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新年明けましておめでとうございます。 
院 長 須田 武保   

新しい年になりましたが、超少子高齢時代や医師不足を背景に今年も

難題が多く控えています。 

まず平成 30 年度は、医療と介護のサービス提供等に関する計画であ

る医療計画と介護保険事業計画が、初めて全国で同時に改定される年で

あります。そのため今回の 6 年に 1 度の診療報酬と介護報酬の同時改

定は、非常に重要な分水嶺となります。 

予想される内容を一部具体的に述べますと、1. 地域包括ケアシステムの構築と医療・介護

の連携強化（かかりつけ医機能の促進、患者本人の意思を尊重した看取りの推進等）。2. 医

療機能の分化・連携の推進、効率的な医療提供体制の構築（大病院と中小病院・診療所の機能

分化の推進、7:1 病床の適正化、療養病床の扱い等）。3. 質が高く効率的なサービスによる高

齢者の自立支援。4. 国民皆保健を堅持するため、効率化・適正化を図る（薬価制度の抜本改

革や費用対効果評価の導入等）。などがあります。 

これらを更に具体化したものはもう数ヶ月で発表されます。吉田病院としても病院全体でよ

り早い情報収集、素早い対応を進めていくつもりです。 

 次に医師不足に関しては、慢性的であり、現在吉田病院も含めて病院に在籍している常勤医

は高齢化、疲弊しています。ここで 1 つ朗報があります。平成 30 年度からの本県での初期（前

期）臨床研修医が、マッチング結果から 129 名と例年より約 30 名以上増加する事が発表され

ました。今年単年度の研修医増加では医師不足に対して大きな解決にはなりませんので、この

増加が来年度以降何年も続くことを心から願っています。 

 昨年から引き続き今年も医療業界で問題になっているのが、過重労働、時間外労働の問題で

す。「働くこと」の目的意識や生活に占める割合は、個人個人で異なっているのが当然です。

医療従事者、特に医師の場合、高度な手術手技や高い各種医療技術を身につけようとするなら

ば多くの治療にかかわり、そして患者の病態を詳細に把握して臨床力を身につけるならば、誰

よりも密に患者に接する必要があります。また知識を増やすためには空き時間で勉強するなど

自己研鑽の必要もあります。こうした目的達成のために時間、労力を惜しまないというのは、

向上心がある医師では当然のことと思います。しかし一旦労働基準監督署が入ると、途端に自

由に働けなくなるという問題に直面します。労働基準監督署の原則通りに医療が進められるの

ならば、今の医療は崩壊し、医療難民を創り出す危険性も懸念されます。こうした現状を理解

してもらったうえで政府が取り組む「働き方改革」では、医療従事者の向上心や知的要求を満

足させながら、しかも医療崩壊に繋がらないような対策が立てられることを願っています。 

最後に、今年も多くの難題が控えている中で、昨年の繰り返しになりますが、

県立吉田病院として一体感を示し、地域の住民・医療関係者に顔を見せ、そうい

う姿勢から多くの方に吉田病院の必要性をわかってもらう。そして今後の「地域

に信頼され、愛される、燕市唯一の急性期病院」につながっていくように職員そ

れぞれが自分の領域で、力を発揮してもらいたいと思います。 
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県立吉田病院で勤務されている先生方へのインタビュー記事を紹介するコーナーです。 

今月は、放射線画像診断が専門の放射線科医長 酒巻 香織 先生にお話を伺いました。 

 

■ ご出身と経歴は？ 

  出身は東京都目黒区です。 

大阪大学医学部を卒業して東京へ戻り、東京大学医学部付属病

院や築地の国立がんセンター、虎ノ門病院、新松戸中央総合病

院等を経て家族の仕事の都合上、吉田病院に赴任しました。 

 

■ 医学部を目指した理由は？ 

  父が CT 関係の仕事をしていたことと、母が臨床検査技師だっ

たことから自分自身も医療に携わりたいと思い、医学部を目指

しました。 

 

■ 趣味はありますか？ 休日は何をして過ごしていますか？ 

  絵画鑑賞や映画鑑賞、手芸が趣味です｡休日は自宅でゆっくり借りてきた映画を観たり、手芸をしたり、

1 日をまったり過ごしています｡ 昼寝をするのも好きです。 

 

■ 好きな言葉は？ 

  南北戦争時代のアメリカを舞台に、主人公の激動の半生を描いた『風と共に去りぬ』という本が好きで、

その中の「明日は明日の風が吹く」という言葉が好きです。今どんな苦境にあっても、明日になれば物

事は良い方向に転じるかもしれないという前向きな言葉です。 

 

■ 先生は海外生活の経験があるとお聞きましたが？ 

  父親の仕事の都合で、小学校 1 年生から 6 年生までカルフォルニア州の小学校で過ごしました。英語

は小学生の会話レベルなら…笑 

～ ありがとうございました。～ 

 

 

放射線科は診療放射線技師 7 名で業務を

行っており、一般撮影装置(病棟用ポータブ

ル装置や歯科撮影装置も含む)、CT、MRI、X 線 TV 装置、血管撮影装置などが稼働して

います。様々な装置を使って、目的とする画像を医師に提供するのが我々の仕事です。 

また 2017 年 4 月から FPD（フラットパネルディテクタ）搭載のマンモグラフィー装

置も導入され、乳腺外科依頼の検査や人間ドックのオプションなどに対応しています。 

『放射線』と聞くとなんとなく｢難しそう｣

｢よく分からない｣という方もおられ

ると思いますが、患者さんに安心・安

全な検査を提供できるようにスタッ

フ一同心掛けております。 

検査で疑問なことや不安なことが

ありましたら、どうぞお気軽にお声

掛けください。 
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（アンケート回収率 93％） 

平成 29年 11月 14日に第 2回地域連携会議が開催され、近隣の多職種 57名の方に参加していただ

きました。アンケート集計結果がまとまりましたので、紙面にてご報告させていただきます。 

第一部は、口腔外科部長（地域連携室副室長）堀野 一人先生から「高齢者の口腔ケアについて」講

演。第二部は、退院前訪問・退院後訪問の実践報告と題し、地域で患者（利用者）を支えた事例につ

いて吉田訪問看護ステーション星 由美子様からと当院 3病棟 霜鳥 千可子看護師から発表。その後

に「地域で安心して暮らすための多職種連携について」をテーマとしグループワークを行いました。 

 

■【 1．参加者職種割合 】 

◇介護支援専門員 28 名（53％） ◇主任介護支援専門員 14 名（26％） 

◇看護師 8 名（15％）      ◇社会福祉士 1名（2％） 

 

■【 ２- ①．開催日時について 】 

   ◇ちょうどよい 100％     ◇遅すぎる 0％ 

《理由》 

・冬期交通網マヒする時期でないので良い ・比較的落ち着いている時期 

・請求が終了して少し余裕のある時期で気候的にも暑くも寒くもない 

・口腔ケアについて施設で取り組み始めた所だったので 

 

■【 ２- ②．開催時間について 】 

   ◇ちょうどよい 100％     ◇遅すぎる 0％ 

《理由》 ・午後からで急ぎの連絡対応が午前中にできた 

 

■【 ３．「高齢者の口腔ケアについて」の内容は理解できたか 】 

 

 

 

 

 

無回答 2 名 

《ご意見》 

・基本的な事から医療情報まで組み込まれていて興味が持てた 

・詳しく（具体例があって）丁寧で分かりやすい説明だった（5名） 

・グラフなどが多用され、口腔ケアの必要性について理解できた（3名） 

・とても分かりやすく、口腔ケアの必要性を再認識できた（3名） 

・もう少し時間があってほしかった。口腔ケアの方法を具体的な説明があると良かった 

・テータの評価があり分かりやすかった        ・ブラッシングの実践をしたいと思う 

・資料の字が小さくて残念でした（数字が見えない）  ・口腔機能維持できるように努力します 

 
県立吉田病院 

医療相談・地域連携室 

 

平成 30年 1月号 

 

7名 32名 12名

100%理解できた 80～90％理解できた 60～79％理解できた
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■【 ４．グループワークについての満足度はどのくらいか 】 

 

 

 

 

 

 

 

 

                               無回答 3名 

《ご意見》 

・課題が大まかであったので気兼ねなく話せた（2名） 

・色々な意見をきく事ができて参考になった。盛り上がった（2名） 

・色々な事を話し合うことでき、情報をもらえた。病院との情報共有ができた 

・特に新たな情報はなかった 

・訪問看護師さんの話を聞けた事が良かった 

・地域や県立吉田病院の状況がよく理解できた 

・皆、同じ思いを抱いておられることも分かり、双方での努力は必要。 

病院 Dr ⇔ 地域 Dr との連携もお願いしたい  

・話し足りなかった（2名） 

・多職種から意見を聞けて良かった 

・地域性もあると思いますが Dr も連携の中に入ってもらえると良い 

・色々な事業所の方との話が聞けて良かった 

・大変勉強になる意見を聞く事が出来ました 

・地域の事情等いろんな話を聞くことができた 

・ケアマネジャーと病院側と連携について話ができてよかった 

・テーマがざっくりしていたので、話題がしぼりきれなかったようにも思いますが、色々な話が違う立場の

方々から聞くことができ良かった 

・利用者・患者が安心できるよう関わっているサービスが連携をとることが大切だと思った 

・テーマが少し大きかったです。また具体策を考えられるようなワークができると良いと思う（2名） 

・テーマからは少しは外れた感はあるが、それぞれの実状や悩みも知ることができた 

 

 

 

■【 ５．今後聞いてみたい講義内容、病院に対する意見・要望等 】 

 

・この連携会議の年間予定が年度頭初に頂けると地域ケア会議の年度予定等と突き合わせて予定したい 

・今回のように重要であり直接取り組めるような内容をお願いします（知識と技術を兼ね合わせた内容） 

・病院看護師が退院時に訪問してくれることが分かって良かった 

・増えているガンの病気について、またその支援について等 

・地域医療連携の一つとして、介保と医との情報交換の場 

・家族支援        ・退院前後訪問をできるだけ相談させてほしい 

・病院と在宅医療の連携  ・神経難病患者の支援   ・糖尿病 

・退院前後訪問の実践報告の発表の仕方、もう少し内容に集中して聞けるような工夫

（パワーポイント等）があった方が良いと思う 

 

 

3名

24名 20名 7名

1名

100%満足 80～90％理解できた 60～79％理解できた

50％理解できた 40％理解できた
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＜１月の休診情報＞ 

外科(小野医師) １８日(木) 耳鼻咽喉科 ５日(金) － － 

－ － － － － － 

※最新の休診情報については医事室までお問い合わせください。 
  

《基 本 理 念》 

 地域に愛され、 

 信頼される病院  

新 潟 県 

新潟県立吉田病院 
〒959-0242 新潟県燕市吉田大保町 32番 14号 

TEL 0256-92-5111  FAX 0256-92-2610 

http://www.ash.ne.jp/~yosidahp/ 

 


