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国民皆保険制度はどうなるのだろうか
― 患者申出療養 ―
院長 角

南

義

文

３月27日 政府の規制改革会議は、医師と患者が合意し書面で契約するなど一定の手続きをとれば、保険
適用外の医療行為と保険診療を取り合わせて実施できるようにする「選択療養（仮称）
」を提案した。要す
るに、自分でやって欲しいという医療をお金で買う…いわば混合診療制度の容認である。
現行の保険外併用療養費制度には、保険収載を目的とした「評価療養」と、差額ベッドなどの「選定療
養」の２種類があるが「選択療養」を３番目の枠組みとして創設するよう厚生労働省に求めたのである。
早速に日本医師会、患者団体、自民党（社会保障制度に関する特命委員会、国民医療懇談会）
、保険者３
団体（健保連、国保中央会、協会けんぽ）
、日本難病・疾病団体協議会、各県医師会などが早々と反対を表
明している。
ところが、６月10日 田村厚労相と、稲田行政改革相は安倍首相の指示をうけてこの制度を了承し「患者
申出療養」と名称を変更したこの選択療養が、同日 安倍首相が慶応大病院 視察時に公表され、６月24日
閣議決定された。近々現実のものとなりそうである。
日本の医療制度は、国民皆保険、現物給付、フリーアクセスという大きな特徴がある。私はいくつかの
外国の病院を見てきたが、とくにアメリカではお金がなかったら、けがも病気もできないと強く感じた。
今や、日本が世界一の長寿国になったのはこの公正、公平、安価な国民皆保険制度によるところが大き
い。この日本のよき医療制度を取り入れようとしたヒラリー・クリントンは見事に失敗したし、オバマ大
統領の医療制度改革も国民に受け入れられず今や民主党の選挙に不利に働き、未だに2,700万人の無保険者
がいるという。
日本の医療制度は国民にとってすばらしい制度だ。それが何故か、今は、アメリカの医療制度の真似ば
かりしているように思える。この度の「患者申出療養」は、その内容、その運用については、不透明なと
ころが多いがアメリカの医療制度の一部を取り入れ、かつ、お金に困らない「規制改革会議」のメンバー
の意向が大いに働いたものと思われる。日本の国民皆保険制度は、田植や、稲の取り入れ時に部落総出で
助けあって共同作業したり、村社会での「講制度」
（お金の相互扶助組織）など、農耕社会の助け合いの精
神が根本にあるように思える。個人主義にはしりがちな西洋文化とは相入れないものがあると思っている。
確かに、健保財政は「赤字」といわれており、なんらかの手を打たなければ、この超高齢、少子社会の
医療制度は成り立たないであろうが、公正、公平、安価な医療を提供する体制を崩壊させてはならない。こ
の「患者申出療養」が突破口となって、医療格差を生む、混合診療が導入され、公正、公平、安価な日本
の国民皆保険制度がぶち壊されないだろうか。
国民皆保険制度を維持して医療を受ける側にも、医療を提供する側にも、ほどほどに幸せな医療制度に
していただきたい。
平成26年７月16日
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薬剤部から

薬の正しい飲み方
薬剤科長 伊澤

輝子

「薬とは草にて楽になることなり」、“薬”の字が示すごとく昔は薬草が唯一命を助ける薬となっていまし

た。現在では過去の時代には予想もしなかった医療が実現しつつあります。薬も遺伝子組換えなど新しい

製剤がたくさん開発され、いろいろな病気が克服されました。その反面、難治性の病気も増えてきました。
今のところ日本人の平均寿命は確かに長いですが、その健康状態は安心できる状態にあるとは言えません。
現代社会の問題である過食・多忙・ストレス・運動不足など健康をむしばむ因子は数多く存在するからで
す。病気の予防や治療は薬に頼るところが多いですが、薬の使い方ひとつで効果を上げたり副作用を減ら
したりすることができます。

そこで、薬の正しい飲み方について説明いたします。
薬の服用時間の指定で「食前」
「食後」
「食間」とは
具体的にいつのことですか？

薬はどのようにして飲むのが一番よいので
しょうか？

通常、薬の指定で「食前」といえば食事をする30分
前、
「食後」は食事をしてから30分以内、
「食間」と
は食事をしてから2時間以上経過し、胃の中の食べ
物がほぼなくなった状態を意味します。

薬はコップ一杯程度の水かぬるま湯で飲みます。
これは、薬を飲みやすくし、よく溶かして吸収を
よくするだけでなく、食道に薬がつかえて起こる
食道炎の防止にもなります。水よりもぬるま湯、
また水は多いほうが吸収がよくなります。

薬を保存する時に注意しなければいけ
ないことは何ですか？

薬を飲んでいる時アルコールは問題になりますか？
原則的には、薬とアルコールは一緒に飲まない方が良いでしょう。
アルコールはそれ自体、薬としての作用がありますので、薬の効
果が下がったり、逆に効果が出過ぎて危険になったりします。ど
うしてもアルコールを飲むことが必要な場合は、その前後1時間
程度は薬の服用は避けるべきです。特にアルコールを避けたい薬
は、精神・神経に効く薬、循環器系に効く薬です。消化剤、ビタ
ミン剤はアルコールの影響は受けません。

苦い薬はオブラートを使って飲んでもよいですか？
一般的にはオブラートを使用してもかまいません。
ただし苦い胃薬は、オブラートに包んで飲んではい
けません。
このタイプの薬は、苦味の刺激によって効果が現れ
るものだからです。

薬を保存する時の「三悪」は、高温・多
湿・直射日光です。
薬は化学物質ですから、これらの条件に
よって分解しやすくなってしまいます。
最も問題なのが高温です。保管温度は
25℃以下を目安にすると良いでしょう。
日光の当たりにくい部屋の低い位置に
ある引き出しなどは、安全だと言えま
す。タンスの上など高いところは、夏に
は驚くほど高温になりますので、薬の保
管場所としては適していません。

坐薬の上手な使い方は？
ら出した後しばらく手
坐薬を上手に使うには、冷蔵庫か
ら挿入するのが良いで
てか
なっ
に持って温め、ひと肌に
以内でほぼ吸収されま
しょう。坐薬の成分は挿入後30分
せておきましょう。
す。坐薬を使う前にはトイレをすま

以上薬の飲み方と保存方法について紹介いたしました。

病院薬剤師は、少しでも患者さまのお役に立つことができますように今後も新しい知識を身につけたい

と思っております。

薬を服用される際に疑問や不安がございましたら、いつでも薬剤師にご相談ください。
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今年も新入職員を迎えることができました。
新しく仲間入りしたスタッフをご紹介します。 Ryusoh Orthopedics Hospital
どうぞよろしくお願いします。

Ryusoh Clinic

医師

なかはらしん の すけ

中原進之介

4月より脊椎外来と脊椎手術を主体に
竜操整形外科病院で診療させていただい
ております。
これまで岡山大学病院や岡山医療セン
タ ー な ど で 約40年 間 脊 椎 外 科 一 筋 に 携
わってまいりましたが、培ってまいりまし
た経験を生かして今しばらく脊椎関連疾
患の治療にお役に立てればと願っており
ます。今後ともこれまで同様、引き続きよ
ろしくお願い申し上げます。

７月より竜操整形外科病院で勤務させて頂い
医師
ています。
川崎医科大学を卒業し、大学病院のほかに３
施設で研鑽を積んで参りました。最近は人工関
節の診療に携わり、特にこの３年間は、海老名
総合病院（神奈川県海老名市）の人工関節・リ
ウマチセンターで人工関節手術を学んできました。
海老名総合病院は年間300症例を超える人工股
す なみ ひろ し
関節置換術（THA）と年間150症例を超える人
角南浩史
工膝関節置換術
（TKA）の実績があります。私
も在籍した３年間でTHA執刀200症例・TKA執刀100症例を超える貴重な
経験をさせて頂きました。この経験を生かし、今まで竜操整形外科病院で人
工関節の診療に携わっておられた原先生・佐藤先生のご指導のもと、さらに
経験を積んで治療のお役に立てればと思っております。何卒よろしくお願い致
します。

ドクター
秘書
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だい てん のり

こ

大天典子

ドクター秘書として働き始
めて、まだ業務を覚えることに
必死ではありますが、先輩方
のサポートを受けながらもで
きることが増えていく日々にや
りがいを感じています。常に向
上心を持ち、明るく丁寧な対
応ができるよう心掛
けていきたいと思い
ます。

さ

とう

ゆ

き

佐藤友紀

クリニックで働き始めて３か
月が経ちました。初めて知るこ
とが多く、毎日大変ですが、先
輩方に教えていただきながら
１日でも早くドクター秘書とし
て皆様の役に立てるよう、今
後もより一層努力していきた
いと思っております。

略

歴
昭和47年3月 岡山大学医学部卒業
48年6月 岡山労災病院
50年6月 香川労災病院
55年6月 岡山大学医学部
平成7年4月 岡山医療センター
26年4月 竜操整形外科病院

略

歴
平成12年
13年
16年
19年
21年
22年
23年
26年

たか はら

ま

川崎医科大学卒業
川崎医科大学 麻酔科
川崎医科大学 整形外科
玉造厚生年金病院
整形外科
川崎医科大学 整形外科
松原メイフラワー病院
整形外科
海老名総合病院 人工関
節・リウマチセンター
竜操整形外科病院

り

髙原真梨

４月からドクター秘書として働き始め、不安や緊張を抱
えながら少しずつ仕事を覚えています。先輩方に教えても
らう日々ですが、常に感謝の気持ちを忘れず一生懸命取り
組んでいきたいと思います。また患者さんや医療従事者へ
の気配りも心掛けていきたいと思っております。

いな

だ りょう こ

稲田涼子

理学
療法士

出身地：兵庫県朝来市
趣味・特技：料理、ＤＶＤ鑑賞
祖父が入院中のリハビリで状態がよくなっていく姿をみて理学
療法士を目指し始めました。1日でも早く病院スタッフとしてお
役に立てるよう努力していきます。
やま さき けん

いの うえ ゆう

井上裕太

出身地：島根県安来市
趣味：サッカー、
走ること、音
楽、ギター、釣り
できることは、まだまだ少
ないですがメリハリの効いた
先輩方に囲まれ楽しく業務を
行 え て い ま す。 悩 ん だ ら、
ちょっとしんどい方を選ぶよ
うにして、できることを増や
していきたいです。

出身地：兵庫県相生市
趣味：野球、スノーボード
先輩ＰＴの方たちが優しく
指導してくださるので楽しく
仕事に励むことができていま
す。
早く立派なＰＴになります‼

いつでも、 どこでも、 さわやかな笑顔で頑張ります！
さか あき

事務員

だ

ま

だ

とも

た じゅん こ

中田絢子

ドクター秘書として働き
始めて３か月が経ちました。
少しずつですが、できるよう
になることが増えていき、と
ても嬉しく思っています。周
りの状況を把握し、１つ先
の行動ができるよう心掛け
ていきたいと思っておりま
す。

や

み

原田麻未
なか

み

本 原 尚 美 です

すが、
覚える仕事がたくさんあって大 変で
の一 職
事課
て医
にし
迅速
寧に
を丁
１つ
１つ
ばりたい
員としてしっかり働けるようにがん
ます。
いし
お願
しく
よろ
す‼
と思っていま
ル（好き
ボー
ース
、ベ
釣り
ー、
ッカ
：サ
趣味
ルフ
、ゴ
す）
なチームは広島カープで

です
前田智哉

まえ

もと はら なお

介護福祉士として働き始めて２か月が経
ちました。職場の皆さまに恵まれ、施設と
は違う回復期リハビリテーション病棟での
患者様との関わり方を看護師や先輩方から
学ぶ毎日です。接することで笑顔になっても
らえるような関わりを心掛けたいです。

市
出身地：岡山
・読書
スポーツ観戦
：
技
特
・
味
趣
きる業務
で
、
と
のも
先輩方の指導
を持つと
ことに充 実 感
が増えていく
ないよう
が
による抜け
ともに、慣れ
。当院に
す
ま
い
て
と思っ
にしなければ
しでも
少
健 康・元 気に
来られる方の
！
す
う頑張りま
貢献できるよ

はら

介護福祉士

こ

明 子 です
薬剤師 小 坂
こ

じ

山﨑健治

た

主に病院のドクター秘書として働
き始めて３か月が経ちました。初めは
分からないことも多く自分のことだ
けに必死でしたが、これから少しずつ
相手の気持ちを考えて行動していき
たいと思っております。

ふな こし

り

あ

船越梨亜

ドクター秘書という業務に戸惑いな
がらも先輩方のサポートを受けながら、
早く業務を覚えられるよう日々精進して
います。患者さんと接することも多いの
で、笑顔を忘れず相手の立場になって物
事を考え、対
応できるよう
心掛けていき
たいと思いま
す。

よし おか

吉岡

ゆい

唯

ドクター秘書として働き始めてまだ
短いですが、一つ一つの仕事にやりが
いを感じながら働いています。大学時
代に医療を学び、今の職種に就きた
いと思っていたので、こうして医療に
関わる仕事ができて幸せです。これか
らも頑張っていきま
すので、よろしくお願
いいたします。
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特集 りゅうそうクリニック

通所リハビリテーション

～ 自立に向けたお手伝いをしています ～

高齢者はふとしたきっかけで、体調を崩したり、身体の機能が衰えたりして、日常生活に不便や困難を
抱えがちです。病気やけがで入院生活を送った後、自宅に戻ってみるとこれまでできていたことが難しく
なっていたということも珍しくありません。
そんなとき利用してみたいのが通所リハビリテーション。
通所リハビリテーションとは介護保険の給付対象となるサービスです（デイケアと呼ばれることもあり
ます）
。したがって、利用するには要介護認定を受けていることが必要です。病院や介護老人保健施設と
いった施設に日帰りで通い、リハビリテーションやレクリエーションを通じて、身体機能の回復や閉じこ
もりの防止を図るのが目的です。
りゅうそうクリニック通所リハビリテーションでは、整形外科専門病院の併設であるという強みを活か
し、より充実した環境・リハビリ内容で自立に向けたお手伝いをしています。

昼
健康チェック
血圧測定、体温測定を
行い、その日の体調を
チェックします。

車

10：00

健康
チェック

単調になりがちな生活に変化をもって
いただき、 楽しんで帰っていただきたい
と日々奮闘中です。

12：00

集団体操
手作業
嚥下体操

13：00

昼

食

14：45

リハビリ
テーション

16：30

送

車

集団体操、
手作業、嚥下体操

リハビリテーション

手足を動かすことに
よって認知症を予防し、
身体を健康に保つこと
ができます。また嚥下
に必要な筋肉のトレー
ニングも行っています。

リハビリ用に数多くの訓練器械・
器機を具備し、専門スタッフによ
る個別的な働きかけを実施してい
ます。

見学のご希望・お問い合わせは

りゅうそうクリニック㈹ （086）２７３－１１２２
通所リハビリテーション （086）２７３－３１１３
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車

希望に応じてサービス提供
時間に幅を設けています。
車椅子の方でもそのまま送
迎車に乗ることができるの
で安心です。

栄養バランスが十分考慮された
入院患者さんと同じお食事を提
供しています。
行事食のほかに特別食もご用意
させていただいています。

９：30

迎

送

食

院内 の 行 事

（平成26年６月～７月）


竜操T.H.R友の会
友の会は、当院で全人工股関節置換術の手術を行い、元気に日常
生活を送っている仲間たちの集まりです。年に一度、交流の機会を
設け、近況報告・角南院長の講演を行っています。今回は「ロコモ
ティブ・シンドローム」についての講演で、いつまでも自分の足で
歩き続けていくためのトレーニングを体験しました。
食事をしながらの全体懇談は、終始和やかな雰囲気でした。
日時：平成26年６月７日(土)/ 場所：岡山プラザホテル

火災避難訓練
病院では、24時間365日の間、常に入院患者さんが病棟にいらっ
しゃいます。
そのような施設で、一番起こってはならないことの１つに火災が
あります。
しかし、それでも火災が発生した場合を想定して、患者さんの安
全確保を目的に毎年火災訓練を実施しています。毎回、出火場所や
状況を変化させて、より実践的な訓練を行っています。

（平成26年６月12日 想定出火元：２階病棟食堂調理台付近）

第64回日本病院学会

理学療法士

川口

直樹

この度平成26年７月３日～４日に行われた第64回日本病院学会へ
参加させていただきました。参加している職種も幅広く医師をはじ
め、看護師、療法士、薬剤師、栄養士、事務職員など病院に携わる
様々な職種の研究や取り組みを学ぶことができました。
「他職種協働によるチーム医療」をテーマにしたシンポジウムで
は、質の高いチーム医療を実現するためには、①職種の役割を知り
尊重すること②互いのコミュニケーションを大切にすること③情報
を共有化すること④カンファレンスを重視し計画的に関わること、
そして『患者さんを中心においた取り組み』が大切であると述べられていました。
普段、私は理学療法士として患者さんと１対１で向き合い、その方を良くするにはどうすればよいかを
考え取り組んでいます。しかし、当然のことながら、形は違ってもそれは他職種でも同様に「どう取り組
めば患者さんにより良いものを提供できるか」を考えているのです。目の前の患者さんに尽力することは
当然とし、そういったコメディカルの取り組みや方針にも十分に目を向け、アプローチをすることで、結
果としてさらに質の高いリハビリテーションが行えるのではないか、と改めて深く考えさせられました。
また、病院内だけでなく身近な点で挙げれば、2025年問題、高齢者が全体の約30％となり３人に１人が
高齢者になると予測されています。こういったことが示唆される中、病院内だけでなく今後の医療に何が
求められ、どうあるべきか。そういった大きな視野を持ち、考え、学ぶことのきっかけとなる良い機会と
なりました。
6

広報誌 りゅうそう

電子カルテシステム導入・晴れやかネット運用開始のお知らせ
平成26年５月１日より、患者さん一人ひとりの診療記録を電子的に集中管理する「電
子カルテシステム」が稼働しました。
この電子カルテシステムにより、医師、看護師をはじめとする担当スタッフが、いつ
でも、院内のどこからでも、患者さんの診察結果・検査結果などを正確に知ることができます。また、点
滴や注射などの際のバーコードを利用した認証の導入により、安全管理面でのリスクが低減するといった
メリットもあります。
さらに、平成26年８月１日からは晴れやかネットの運用が開始され、医療機関のネットワークを通じて
他の病院で受けた検査結果等が有効に活用でき、より適切な診断や治療を提供することができるようにな
りました。
当院では、同システムの活用により、患者さんサービス、医療の質、経営効率の向上を図り、今後とも
安心安全な医療の提供に努めてまいります。

《平成26年度

特定医療法人竜操整形年度方針》

1

理学療法士
川口さんが
母校
よ
り
取
材
を受けまし
た

当院では、毎年新しい年度を迎える時期に年度方針が示されます。今年度は下記の方針に基づき、よりよ
い医療を提供できるよう職員一丸となって努めてまいります。

医療の質向上

こ
 の努力が、患者とあなたを幸せにすることを心に留めよう

2 患者中心の医療を提供

十分な説明を行い、患者参加の医療を目指そう

医療の安心安全を希望し願っていることを患者ととも
に共有しよう

4 知識・技術の研鑽

自
 己を向上させるとともに、後に続くものの育成にも貢
献しよう
至中原橋

山陽本線

新幹線

高島駅

りゅうそう
クリニック

P
P

至東岡山

至原尾島
藤原

●

（両備・宇野バス）

百
間
川

●

おかやま
信用金庫

竜操整形

竜操整形外科病院

至大阪
R250（旧 R2）

TEL：086－273－1122 FAX：086－271－6851

介護支援センター りゅうそう

TEL：086－271－6111 FAX：086－273－1002

（岡電・宇野バス）

至岡山市街

今回は新入職員を紹介しました‼

〒703－8245 岡山市中区藤原21－1
TEL：086－273－1233 FAX：086－273－4689

りゅうそうクリニック 〒703－8245 岡山市中区藤原79－2

岡山
陸運支局

二本松

‼

http://www.ryusoh. or. jp
特定医療法人

竜操整形外科病院

を
とされる先輩
今後とも 目標 ます。
り
目指して頑張

3 安心・安全の医療

地域医療連携室

TEL：086－273－1515 FAX：086－273－1575

すくすくと育ち、大きく花開くことを期待しています。

ペコ

