温度にする。
③ 果汁(レモンやグレープフルーツなど)を絞ると飲みやすく、
　 カリウムの補給にもなる。

栄 養 相 談

熱中症の予防
管理栄養士

田口千枝子



　平成26年３月26日（水）、４階東病棟デイルームで、クラリネットとピアノによるコンサートを開かせて
いただきました。
　普段私たちは音楽教諭として中学校に勤務しています。中学校現場で過ごす中で、中学生の様々な活
動が地域の活性化につながったり、地域の方々が喜んで下さる場面を多く見てきました。そんな場面で
生徒が成長していく姿を見ながら、私自身も「教員として」ではなく、「一個人として」たくさんの方に喜ん
でもらい、明るい気持ちになってもらうために何かできないだろうかと日々考えていました。そこで自分に
与えられた手段はやはり今まで勉強してきた音楽しかない！と思い、思い切ってクラリネットとピアノの
デュオ「クオリア」を結成しました。私たちが奏でる音楽によって人の心が明るくなり、笑顔で楽しいと感
じてもらえる瞬間をつくっていくって素晴らしいのではないか、そしてその瞬間をたくさんの方と共有でき
ることは私たち自身をより成長させてくれる時間になるのではないかと考えました。
　「クオリア」として活動を始め、一番最初の活動がこの病院コンサートでした。どんな反応をしてくださ
るのだろうとすごくドキドキしていましたが、患者様の笑顔や拍手、演奏に合わせて歌を歌って下さる様
子を見て、とても安心して楽しく演奏をすることができました。コンサート終了後には、患者様が「長持唄」
を歌ってくださりと、逆にとても心温まるプレゼントをいただきました。私たちにとって最高のスタートで
あり、最高の出会いとなりました。
　私たち「クオリア」は今後も音楽活動に励み、みなさんに「笑顔」と「ホッと心が温まる時間」を届けたい
と思っています。今後ともよろしくお願いいたします。
※次回の「クオリアコンサートは、８月に開催予定です。　

当院では外来等でお手伝いしていただけるボランティアスタッフを募集しています。病院内で
困られている患者さまをサポートしていく仕事です。みなさまからのご応募お待ちしております。
○お問い合わせ先
１階　地域連携室ボランティア担当 【☎0857-37-1522㈹・Fax0857-37-1558】

病院ボランティア／院内の催し

クオリア代表
西川奈緒美

写真左/西垣靖子さん　右/西川奈緒美さん 約30人の患者さまが参加されました。
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　当院では、地域の診療所との連携により、入院や特殊な検査処置などを要するものは病院の施設
を利用し、お互いに情報を交換しあって共同診療を行い、より質の高い医療が提供できるよう、平成
７年よりオープンシステム（開放型病床）を20床確保し実施しています。
　患者さまが入院後も、引き続き病院内で診療にあたり、当院は施設と機能を提供し、診療所の医
師の診療活動を支援し、患者さまが退院後は再び診療所の医師で診療を行っていただいており、現
在、79名の診療所等の医師の登録をいただいています。

○登録医となるためには
　東部医師会に登録医申請書を提出いただき、東部医師会長の推薦を加えて当院へ提出され、当院
管理者から辞令を交付する流れとなります。委嘱期間は、１年（４月１日から翌年３月31日まで）で、
年度途中（当該年度の末日まで）でも登録可能です。以後、１年毎に自動更新することになります。

○ご利用に際して
　入院型式と主治医制があり、Ⅰ型は病院医師が主治医で、登録医が副主治医、Ⅱ型は登録医が主
治医で、病院医師が副主治医となります。
　登録医が患者さまを入院させるにあたっては、希望があれば病院医師を指名することができま
す。特に希望がない場合には、病院側で指定いたします。

○入院手続きについて
　登録医は、入院依頼票をFAXで地域連携室紹介・検査予約係（FAX　37－1558）へ送信してい
ただきます。当院で入院予定日を決めたのち、登録医へ入院予約票をＦＡＸで返信いたします。入院
時間は、原則として９時から16時までとしますが、緊急入院の場合は、後でオープンシステムの手続
きを行うことになります。

○診療について
　１Ｆ地域連携室紹介・検査予約係にて来院簿に記名及び名札をつけた白衣着用していただき、病
棟ナースステーション→回診→共同診療録及び診療録に記載→帰宅後カルテに共同指導を記載
していただく流れとなります。診療時間は原則として13時から17時までですが、やむを得ない場合
20時まで延長されます。この場合、看護職員など著しく手薄となることをご理解ください。

○退院に際して
　退院サマリー（診療録に添付）を病院と登録医で保存します。退院サマリーは主治医が記載し、地
域連携室紹介・検査予約係が登録医へＦＡＸいたします。登録医は退院時の指導を行った旨を記載
ください。
　また、当院ではより利用していただきやすい環境を整えるために、登録医より来院日時(土日は除
く)をお知らせいただければ、当院医師との共同診療の時間調整及び電子カルテの入力支援体制を
図ることとしております。
　今後もより緊密な連携をとり、患者さまにより良い医療が提供できるよう、当院のオープンシステ
ムへの登録及びご利用よろしくお願いいたします。

オープンシステムをご利用くださいオープンシステムをご利用ください

お問い合わせ先　　１階 地域連携室　紹介・検査予約係
☎0857-37-1526(直通)・Fax0857-37-1587

36



私のいち
押し
コーナー

バイク同好会。鳥取は山あり、海ありで気
持ち良く走れる道がたくさん。秋には蒜山
高原でジンギスカンを食べました。たけだ。

院内の走るのが大好きな仲間たちです。昨年秋に、
森下広一ハーフマラソンを走りました。全員無事に
完走しました。　あだち。

わが家の
ナチュラルガーデン。りこ。

本陣山から久松山へ向かう途中。地元の私も
鳥取の豊かな自然が大好きです。　やまもと。

アメリカの学会に初めて
参加しました。　いわた。

おりがみ教室に通っています。
これは因州和紙で作りました。季節の草花を
観察するのも楽しいです。皆さんも始めませ
んか。あすか。

職員から、サークル活動など
お勧めの一枚を募集しました。

クロー
バー

菜の花
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　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。

鳥取市立病院医師奨学生募集

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）
３.  貸付期間　貸与決定の日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
　　○対象学年及び募集人数：１年次　２人　２年次　１人
　　○募集期間：随時（貸与決定者が募集定員になり次第終了します。）
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。

事務局総務課　　ＴＥＬ　０８５７－３７－１５２２（代表）お申込
・

お問合せ先

　「ひとと地域をケアで包む　鳥取市立病院」というメインテーマのもと、当院における診療活動状況な
どの発信および地域との連携強化を目的として、昨年度から季刊誌を発行することといたしました。年に
4回、人生のライフサイクルを季節におきかえて、「青春号」「朱夏号」「白秋号」「玄冬号」と名付けて、皆さ
まにお届けしています。
　そして季節はめぐり、再び新しい春がやってきました。新年度を迎えてあわただしい日々ではあります
が、昼休みに7階のスカイレストランから外を眺めると、見渡す限り田園風景が広がっています。周囲の
山々は新緑の季節、遠くには風力発電の風車、時間がゆったりと流れていくのが感じられ、心安らぐひと
ときです。
　2年目のスタートは「新年度方針」をテーマに構成しました。新コーナーも企画しておりますので、更に
充実した内容になったのではないかと思います。豊かな自然環境に恵まれた当院が、地域の皆さんから
の信頼を得て、親しんでいただける地域の公立病院としてあり続けるためにも、情報発信を続けていきた
いと思います。皆さまにご一読いただければ幸いです。　　　　　　　　　　　　　　  平成26年５月

あ と が き

鳥取市立病院広報誌制作事務局編集スタッフ
　　　小嶋  宏・柿ヶ原 真・山本 由美・上田 光徳・濵﨑 卓也



「紹介・検査予約係」 TEL（直通）（0857）37-1526　FAX（0857）37-1587　受付時間8：30～17：00

専門分野別　医師一覧
平成２６年５月１日現在

診
療
科

 医師名 専門分野 
診
療
科

 医師名 専門分野 

谷水　將邦 科外髄脊椎脊 器吸呼、液血

久代　昌彦 傷外症重病尿糖、腎

谷口　英明 科外節関工人）膵、胆、肝（器化消

柴垣広太郎  チマウリ）膵、胆、肝（器化消

藤田　　 拓 消化器（肝、胆、膵） 岡田　幸正 整形外科一般

武田　洋正 呼吸器 、腫瘍内科（肺がん） 宇川　　 諒 整形外科一般

プライマリ・ケア 清水　健治 不妊症、内分泌

緩和ケア 長治　 　誠 婦人科腫瘍

エンド・オブ・ライフケア 早田　 　裕 周産期、婦人科腫瘍

糖尿病、腎臓、膠原病 安藤　 まり 産婦人科一般

患疾斑黄、患疾体子硝膜網科内経神

庄司　啓介 循環器内科 緑内障、ぶどう膜炎、斜視弱視、神経眼科

）他のそ術手障内緑／術手体子硝膜網（アケ・リマイラプ

消化器 白内障、緑内障、黄斑部疾患、斜視、小児眼科

本田　聡子 ）他のそ術手障内緑／術手体子硝膜網（アケ・リマイラプ

藤田　良介 プライマリ・ケア 高橋　耕介 眼科一般

清水佳都代 炎膚皮性ーピトアアケ・リマイラプ

重政　千秋 瘡褥、傷熱病原膠、腺状甲、泌分内

神経内科全般、末梢神経疾患 内藤　洋子 皮膚科悪性腫瘍

不随意運動、ジストニア 早田　俊司 尿路感染症

瘍腫性悪器尿泌）どな攣痙瞼眼、頸斜、縮痙（スクットボ

レーザー手術

神経因性膀胱

術手ーザーレンョシンベータンイ脈動冠

カテーテルアブレーション 西川　大祐 泌尿器科一般

ペーシング治療、ペースメーカー移植

画像診断（US／PET）田渕　真基

）RVI（ージロオジラルナョシンベータンイ

般一科内器環循

療治線射放

病尿糖、満肥、泌分内

）RVI（ージロオジラルナョシンベータンイ）来外期春思（症身心

木下　朋絵 ）TEP／核／SU／IRM／TC（断診像画病尿糖、満肥、泌分内

横山　浩己 小児科一般 金田　　 祥 画像診断（CT／MRI／US／核／PET）

療治中集・酔麻器吸呼

生蘇、急救、クッニリクンイペ）膵・胆・肝・腸大・胃・道食（器化消

消化器（肝・胆・膵） 樋口　智康 麻酔・集中治療、救急、蘇生

緩和ケア 清水　貴志 麻酔・集中治療、救急、蘇生

小寺　正人 乳腺・甲状腺、消化器（胃・大腸） 那須　　 敬 麻酔、集中治療

山村　方夫 断診理病）腸大・胃・道食（器化消

加藤　　 大 断診胞細）膵・胆・肝・腸大・胃・道食（器化消

病周歯、アケ腔口器吸呼

野分科歯援支アケ・療医）腸大・胃・道食（器化消

水野　憲治 病周歯、アケ腔口）腸大・胃・道食・膵・胆・肝（管化消

谷　　 悠真 野分科歯援支アケ・療医般一科外

脊椎脊髄疾患

脳血管障害 谷口　英明、柴垣　広太郎、藤田　拓、

脳腫瘍 大石　正博、加藤　大、山村　方夫

脳血管障害 森下　嗣威、赤塚　啓一

脳腫瘍 大石　正博、足立　誠司
神経内視鏡

外
科

総
合
診
療
科

歯
科

高知　信介

神
経
内
科

森下　嗣威

長石　純一

門田　弘明

小林　計太

小
児
科

蔵増亜希子

眼
科

皮
膚
科

赤塚　啓一

病
理

山根　 　享

懸樋　英一

倉繁　拓志

浅雄　保宏

内
科

メ
ン

タ
ル

松岡　孝至

足立　誠司

精神腫瘍科

松岡　孝至

緩和ケアセンター

脳
神
経
外
科 吉岡　裕樹

池田　秀明

細川　満人

増地　　 裕

松木　　 勉

西山　康弘

泌
尿
器
科

放
射
線
科

循
環
器
内
科

大石　正博

山下　　裕

整
形
外
科

橋本　政幸

消化器センター

脊椎脊髄センター

産
婦
人
科

麻
酔
科

森谷　尚人

久保　克行
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■JR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

URL　  http:// hospital.tottori.tottori.jp
E-mail  hp.tottori @ hospital.tottori.tottori.jp

〒680－8501 鳥取県鳥取市的場１丁目１番地
TEL 0857－37－1522㈹　FAX 0857－37－1553

鳥取市立病院案内

交通アクセス

トスク吉方店

ホープスターとっとり

県民文化会館

市文化センター

サントピア

トスク
雲山店

大丸

千
代
川

JR鳥取駅
イオン

スーパーモール
鳥取

産業体育館

市民体育館

メモワールイナバ

郵便局

袋川

日本交通

鳥取市役所
駅南庁舎

鳥取市役所

マルイ
エディオン

至
智
頭

至
若
桜

鳥取市立
病院前信号

29

53

53

29

292

323

26

鳥取市立病院
鳥

取
南バイパス

鳥
取
自
動
車
道

【病院概要】
敷地面積

建物概要

付帯施設

病院規模

５１，６００㎡　（建築面積：６，７００㎡　　延床面積：２２，５８５㎡）

構　造：鉄骨鉄筋コンクリート造　　規　模：地下１階・地上６階建（１部７階）

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

病床数：３４０床
診療科： 内科、総合診療科、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




