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は じ め に

救急医療 ･産科 ･小児科に携わる勤務医が勤務

の過酷さに耐えかねて,慢性期の医療を司る民間

病院や開業医に転職するケースが増えている. 一

方平成 16年度より導入された新臨床研修制度に

より多数の若手医師が大都会に集中するようにな

り,勤務医の派遣元である大学医学部に入局する

医師が減少した.そのため病院は転職 した医師の

補充が困難となり,その結果残された勤務医の負

担がさらに過酷となり退職への道を選択させ,勤

務医の減少をさらに加速させるという病院医療の

崩壊スパイラルが進行している.

勤務医の負担軽減対策として,勤務医の増員対

策と外来業務を軽減し,入院診療 ･手術業務に専

念させる業務軽減対帝があげられるが,当院のこ

の数年間の取り組みについて報告する.

医師増員対策

医師増員対策として,1)新潟大学ならびに新

潟大学以外の大学医局への常勤医師の派遣要請,

2)インターネットによる医師の全国公募,3)後

期臨床研修医の募集などが考えられる.i)大学

医局への医師の派遣要請に関して,平成 20年 4

月現在当院の常勤医師 ･歯科医師は101名で,後

期研修医より常勤医にかわった1名を除き残りは

すべて新潟大学から派遣された医師である.これ

に後期臨床研修医2名と初期臨床研修医 (医師)

9名を加えて医師 ･歯科医師は総計 113名である

が,当院での診療を希望される患者に高度かつ安

坐,安心な医療を提供するためには全科,内科全

分科で医師が不足 していると考えている.たまた

ま平成 19年 4月より常勤麻酔医が6名から3名

に半減し,新潟大学麻酔科からの補充が不可能な

ことが明らかとなったため,関東の3大学の麻酔

科教室を訪問し,常勤麻酔医の派遣を要請 した.

しかし ｢人材不足上 ｢麻酔医は余っておらず,衣

年派遣していた病院より麻酔医を引き上げ,長岡

赤十字病院に派遣するような不義理はできない上

さらには ｢赤十字病院の安い給与では赴任を承諾

する医局員はいない｣などの理由で,3大学から

の麻酔医の派遣要請は叶えられず,あらためて今

まで縁のなかった大学からの医師派遣の困難さを

痛感 した.そのため常勤麻酔医の負担を軽減しつ

つ,少 しでも手術数を確保するために,1日2名
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病院勤務医の環境改善への取り組み

前後の高給なパー トの麻酔医を雇用し,緊急事態

に対応せざるを得なかった.大学の麻酔医が人材

不足ということから,対策 2)として日本麻酔学

会等のホームペ-ジを活用して常勤麻酔医を公募

したが応募はなく,若干名のパ- トの麻酔医から

の問い合わせがあったのみであった.対策 3)後

期臨床研修制度は病院が大学医局に頼らずに医師

を確保できる手段として有力である.新臨床研修

制度発足以降,若手医師が初期臨床研修修了後も

大学医局に入局せず,後期臨床研修医として大都

会の研修病院に集中する事態が生じている.当院

の後期臨床研修制 度については本誌 (第 121巻

10号,平成 19年 10月発刊)に既報 しているが,

平成 18年度以降 7名の内科専攻医を採用してい

る.このうち3名は1年後認定内科医の受験資格

を取得 した後に新潟大学に入局し,1名が研修病

院を変更し,1名を常勤医師に採用した結果,現

在の後期臨床研修医は2名である.後期臨床研修

医の確保にはなによりも優秀な指導医の確保,育

成が大切であり,今後も新潟大学のご協力を切に

お願いするところである.また,現在東京周辺の

研修病院では多数の後期臨床研修医が研修中であ

り (平成 18年度の調査では,東部ブロック赤十

字病院の10施設に鐘4名の後期研修医が研修中で

あった),後期研修の期間が平均的に3-4年間

であることから,21年度以降後期臨床研修を修了

した医師を対象に対策 2)の手段を用いて,意欲

ある若手医師 (学会専門医)を公募することも考

えている.

勤務医の負担軽減対策

i.病診連携の促進

勤務医の負担軽減対策として,外来業務のうち

新患外来を救急患者 ･紹介患者 ･他科併診患者の

診療のみに,そして再来外来は専門外来のみに制

限し,入院患者の診療や手術業務に専念させるこ

とが考えられる.しかし当院は平成 9年の病院建

設時に長岡市や周辺市町村より受診患者数に応じ

て高額の建設資金の助成を受けていることから,

病院の都合のみで外来診療を制限 しにくいこと
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ど,建設に要した多額の借財の返済のために一定

数の患者数の確保が必要であったことなどの理由

から,病々 ･病診連携を推進し紹介 ･逆紹介患者

数を少しずつ増加させる過程で,地域住民に病院

と診療所の役割分担についての理解を深めていた

だき,然る後に外来制限に踏み切ることを基本方

針とした.

かかる方針に基づいて,平成 14年 4月病診連

携賓 (責任者 :武田啓治副院長)を設置 し,｢病

診連携だより｣を発刊 (年4回)した.17年3月

登録医制度,高額医療機器共同利用制度,病床の

共同利用制度を発足し,19年度実績では登録医は

医師 133名,歯科医師 35名に看護師などの医療

従事者を加えて合計341名,高額医療機器共同利

用ではCT215件,MRI119件,内視鏡検査 37件

など合計391件となっている.しかし病床の共同

利用では診療所の医師が保険請求できる体制では

ないため利用者は少ない.17年 10月より年 1回

外来講師を招碑して日常臨床に直結した内容の地

域医療連携学術講演会を開催し,毎回多数の登録

医が参加 されている.また18年 2月より病診連

携cpcを開催 し,さらに同年 6月より大腿骨頚

部骨折患者を対象とした地域医療連携診療研究会

を発足させた.

地域医療連携診療研究会 (整形外科)は長岡市

を中心に大腿骨頚部骨折患者を対象とした地域連

携パスを作成することを目的として,当院整形外

科 ･川場部長の発案で結成された.急性期の治療

を担当する計画管理病院として当院のほか長岡中

央総合病院 ･立川総合病院の3病院,リハビリテ

ーションを担当する連携医療機関として長岡西病

院 ･悠遊健康村病院 ･吉田病院 ･岩室温泉病院の

4病院より,整形外科医,看護師,MSW,事務職

員が参加して研究会を6回開催し,計画管理病院

で大腿骨頚部骨折手術後 3週間を目途に①自宅に

退院するか,②連携医療機関へ転院 しリハビリテ

ーションを継続する地域連携パスを作成 し,実践

した.18年 7月より1年間の実績では,長岡市周

辺の大腿骨頚部骨折患者 271名車55名 (当院で

は患者 90名車36名)が地域連携パスを使用し,

順調に治療を継続 している.
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2.新患外来の紹介制への移行の試み

平成 19年夏新潟大学整形外科学教室 ･遠藤直

人教授より,整形外科勤務医が外来業務で疲弊せ

ず手術 ･入院診療業務に専念できるように,長岡

市の3病院が足並みをそろえて新患外来を完全紹

介制 に移行 したら如何,とのご提案があった.3

病院で相談の結果,卜分な広報活動を実施した上

で,平成 20年 1月より整形外科新患外来を救急

患者,他科併診患者と紹介状持参の患者の診療の

みに制限することとした.これに合わせて,以前

より医師不足のため新患外来を週 2日間紹介制と

していた耳鼻科が,さらに2日間,計週 4日間紹

介制に移行 した.2科の新患外来完全紹介制への

移行の広報活動として,3ケ月間①院内各所に掲

示,②中越管内の市町村福祉課 ･保健課に住民へ

の広報を依頼,③登録医と④中越地域の医師会,

歯科医師会に広報を依頼 した.

新患外来の完全紹介制への移行の効果を前後3

カ月間という短期間での成績ではあるが,泰 lに

示 した.整形外科,耳鼻科とも新患患者数は減少

しているが,紹介率は50%前後への上昇に留ま

っており,救急患者や他科からの併診患者が多い

ことがわかる.しかし入院患者数は紹介制への移

行前後でほぼ同数であり,手術数は整形外科では

増加 し,耳鼻科では同数であったことから,勤務

医の負担の軽減という当初の目的は達していると

判断している.

新患外来の制限に関して患者から寄せられた苦

情をまとめてみると,紹介状を持たないで受診 し

たため診療をお断 りした患者数は 1日5- 6名

で,魚沼地域からの患者が大半であった.かかる

患者には総合案内や外来受付でアクセスの良い診

療所を案内しているが,苦情の内容では,｢開業

医に躍 り,紹介状を書いてもらうのは2度手間｣

というものや ｢魚沼地域の自宅周辺に整形外科や

耳鼻科の診療所がなく,紹介状持参は困難｣とい

う地域医療の現状の厳 しさを示す訴えもあり,返

答に窮する場合もあった.

3.紹介率,逆紹介率の推移

図 1のごとく,病診連携の推進の取り組んだ平

表 l 新患外来紹介制への移行の効果

(数値は3カ月間の平均月間人数)
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成 14年度より紹介患者数,逆紹介患者数は年々

増加 し,平成 19年度には紹介患者数 14,261名,

逆紹介患者数は 11,971名となった.紹介率は 15

年度には51.9%となったが,平成 16年度より地

域医療支援病院指定のための紹介率算出法が変更

となったために28%に低下した.しかし,その後

は紹介率,逆紹介率ともに着実に上昇し,平成 19

年度では紹介率 40.4%,逆紹介率 31.5%となっ

ている.

以上の様な6年間の病診連携推進への努力によ

り,地域住民に病院と診療所の役割分担について

の理解を深めたと考えている.今後も可能な,ま

た必要な診療科から新患外来の完全紹介制を導入

し,勤務医の疲弊防止のため業務を少しでも軽減

して行きたいと考えている.

お わ り に

勤務医の負担軽減対策の第 1は医師の増員であ

り,今後も新潟大学や新潟大学以外の大学への医

師派遣の要請を繰 り返して行くとともに,1人で

も多くの初期 ･後期臨床研修医を採用して行きた

い.また第 2の対策として予可能な,また必要な
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図 1 紹介 ･逆紹介患者数,紹介率の推移
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診療科より外来業務を軽減 し勤務医を入院診療や 医の負担を軽減 して行きたい.このためにも今後

手術業務に専念させることにより,少 しでも勤務 も病診連携の一層の推進が必要である.

.17 阿賛町 ･津川病院における取り組み

昔嶺 文俊

新潟県立津川病院

ATryalofTsugawaHospitalatAga-maehi

FumitoshiYosll川1rtE

NL'L'gata触 chlraITsugaⅥ唱Hospltal

キ-ワード:チ-ム医療,総合医,交替制勤務,プライマリサ ア

Reprintrequeststo:FumitoshiYosHIMINE 別刷請求先 :〒959-舶97 東蒲原郡阿寮町津川 200

Ni短ataPrefecturalTsugawaHospital 新潟県立津川病院 畜 嶺 文 俊

200TsugawaAgamachi.

Higashikanbara一節ln959-4497Japan


