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新年あけましておめでとうございます｡

厚生労働省の国民医療改革会議では､地域包括を旗印に地

域での病床数の定数化や､在宅推進を進めている｡これまで

は､医療機関の機能分化と地域連携を推進するために､病院

を1.特定機能病院､ 2.一般病院､ 3.地域医療支援病院に分

けて病床も一般病床と療養病床に分けて機能分化を図ってき

た｡しかし､医療資源の限界に近づき､更に､高齢化のピー

クとなる2 0 2 5年医療制度改革に向けて､医療機関の機能

分化･強化と連携･在宅医療の充実等が求められている｡す

なわち､高度急性期機能病床､急性期機能病床､回復期機能

病床､慢性期機能病床の4群に分けて届け出をする様に求め

られている｡今回の平成2 6年診療報酬改定において､ 7対

1入院基本料の施設基準に退院患者の在宅復帰率7 5%以

上､新設される地域包括ケア病棟､療養病棟にもそれぞれ在

宅復帰率70%以上､ 50%以上に加算が設けられ､介護も

含めて一つの医療機関として地域全体が機能する｢地域包括

ケアシステム｣の構築が求められている｡さらに､現在の7

対1の急性期一般病棟35万7569床を2025年には1

8万床まで減らして､その他に地域に密着した病床を2 4万

床に改革する方針であり､ 1. 20 2 5年に向けて病床再編の

加速､ 2.患者の早期在宅復帰の推進､ 3.主治医機能の強化､

4.地域包括連携の推進がキーワードである｡これからは､地

域毎の必要病床数を県に届けて､地域全体で包括ケアをする

事が｢病院生き残り｣に必要である｡当院の在宅復帰率は9

0%lEL上である｡しかし､今後益々あ医療機関だけでなく､

介護保険施設や在宅医療施設との連携が強く望まれる｡地域

全体の診療機関､行政も巻き込んだチーム医療が必要である｡
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また､当院は､ ｢救急車を断らない｣

と｢県下にあまねく医療の均露を｣をモ

ットーに救急医療と地域医療を行い､年

間21,000人の救急患者と6,000台の救

急車を受け入れている｡当院搬送のC P

Aは今年1月から10月までで､ 123例あり､うち､老人保

健施設やグループホームなどの介護施設からは1 7例(1

4%)であった｡救急現場の看取りも問題である｡もう一つ

のミッションである地域診療支援は､ 1人の医師が1日当直

や診療応援をする事を1回と数えると､沿岸部地域や医師不

足地域を中心に年間3, 000回の診療応援も継続している｡

その中で｢地域包括ケア:すなわち､住み慣れた土地で最

後まで過ごす事ができる｣をキーワードに､ますます地域の

先生方や医療施設と緊密な連携が必要である｡岩手の各地域

には腕のいい先生がおられ､そこに有名な医療スタッフと組

んでおり､首都圏に負けない検査･治療を実践している｡そ

こに岩手の力強さを感じている｡ 3. 11から3年10ケ月

経過したが､三陸復興は道半ばである｡国の方針には従いな

がら､岩手の独自性を見出し､岩手から発信できればと考え

る｡地域のチームとして機能し全体で岩手を盛り上げましょ

う｡



耐性菌も地域連携! ?
感染管理部　感染管理認定看護師　福田　祐子

｢耐性菌も地域連携!?｣と思われるかもしれませんが､急性期病院から後方支援病院､

あるいは施設､自宅から開業医-というように､患者さんは色々な環境で医療･介護を受

けています｡それに伴いミ耐性菌や結核･疾癖･インフルエンザなども患者さんと共に移

動してしまう環境にあります｡

院内感染対策から医療関連感染対策-と時代は変化し､ H24年から感染防止対策加算

1 ･ 2､地域連携加算が新設されました｡

当院では加算1を取得し､現在､加算2の4施設(盛岡友愛病院･いわてリハビリテーションセンター･国

立病院機構盛岡病院･もりおかこども病院)と連携し､年4回の合同カンファレンスを実施しています｡合同

カンファレンスは､毎回施設を変え､院内ラウンドを1時間･カンファレンスを1時間実施し､結果を写真付

きの文書でフィードバックしています｡今年度末にはそれぞれの施設の取り組みを発表し､意見交換の予定で

す｡取り組みの結果､各施設の課題が明確となり､お互いの良い取り組みを参考にしたり､悩んでいるところ

を相談したりすることで､感染対策が向上しています｡

地域連携加算では加算1の施設(岩手医科大学付属病院･盛岡赤十字病院)同士が連携し､自施設のレベル

アップに取り組んでいます｡感染対策チームの評価なので､厳しいチェックとなっておりますが､異なった視

点で評価することで､切瑳琢磨の関係を築いています｡

今後も施設間連携を強化し､地域ぐるみで医療関連感染対策を実施していきたいと思います｡

1 2月4日､今年度第2回目の上記検討会を盛岡赤十字病院において開催しました｡

この検討会は､当院及び盛岡赤十字病院と､両病院のいずれかが計画を作成した脳卒

中･大腿頚部骨折地域連携クリティカルパス(以下｢パス｣ )に基づき診療等を行う登録

医療機関で行うもので､年3回の実施が義務づけられています｡

急性期･回復期の病院1 2施設から約40名､医師をはじめ､看護師､理学療法士､医

療社会事業士､事務など多職種の方々にご参加いただき､パスの運用やパスを適用する患

者さんの状況などについて､活発に報告･検討を行いました｡

当院からは､全国･岩手県の大腿骨頭部骨折罷患者の状況報告のほか､当院が1 1月に受けた特定共同指導

において､脳卒中パスの運用で一部規程に則していない事例が指摘されたことから､適正な対応を行うまでの

約3週間程度､管理料･指導料が算定できない期間が発生したことについて経緯を報告し､お詫びと対応方法

について説明致しました｡

次回は2月末～3月の開催予定(盛岡赤十字病院担当)です｡

【地域連携クリティカルパスとは】

急性期病院から回復･維持期医療機関等を経て自宅に帰れるような診療計画を作成し､治療等に関わる全て

の医療機関等で共有して用いる診療計画書のことを言います｡診療等にあたる複数の医療機関等が役割分担を

決め､あらかじめ診療内容や嘩経過､最終目的などを診療計画として患者さんに明示.説明することで､よ

り安心して医療をうけることができるようになることが期待されています｡
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今回は､滝沢市栄子の『高橋内科胃腸科クリニック』

をご紹介いたします｡

当院は滝沢市(旧滝沢村)巣子地区というところにありま

す｡盛岡のすぐ隣の小さな街です｡平成10年4月23日に私

がここに開院して､早いものでもう17年近くたちます｡自分の

中ではついこの前ですが､今回撮った写真の自分を見ると､

なるほど17年だな-と感慨ひとしお(がっかり? )です｡

当院に来てくれる患者さんは､ほとんどが近隣の方です｡従って自然にこの地域のかかりつけ医という立場になっていると

思います｡高血圧､糖尿病､脂質異常症などの生活習慣病で定期的に受診される方､風邪､急性胃腸炎などの急性疾患

で訪れる方々｡あと専門が消化器なので胃や大腸の内視鏡検査も行っています｡健診できてくれる方もたくさんいます｡総

合病院にお願いしてお世話になるのは､一日に1人か2人でしょうか?重症(重症かもしれない)で急を要する患者さん､何

らかの疾患でさらなる精密検査や手術が必要な方､あるいは慢性疾患でコントロールが悪い方などになります｡地理的に近

いという要因もあり､多くの患者さんが岩手県立中央病院を希望され､お願いしております｡ご紹介して元気になって帰られ

ると大変感謝されます｡また､開業するまでは分からなかったのですが､ "異常なし"あるいは結果的に軽くてたいしたことが

なかった場合でも､患者さんに"おかげさまでした､紹介していただいてありがとうございました"と言われます｡あたりまえで

すが病診連携はとても重要です｡患者さんに信頼されることはもちろんですが､紹介先にも認められる医院になるよう､雛が

増えて頭が薄くなっても(私のこと) ､スタッフ一同､日々スキルアップしていきたいと思っております｡
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第7回　岩手県立中央病院糖尿病ネIyトr7-Jl勉強会

日時:平成27年ZF3738 (金)　　79:00-20:00

会場:岩手県立中央病院　4階　大ホール

内容:漢語r経口血糖降胃薬の最近の話題｣若手県立遠野病院　院長　菅原　隆

ー3-



外来診療スケジュール(紹介患者用)
(平成27年1月1日現在)岩手県立中央病院 
-A-xL:-,--つt:-;/ニ■㌻J-/-3-つ:i:義き--://-yB相㌻-､～/:も….§筏;讃-?; 診療科 i ��2��頡���ｩ�ﾒ� ���tr�瀕~ ��"ﾒ��

血液内科 ��ｨ撮ﾘﾈ��田苗健 俟�68ﾔyEb�佐藤彰宜 亂�?ﾂ苒ﾙ�y��

総合診療科 俥)gｹ�����橋本準 仆Igｹ_ﾈ���大和田雅彦 伜)69Xxｷh���

内 戟 佐々木　浩　代 吉　川　和　寛 相　馬　　　淳 加　藤　香　廉

精神科【※完全予約下記参照】 佐々木　由　佳 佐々木　由　佳 佐々木　由　佳 佐々木　由　佳

神経内科 大　揮　宏　之 菊　池

呼吸器科 偃xｶ�k��佐々島朋美 (勝原病) 守口知 �iYHﾉ(���佐藤司 亶ｹgｸﾔhﾗ2�

消化器科 �')ly=b�Yｩ$ｨ��村上晶彦 ��Hﾞ(��自��5inﾉ|yTb�城戸治 傅ﾈﾋILﾙEb�6����"�

循環器科 冢ﾈﾞ��?��野崎英二 冢ﾈﾞ��?��野崎英二 冢ﾈﾞ��?��中村明浩 俘(ｻI4��中村明浩 冢ﾉ62ﾘ��高橋徹 

野田-樹 �9:��ﾕr�遠藤秀晃 ���,8ﾘ駭r�池田尚平 

小児科【特殊外来有】 倅��9�ﾒ�三上仁 僭駑浦IOﾆﾈﾛ(�盈��驟綿蓼�9�ﾒ�※小児心療内科､小児循環器 刮ﾈについては､小児科外来にお問合せくださいo 

消化器外科.外科 册ﾘﾈ��"��):�EiTb�井上字 水井崇浩 僮)68葈ﾔﾂ�(i�ﾈ�"�宮田剛 ��ｨ�9����

乳腺内分泌外科 ��Xｭ�ﾔｹ?��宇佐美伸 ��Xｭ�ﾔｹ?��大貫幸二 �hﾛ)Oﾉ�ﾂ�佐藤未来 俚):�j)x��梅邑明子 �hﾛ)Oﾉ�ﾂ�梅邑明子 
渡辺道雄 �6饐9;冰��僭騏yk韈��渡辺道雄 

整形外科 傴ﾉ$ｨ�ﾕ��小野田五月 ��松谷重恒 傴ﾉ$ｨ�ﾕ��日下仁 矢野利尚 �(i�ｨﾘｲ�傅ﾉnﾉ68ﾍﾈﾈ��?ｨ岔�ﾒ�中村豪 矢野利尚 

脳神経外科 倅�ﾙl隶ﾂ� ��ｸﾋHﾔhﾗ2� 冦��ｨ楨�ﾂ�
呼吸器外科【要予約】 (診察12睦半から15BS) �� ��X蕗uIEb�石田格 ��

心臓血管外科 ��長嶺進 小田克彦 ��垣畑秀光 長嶺進L �+y~I���ｶx圷自��

皮膚科 ��慰雍ﾂ�森康記 ��慰雍ﾂ�森康記 ��慰雍ﾂ�
渡辺彩乃 �6饐8ﾜｩEB�渡辺彩乃 �6饐8ﾜｩEB�渡辺彩乃 

ひ尿器科 �8y$ｩyh���岩動-将 舒):粐ﾙH��岩動-将 舒):籀嵂�森田知見 �8y$ｩyh���ﾛ):��b�俚):��b�島谷蘭子 森田知見 

産婦人科 乖ｹ�ﾉ�騏)Oﾂ�葛西真由美 凭冦羽��鈴木博 凭冦羽��村井真也 ��ｨ鯖�駭r�村井真也 乖ｹ�ﾉ�騏)Oﾂ��ｨ鯖+ﾉnr�葛西真由美 

眼科 亶i]ｸ渧���佐々木克哉 亳y68ﾉｸ譴�佐々木克哉 亳y68ﾉｸ譴�ﾛ(�盈畏鞋b�

耳鼻いんこう科 �9:�diTb��)YH�)Tb�阿部俊彦 �9:�diTb��)YH�)Tb�遠藤芳彦 �9:�diTb��)YH�)Tb�

放射線科(○は治療科)

がん化学療法科
ペインクリニッ 朗 佐　藤

歯科(口腔外科)
横　田　光　正

千　葉　　　卓

*外来診療スケジュール､医師の出張などに伴う不在情報に
ホームページで毎月更新しています｡

http: //WWW5. Dref. iwate. jp/～chuohD/
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