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みんなのくらちゅう７
～読んでわかる倉敷中央病院～



みんなのくらちゅう５
発行にあたってみんなのくらちゅう７
発行にあたって

　人は誰でも若いとき、そして健康な時には自分が健康でいることの有難味に

気付かないものです。そのために病気になった時には本当に慌ててしまいま

す。そのような時に備えて常日頃からぜひ健康への関心を持っていただきたい

と思います。

 

　まずは現在のご自分の健康状態の把握、チェックを、そして病気になった時

に相談される近所のお医者さん、そして薬局、更には自分を含め家族などに緊

急事態が起きたときの対応の仕方などがあります。こういったことにどのよう

に対応していくかを、本冊子には分かりやすく、読みやすく書いております。

　

　病気や医療に関する情報はTV、新聞を始めとしたマスコミやインターネッ

ト、書籍などからふんだんに提供されていますが、やはり直接にそして具体的

に正確で適切な医療の情報を知ることは大切です。同時にご自分の周囲の医療

環境や実情を知り、今の医療のあり方、関わり方をしっかりと把握しておくこ

ともこれからは必要となります。

　倉敷地域では地域全体として取り組んでいる地域医療への啓発活動“わが街

健康プロジェクト。”が行われております。ぜひ参加をして頂き、楽しく医療

の知識を得ると共に、私たちの街の医療の現状を知る機会にして頂きたいと思

います。

院長　山形　専
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病気になったら…　介護が必要になったら…
自分の身に起きる前から考えてみませんか

「まだ先のことだし…」
「今の自分には関係ないから…」

今は元気に仕事や家事をしていても
年齢を重ねるうちに自分の体の変化に目を向けるときがやってきます

これからの自分の健康や生活を楽しむため
今の自分にできることをはじめませんか

今の自分にできること
Photo by  Hirofumi Sogo



市町村からの案内、引き出しに眠っていませんか?

けんしん

●血圧測定…脳卒中、心筋梗塞 

●尿検査…糖尿病、前立腺、尿路、腎臓、肝臓の病気

●血中脂質検査…肥満、心臓、血管、肝臓の病気  

●血糖検査…糖尿病、膵臓、肝臓、甲状腺の病気  

　健康診断は、糖尿病や心疾患、脳疾患の要因となる高血糖や高血圧などを早期に見つけ、

病気を未然に防ぐことが目的です。会社で年に1度受ける健診や、特定健診(40歳～受診)は健

康診断に含まれます。 

健康診断

健康診断でチェックできること

「けんしん」には、大きく分けて健康診断と検診の2種類あります。健康診断

と検診では見つける病気の種類や検査が異なります。

両方受けることで、自分の体に異常がないか、チェックすることができます。

全身の状態を調べるのが
健康診断！
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家族歴

親だけでなく、兄弟、祖父母、
親の兄弟ががんの人

タバコ
長年吸い続けている人
一日の喫煙量が多い人

お酒

肥満塩分

1日に日本酒なら1合、ビール
なら600ml以上飲んでいる人

胃

大腸

肺

乳

子宮

前立腺

注意！

注意！

注意！

　がんや肝炎ウイルスなど、特定の病気を見つけることがねらいです。 

市町村や企業によって受ける年齢も変わってきます。  

日本では、「がん」が
40代～80代の
死因トップ1です

検　診

　健康診断だけを受けて安心していませんか？
　それでは体の一部の状態しか分かりません。がん検診には、胃・大腸・肺・乳・子宮・前立腺
と、部位ごとに種類があります。健康診断だけでなく、がん検診で部位別に管理しましょう。

がんの種類ごとに原因は異なります。自分はどれに当てはまるか見てみましょう。

1年後、5年後、10年後…
家族と過ごしたり、仕事や家事をしたり、望んだ生活が送れるように
今の健康状態をできるだけ維持しておきたいですね。

自分の体を知り、管理しよう

1位  がん ２位  心疾患 3位 脳疾患

自分はどのがんになりやすい？
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5 月
日　月　火　水　木　金　土
　　１　２　３　４　５　６
７　８　９　10　11　12　13
14　15　16　17　18　19　20
21　22　23　24　25　26　27
28　29　30　31

健康診断を受けたいけど、忙しくて…

基準範囲内でも気をつけて！

そんなときには！
「健康診断を受けたくてもなかなか時間がとれない...」
そんな場合でも、医療機関によっては、土曜日に健康診断を行ってい
るところもあります。お近くの医療機関に、まずは確認してみましょう。

　健康診断を受けた後、結果表を見て異常を指摘された項目をチェッ
クする…それだけで済ませてはいませんか?せっかく健康診断を受けた
からには今後の自分の健康にきちんと生かしたいですね。

　体質や生活の仕方は人それぞれのため、基
準範囲内に数値が収まっていても治療が必要
な場合もあります。自分の体の特徴を理解し、自
分の正常値を知ることが大切です。

　基準範囲は、正常な人の95％が当てはまる値で
す。健康な人を集めて検査をし、一番人数の多かっ
た数値を平均値とします。平均値を中心に95％の人
を基準範囲内とし、5％の人は異常値と判定されます
が、必ずしも異常があるとは限りません。

受けた後のフォローまでが健康診断 !!
診断結果

倉敷市保健所でも、市民がより健康診断を受けやすい
ように年度ごとに健康診断の実施日を設けています。

※市町村によって休日に健康診断を行っているかどうか、受診日、申込受付
期間などが異なります。自分の地域の「けんしん」の案内をご確認ください。

28日(金)　29日(土)　31日(月)

29日(金)　30日(土)

２日(月)

27日(土)

７月

９月

10月

１月

H29年度倉敷市国保特定健診日程

【対象】倉敷市国民健康保険加入者で40歳～69歳
【会場】倉敷市保健所
※事前予約が必要です
※詳しくは「倉敷けんしんガイド」をご覧ください

基準値異常値

高低

異常値

基準範囲のはなし



どうしたら自分の正常値が分かるの？

かかりつけ医に診てもらおう

必要なら専門医へ紹介
　小さな異常であれば、かかりつけ医か
ら食事、睡眠、運動などのアドバイスをも
らい治療を受けることができます。
　入院や手術など、専門的な治療が必要
と判断した場合は専門医へ紹介してくれ
ます。

　かかりつけ医にからだの状態を理解し
てもらうためには、少なくても月1回の頻
度でかかり、状態の経過を診てもらいま
しょう。継続して診てもらった上で、健康診
断の結果を相談することで自分の正常値
が分かります。

　かかりつけ医を持っていない方はＰ15
を参考に自分に合った診療所を探しま
しょう。お困りの方は地域医療連携室まで
ご相談ください。

検診の機会、見逃していませんか？
健康診断だけでは特定の病気を見つけることはできません。会社にお勤めの方も検診の
案内を見逃さないようにして今の自分の状態を知っておきましょう。

みんくらムービー

お 役 立 ち 情 報
　健康診断の結果項目にある脂質異常や尿酸代謝異常は食事や運動不足の生活
習慣が原因です。生活習慣によって改善されるため、倉敷中央病院では、健康診断
後に脂質異常や尿酸代謝異常で要精密検
査、要治療を指摘されたらまずはかかりつけ
医へ相談するようご案内しております。
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治療（医療）と生活（介護）
ケアマネジャーは自宅での生活を整えるパートナー
　
　介護保険証やケアマネの名刺を医療保険証やお薬手帳と一緒にまとめてケースに入れておき、
医療機関にかかる時は看護師や病院スタッフに確認してもらいましょう。
　入院中は安静にする必要があるため、筋力が落ちて食事やトイレ、移動、お風呂に必要な身体の
動きが低下します。退院後も自宅での生活に困らないように、看護師はあなたのケアマネと連絡を
取り、入院中から自宅に帰る準備を整えます。

「医療機関からケアマネジャー（介護支援専門員：以下ケアマネ）に連絡してもらう」

倉敷市では2030年まで毎年約1,800人が75歳以上に加わると推計されています。
要介護認定者は88％が75歳以上で、75歳を過ぎた頃から急増しています。

（75歳以上の人口は約57,000名、要介護認定者数は約16,000名です）
治療と自宅での生活をつなぐケアマネの役割は今後、ますます重要になります。

※倉敷市統計より

倉敷市のいま

2014年度 2015年度 2016年度

300

200

100

0

看護師とケアマネが
連絡を取り合った件数（人）

要介護認定者数

要介護５

要介護４

要介護３

要介護２

要介護１

（人）
重

軽0

1000

2000

3000

4000

5000

70～74歳 75～79歳 80～84歳 85～89歳 90歳以上
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自宅で受けられる介護サービス

食事、排泄、入浴の環境が整えば自宅に帰れる

食事の準備が
いるかもしれない

入院の予定が決まればケアマネに伝えておきましょう
急な入院のときは看護師に自分のケアマネを伝えましょう
　ケアマネは退院後、自宅で暮らしていくための計画書（ケアプラン）を作成し、サービ
スを手配します。必ず月に一度は会いに来て、体調や生活の変化に応じてサービスを調
整します。

　介護認定や介護度の変更には主治医意見書が必要です。どれくらい
介護が必要か決定するうえで重要な役割を担っています。また、介護
保険で利用できるサービスのなかには医師の指示が必要なものもあ
ります。
　日ごろからあなたの状態をよく知るかかりつけ医を早いうちから見
つけておくことも、自宅で介護サービスを利用して生活を続けることに
欠かせない要素の一つです。

温かい食事を作ってくれたり、トイレやお風呂に入ることなどを手伝って
くれます。平均的な利用時間は1回30～90分未満で、2日に1回のペース
で利用されています。

24時間365日連絡が取れ、必要に応じて看護師が自宅を訪問して医療処
置に対応してくれます。平均で1週間に1～2回程度利用されています。

介護度に応じた利用限度額内でサービスを組み合わせることができます。

ホームヘルプ

訪問看護

ケアマネジャー

トイレまで安全に
行く方法を考えよう

参考：医療・介護ニーズがある高齢者等の地域居住のあり方に関する調査研究事業 報告書　一般財団法人高齢者住宅財団

看護師さんが
お風呂の入り方に
注意と言っていた

ケアマネジャー（介護支援専門員）

かかりつけ医と介護保険



若い世代への広がり

共同企画

ポスター展

　

　第 13 回講演会では川崎医療福祉大学の学生と

共同企画が実現しました。子育てが忙しく、けんし

んを受ける機会を逃しがちな女性に受診のきっか

けになるよう「けんしん」と「乳がん」をテーマとし、

参加しやすいよう臨時託児所を設けました。また、

健やかブースでは企画に合わせて特別に乳房セル

フチェック、子育て相談を行いました。

　

　「医療機関と上手に付き合う」を幅広い世代に広

める取り組みとして、県南西部の 2 大学（岡山県

立大学、川崎医療福祉大学）でデザインを学ぶ学

生に PR ポスター制作を呼びかけました。それぞ

れの想いが込められた 93 作品が集まりました。

　ポスター 展示・表彰式では 2 大学の学生が来場

し、作品のコンセプトを説明、事務局スタッフや学

生同士で交流を深めました。グランプリ・優秀賞

作品は会場や共催病院で掲示されます。

これからを担う若い世代の方に地域医療について
考えてもらうきっかけとなっています。

学生が司会も担当しました（第 13 回講演会にて）

表彰状を手に、スタッフとともに笑顔で記念撮影

　「わが街健康プロジェクト。」は３つのテーマ
① 医療機関と上手に付き合う
② 病気の予防と健康維持
③ 倉敷（以外の方は自分の街）をもっと
　 好きになる
を掲げています。テーマの実現に向けて「わが
街健康プロジェクト。」で地域医療を学び、仲間
と一緒に考え、広めることで安心して暮らせる
街づくりにあなたも参加してみませんか。テー
マに興味をお持ちでしたら、どなたでもご参加
いただけます。

Topics

「わがプロ」の始まり 医療機関と上手に付き合う

講演会参加３回 講演会参加 通算６回
ミーティング参加２回

わが友ポイント達成
ミーティング参加 通算４回　

ブロンズサポーター ゴールドサポーター プラチナサポーター
学ぶ
step1 step２ step３

考える 広める
ランクアップ条件 ランクアップ条件 ランクアップ条件

7 8

　4 人に 1 人が 75 歳以上となる超高齢社会の到来
が 2025 年に迫っています。これからも安心して暮
らせる街であるために市民の皆さんと医療提供者が
ともに心通わせ、地域医療を考えていく必要がある
と考えました。
　地域医療をともに考える双方向コミュニケーショ
ンの場として倉敷市内 13 病院の共催で「わがプロ」
を立ち上げました。現在、22 医療機関が共催し、
第 14 回講演を終えて延べ 2,657 名にご参加いただ
いています。「学ぶ」ステップを達成されたブロン
ズサポーターは 205 名、「考える」ステップを達成
されたゴールドサポーターも 90 名誕生し、地域医
療を支える活動は広がり続けています。

～心かよう地域医療～
love our community

love our community
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13:30

14:00
×

14:35

14:45

15:00

15:40

16:00

受付開始

ミニレクチャー

休憩

自己紹介・クイズ

意見交換

感想発表

閉会

受付が済んだらテーブルに
ご案内します。
１つのテーブルに５～６名
のサポーター、２名のス
タッフが同席します。
どんな仲間が集まるか、ド
キドキしながらテーブルに
着席。

地域医療を支える輪（和）が
着実に広がっています

　「学ぶ」「考える」から「広める」へ

第５回のテーマは「転院」
急性期病院から回復期リハビ
リ病院への流れをそれぞれの
医療機関の医療ソーシャル
ワーカーが説明します。 川崎医科大学附属病院　

武内　宏憲 先生
倉敷リハビリテーション病院　
吉田　直樹 先生　

自己紹介が済んだら、
レクチャーから出題さ
れるクイズに挑戦！
テーブルの仲間で正し
い答えを導こう。

　サポーターズミーティングに通算４回参加し、わが友ポ
イントが30ポイント集まると、活動テーマのひとつ「医
療機関と上手に付き合う」を事務局スタッフとともに地域
の皆さんに広めるプラチナサポーターに認定されます。

　ゴールドサポーターの方たちは、わがプロで学び、考え
た地域完結型医療を地域の皆さんへ広めることを楽しみな
がらプラチナサポーターへと歩みを進めています。

学ぶステップを達成されると、サポーターズミーティングに参加できます。
その一日をちょっとのぞいてみましょう。

● 名刺を渡した友人がわがプロへ参加：3ポイント
● 広報誌・新聞などへの掲載：9ポイント
● 仲間を集めて地域医療について話したら
　わが友メッセージ：15ポイント

テーマについてテーブルの仲間で
意見交換。活発な意見がたくさん
出てきて、会場全体が活気に溢れ
ています。

最後に感想発表。他のテーブルの
意見はどうだったかな？ わがプロの活動を仲間に伝えてくれまし

た。ぜひ参加したいという声も。

『医療機関との上手な付き合い方、
倉敷の良さを学び、好きになるのも
重要なテーマです。様々な疾病の基
礎知識だけでなく現場の声も聴けま
す。』
朝日新聞2016.10.25 朝刊「声」より抜粋

ゴールドサポーターの投稿が
新聞の読者欄に掲載されました！

レクチャーの後は休憩タイム。
資料を見返して復習したり、
サポーター同士で歓談したり。

サポーターズミーティング
サポーターの声

プラチナサポーターへの道

アンケートから

急性期病院 回復期・リハビリ病院

講演会参加３～５回

わが友ポイントの集め方

講演会参加６回以上

●かかりつけ医を見つけました。
●まずはかかりつけ医に相談し、必要なら大きな医療機関を紹介
　してもらっています。
●医療機関を受診する時には、先生やスタッフへ積極的に声かけ
　をしてコミュニケーションをとるように心がけています。

●周りの人にかかりつけ医を持つことを勧めたら、かかりつけ医を
　持ってよかったと言われました。
●身近なかかりつけ医を持つことを周囲の皆に勧めています。
●かかりつけ医に日常生活で気になる体調の変化を早めに相談して 
    います。

新聞に掲載

医療機関と上手に付き合える
ようになりました！

上手に付き合う秘訣を
みんなに伝えています！

わが友メッセージ





何気ない世間話にも
気になる体調のことも踏まえて

豊富な知識と経験で
あなたのからだ全体を診てくれます

予防から在宅医療まで、あなたの健康を考え、
これからの人生がより長く充実するようにと
一緒に歩み続けてくれる心強いパートナーです

かかりつけ医
Photo by  Hirofumi Sogo



かかりつけ医

体調を崩した時、健康状態をよく知った上で、からだ全体を

他の病気との関連性があるかどうかも含めて診てくれます。

普段の健康管理だけではなく、慢性的な病気、将来自宅での医療が

必要になる時まで、あなたの健康をずっとサポートします。

かかりつけ医だから気付けるあなたのこと

だから頼れる、かかりつけ医

専門分野に加え、幅広い疾患を診ているので、知識と経験が豊富で
す。

介護が必要になったとき、「主治医意見書」を書いてくれるのは、普
段あなたを診てくれているかかりつけ医です。
⇒詳しくは5～6ページの「治療（医療）と生活（介護）」をご覧下さい。

すぐに手術や入院が必要な時は、大きな病院の先生と直接やりとり
をし、スムーズな紹介をしてくれます。普段の病状や治療歴、服用薬
などの情報提供もしてくれます。

知識と経験

介護と連携

緊急紹介
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・・・くらちゅうは「かかりつけ医」にはなれません。
　くらちゅうは専門的治療を行うために、からだの部位ごとに異なる先生が診ま
す。併存疾患や、からだ全体を継続的に診てくれるのは街のかかりつけ医です。
　かかりつけ医が、手術や入院治療、専門的な検査が必要だと判断した場合に
は、専門の医療機関へ紹介しますが、症状が落ち着いた後は、かかりつけ医で引
き続き治療をしてもらいましょう。

くらちゅうはかかりつけ医？

施 設
介 護 保健所

信 頼

健 康

行 政病 院

あなたとその家族あなたとその家族

かかりつけ医

倉敷中央病院

安 心

● からだ全体を診る
● 家族も含めた健康管理
● 専門医への紹介

● 手術や入院治療
● 専門的医療
● 救急医療

専門医

総合医病気病気

不安不安

生活習慣病！まずはどんな医療機関にかかる？
生活習慣病にかかると様々な合併症を引き起こします。重症化させないためにも、
からだ全体を総合的に、継続的に診てもらえる医療機関に相談しましょう。

みんくらムービー

あなたの街の
よくわかる！

か かりつ け 医
あなたの街の
よくわかる！

か かりつ け 医



かかりつけ医の探し方

初級編　近くて通いやすい

中級編　自分の病気から探す

上級編　在宅医療も視野にいれて

　なんだかしんどいな、そんなときに気軽に診てもらえるのがかかりつ
け医の良いところ。どんなに評判の先生でも、体調が悪いときに遠くまで
受診に行くのは大変です。自宅の近く、職場からの帰り道など、通いやす
いところを見つけましょう。

　かかりつけ医は全身を診てくれますが、それに加えて先生の専門性を
生かした設備やスタッフを充実させているところもあります。気になる病
気を専門的に診てもらいながら、日常の健康管理もお任せできます。

　医療機関への通院が困難になったとき、自宅で普段通りの暮らしを続
けるためには訪問診療・往診をしてくれるかかりつけ医が必要です。元
気に動ける今だからこそ、少し先のことも見据えてみませんか。

検索おかやま医療情報ネット

　おかやま医療情報ネットは岡山県が医療機関から報告された情報を掲載しているウェブサイ
トで、さまざまな条件から目的・症状にあった医療機関を探すことができます。

おかやま医療情報ネット

スタッフがお手伝いします！

医療機関の他に、
薬局や歯科も
探すことができます。

「かぜってなあに？」－親子で学べる適正受診
身近な病気である「かぜ」を例に、親子で見られる楽しい紙芝居動画です。
提供：MOVIEで子育て応援！　－「子育て王国そうじゃ」まちづくり実行委員会－

（高杉こどもクリニック　髙杉尚志院長　監修）

　地域医療連携室では、身近な医療機関をご紹介しています。お近くの医療機関について
詳しくない方、今まであまり病院にかかられたことのない方は、お気軽にご相談ください。

※今まで実際に相談に来られた方の希望・条件の一例です。
　お薬が出せるか、検査ができるかなど詳しい情報も医療機関へ連絡して確認します。

▲ １－８総合相談・地域医療センター
　（中央玄関入ってすぐ左）

▲ 場所だけでなく、先生の専門や人柄も
　 教えてくれます。

バリアフリーでないと
通えないよ

先生にエコーができる
ところと言われたが、
近くにある？

将来、訪問診療をして
もらえるところが
知りたい

同じ内科でも
糖尿病に詳しい
先生がいい

禁煙外来を
やっているところが
いい

同じ会社の
医療機器を
使えるところがいい

治療の継続ができる医療機関の中から、
患者さんの希望にあうところを探します
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あなたの病気の履歴や全身状態をよく知るかかりつけ医と、当院
の専門医の二人が主治医になります。そのため、専門医では分か
らない普段の患者さんの状態を踏まえた治療ができます。

当院の医師とかかりつけ医が同時に診療を行うことで、医師同士
のつながりもできます。普段は電話や手紙でのやりとりも、直接
顔を合わせることで関係が築けます。

かかりつけ医は患者さんの状態を入院中から把握することがで
きます。退院からかかりつけ医に戻るまで、スムーズに治療の継
続ができます。

二人主治医制

医師同士の
繋がり

情報共有

開放病床だからできること

開放病床

開放病床は、当院と連携をとっている地域のかかりつけ医と共同で診療でき

るように開放された病床のことです。入院中も日頃から知っているかかりつけ

医が来て診療を行うため、いつもと違った環境でも安心できます。

入院中もかかりつけ医が見守る

17



数字でみるくらちゅう

倉敷中央病院かかりつけ医

入院が
必要です

患者さんに説明
かかりつけ医と倉敷中央病院
の医師が一緒に指導します

開放病床について同意を
いただきます

入院決定 共同指導

※入院中、診療上の都合によりかかりつけ医が来られない場合もあります。
　その場合も入院中の経過を情報共有し、綿密な連携をとりますのでご安心ください。

倉敷中央病院へご入院と
なります

登録医：154名、137医療機関（2017年4月現在）※当院のホームページで確認できます。

登録医が当院に出向き、主治医と共同で診療された件数です。

35件 35件 27件

82件/年

147件/年

利用

共同指導

消化器内科 　　  小児科　　　　  呼吸器内科１ １ ３

22件 15件 15件
循環器内科 　　  消化器内科 　　 小児科１ ２ ２

2016年度
開放病床
実績

開放病床のご利用については、まずはかかりつけ医にご相談ください。

倉敷中央病院で開放病床を利用できる診療科は11科あります。
※病院によって開放病床の利用診療科は異なります。

開放病床に来られたかかりつけ医の声
●開業医という相談相手不在の孤独な立場を感じていましたが、
　(開放病床によって)倉敷中央病院の先生方との精神面の垣根が
　少し下がりました。 
●患者さんの入院中の経過もよく分かり、非常に勉強になります。

開放病床の利用が多い疾患には、消化管出血、肺炎、糖尿病、腎不全、心不全、川崎病、
前立腺・膀胱癌などがあります。

●消化器内科　　　●呼吸器内科　　　　●糖尿病内科　　●腎臓内科
●血液内科　　　　●内分泌代謝科　　　●神経内科　　　●リウマチ・膠原病科
●循環器内科　　　●小児科　　　　　　●泌尿器科

  開放病床利用の流れ

対象診療科

利用して良かった！
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薬局は薬を受け取る窓口、それだけではありません

患者さんのそれぞれの症状に合うように
処方されているたくさんのお薬の種類や量について
一緒に考えてくれます
服用後の気になる症状も薬剤師さんなら相談しやすいかも

そこに行けばいつもの顔が迎えてくれる
あなただけのかかりつけ薬局を持ちませんか？

薬　局
林源十郎商店記念室　Photo by  Mieko Moriwake



かかりつけ薬局（健康サポート薬局）

お薬に関して、疑問や不安を感じたとき、あなたは誰に相談しますか？

体調のことで何でも相談できるかかりつけ医のように、お薬について

気軽に相談できる身近なかかりつけ薬局を持ちましょう。

あなたの身近に、かかりつけ薬局

日頃の体調や生活を把握しているかかりつけの薬剤師がいる薬局
です。複数の医療機関のお薬をひとまとめに管理し、重複や残薬管
理、飲み合わせの確認をしてくれます。

医師の処方内容をチェックし、必要に応じて処方の提案をします。
調剤後も患者さんの状態を把握して、医師と情報を共有します。

患者さんがどんな薬をどのくらいの頻度で飲んでいるのか把握し
ているので、患者さん個人に合った薬の飲み方を一緒に考えて、工
夫してくれます。

安心

情報共有

個人に合った
服薬

だから頼れる、かかりつけ薬局

●●薬局
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検索岡山県薬剤師会

1
2

様

おくすり

＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊

朝 食 後 昼 食 後 夕 食 後

保険薬局を探そう！

　薬局までお薬を取りに行くことが難しい方のために、薬剤師が自
宅にお薬を届けてくれる薬局のことです。夜間・休日を含め24時間
対応し、効能や飲み方などを患者さんや家族に説明してくれます。

在宅可能薬局を知っていますか？

http://www.opa.or.jp/

　24時間相談できるかかりつけ薬剤師がいる薬局です。処方せんや市販薬、健康食品（サプリ
メント）の飲み合わせや、薬を飲んでも症状が改善しないときは、かかりつけ医と連絡を取って
受診を勧めてくれるなど、薬について気軽に相談できます。
また、ケアマネなどと連携し、地域での生活を薬の側面からサポートします。

健康サポート薬局が始まりました。

「在宅可能薬局」を選択
「地図から検索は
こちらから」を選択

お薬の一包化ってなに？

22

岡山県の薬剤師会ホームページで保険薬局の検索ができます。
在宅医療を支援してくれる在宅可能薬局も調べることができます。

　お薬の種類が多いと、どのタイミングで何を飲んだ
らいいか忘れてしまう…そんなことはありませんか？
　お薬の一包化は、１回に飲むお薬をまとめて一包
みにすることです。取り出す手間も省けますし、飲み
忘れも防ぐことができます。
　まずはかかりつけ医に相談してみましょう。直接か
かりつけ医に伝えにくい場合は、薬剤師からも確認を
とってくれます。



お薬手帳

病気の治療や日々の健康管理に欠かせないお薬。

でも、自分が飲んでいるお薬がどんな症状に効いているのか、他のお薬と

一緒に飲んでも大丈夫か、気になったことはありませんか？

健康を守るものだからこそ、きちんと管理しておきましょう。

あなただけの特別な一冊

薬剤でアレルギーや副作用を起こしたことがあれば、手帳に必ず記載し
ましょう。自身の備忘録としてだけでなく、医師や薬剤師の大切な情報源
になります。

災害時や事故などの緊急を要するときに、必要なお薬を正確に知るこ
とができます。いざというとき、困らないための備えが大切です。

お薬によっては、効果が同じだったり、一緒に服用すると副作用を起こ
す組み合わせがあります。市販のサプリメントなどを飲んでいる場合は
あわせて記録しておき、薬局の薬剤師に確認してもらいましょう。

履歴

備え

確認

私を守るお薬手帳

おくすり
手  帳
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薬局がもっと身近になる
薬局でお薬をもらうだけで帰ってしまっていませんか。実は、薬局にはできることがたくさんあ
るんです。意外と知らないお薬や薬剤師のこと、少しのぞいてみましょう。

みんくらムービー
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医療機関や薬局へ行ったときには、必ず医師
もしくは薬剤師へ提示しましょう。

履歴の管理が大切です。病院ごとにそれぞれの
お薬手帳を作らずに1冊にまとめましょう。

　処方されたお薬を飲み忘れてたくさん余っている・・・。そんなとき
は薬剤師に相談しましょう。お薬手帳の記録から飲み残したお薬（残
薬）を確認して、お薬の量を調整してくれます。
　また、かかりつけ薬局を持っておけば、お薬をまとめる一包化など
の相談がしやすくなります。

様

おくすり

＊＊＊＊＊＊
＊＊＊＊＊＊

「あれ？もらったお薬、全部飲めてる？」

昨日の夜に熱が出た、など体
調の経過をメモしておくと受診
時に備忘録になるよ。

新しく出た錠剤が大きくて飲
みにくいことを書いたわ。

飲んだら湿疹が出てしまった
薬の名前をメモしたわ。

お 薬 手 帳 の 使 い 方
まずはここから！基本はいつも持ち歩こう

自分でも手帳に書いてみよう！

節薬のお
話

お薬手帳活用法

おくすり手帳

おくすり手帳

おくすり手帳

アレルギー歴

副作用

処方内容
注意点

かかりつけ医

副作用を記録体調の記録として 伝えたいことをメモ

お薬手帳に書いてあること





午後の穏やかな日差し　窓の外に見える庭
今朝洗濯したお気に入りのシャツは　もう乾いているかもしれない

読みかけの本の続きが気になるけれど
もう少しだけまどろんでいようか

柱時計が午後２時を知らせる
そろそろかかりつけ医が訪ねてきてくれる時間だ

玄関のチャイムの音　扉が開くといつもの笑顔
先生、今日はとても気分がいいんですよ

家
Photo by  Takako Watanabe



在宅医療

医療を受ける場所は「病院」や「診療所」だけではありません。

もし、病院や診療所に行くのが難しい状態になったとき、かかりつけ医や

看護師に自宅に来てもらう「在宅医療」があります。

毎日の暮らしの中で治療を続ける

病院ではなく、住み慣れた自宅で過ごします。病院では決まったスケ
ジュールがあり、制約も多いですが、在宅医療では自分の時間を自由
に使うことができます。

訪問看護や介護サービスを組み合わせて、患者さん本人や家族の
負担を軽減できる仕組みがあります。

かかりつけ医が自宅まで訪ねてきてくれます。自宅での様子が分か
るので、今の日常生活やこれからどう過ごしていくかという希望、家
族のことも知ってもらいながら医療を受けることができます。

自由な時間

看護と介護

家が病室に

在宅医療は生活そのもの
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24時間体制で在宅医療を支えています

かかりつけ医が結ぶ医療と生活（介護）

在宅医療は生活そのもの
在宅医療は心落ち着く家での生活です。そこには患者さんや家族を支えるかかりつけ医の存在
があります。家で過ごす大切な時間のために･･･できるだけ早く伝えてください。

みんくらムービー
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 在宅医療にはかかりつけ医が必要です。その中でも24時間体制で連絡を受け、往診もしくは訪問

看護ステーションと連携して看護の対応ができる「在宅療養支援診療所」は、岡山県内で333件、倉

敷市では60件※１あります。倉敷市では、約2,100名※２の方が在宅医療をしています。

　在宅療養支援診療所の届出を行っていない医療機関でも、病状をよく把握してもらっていれば

訪問診療、往診の相談を受けてくれます。かかりつけ医に相談してみましょう。
※１：平成29年3月現在　※２：介護保険居宅サービス利用数より試算

　在宅医療で不安なのは、突然の病状変化です。そんなとき、いつでも連絡が取れて
対処法の指示がもらえること、必要であれば往診に来てもらえることが分かっていれ
ば安心です。かかりつけ医は医療・介護・看護を結び、在宅医療を支えています。

24
時間

安心

病　院

患者さん

診療所

診療所

訪問看護

ケアマネジャー

かかりつけ医

24
時間

24
時間



想いがあれば
まずは伝えてください。
想いがあれば
まずは伝えてください。

すぐそばに相談できる人がいます

29

・・・入院前から家に帰る準備は始まっています。

・・・かかりつけ医と人生を語れる関係を築いておきましょう。
　元気なときから頼れるかかりつけ医を持っておけば、あなたの全身状態をよく知るだけでなく、
あなたの想い、人生観、家族の考え方も受け止めてくれます。かかりつけ医も全く初めての人より
も、少しでも診ていた人の方が、いざというときに訪問診療を引き受けてくれます。かかりつけ医
は暮らしや家族を含めて「あなたという人間」を診てくれるのです。

　看取りの場合で、かかりつけ医が欲しいと考える時間は90日間です。
　これは患者さん本人は家で過ごせた充足感を得られる時間、家族は患者さんの願いを叶えられ
た、一緒に寄り添えたと感じられる時間です。かかりつけ医も患者さんと向き合い、関係を築くの
に必要な時間があります。
　患者さんが家で過ごした平均日数は23.7日。長い方で92日です。（当院の在宅緩和ケアパス2016年度実績より）

　入院中の方は、まずは主治医または看護師にご相談ください。病棟ごとに担当の医療ソーシャ
ルワーカーがいますので、在宅医療についてご説明します。家での暮らしで希望すること、不安に
思っていることをお話しください。患者さんと家族が納得でき、在宅医療をする意思が固まったら、
実現に向けて話し合いをします。退院後に安心して療養生活ができるよう情報を共有します。

「90日間」

かかりつけ医に自分を知ってもらう

・・・できるだけ家での時間を過ごせるよう、早めに伝えてください。

多職種で話し合い

入院中　・主治医　・看護師　・医療ソーシャルワーカー　

退院後　・かかりつけ医　・ケアマネジャー　・訪問看護ステーションのスタッフ　など



　本人も家族も頑張りすぎては疲れてしまいます。そんなときに使いたいのがレスパイトです。
レスパイトは休息、息抜きという意味です。

施設でのショートステイ(短期の宿泊)やデイサービス（日帰り通所）があります。患者さんを
施設でみてもらう間、家族は休養することができます。

患者さんの医療依存度が高い場合、レスパイトを目的とした入院を受け入れてくれる病院が
あります。期間はおおむね1～2週間という病院が多いようです。冠婚葬祭などの特別な用事
のほか、家族の旅行や休養などでも利用が可能な場合も増えてきました。

　在宅医療を始めるときに考えておきたいこと、それは最期の時間をどう過ごすかという
ことです。心に決めた場所があるなら、それが叶うように納得がいくまで家族やかかりつ
け医と話し合いましょう。病状がどのような経過をたどるのか、その時にどこに連絡するの
か決めておくことで、あなたも家族も同じ気持ちで最期の時間を大切に過ごすことができ
ます。

家族も息切れしないように

病院のバックアップ

・・・頑張り過ぎないことも大事です。

・・・かかりつけ医は病院との橋渡し役です。

介護では

医療では

かかりつけ医が必要と判断した場合に、入院を受け入れる体制を整えている病院です。定期
的にかかりつけ医と看護師、医療ソーシャルワーカーが話し合い、患者さんの療養状況、入院
状況の情報交換をして突然の入院にも対応できるようにしています。

在宅療養後方支援病院

入院の窓口は連携をとっているかかりつけ医やケアマネジャーです。
早めに相談しましょう。

　かかりつけ医は普段から病院と連携をとりながら患者さんを診ています。入院が必要になった
時は、病院の先生に連絡をしてくれます。かかりつけ医の情報があれば、病院側も受け入れがし
やすくなります。

最期の時を想う
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街に響き渡るサイレン
暗闇を照らす赤色灯

一秒でも早い救急車の到着を待っている人がいます

無関係だと思わないでほしい
私たちの救急医療を守れるのは私たち自身です

救急医療
Photo by  Mieko Moriwake



救急医療

この数字は、１カ月間で当院の救急外来を受診する患者さんの人数です。
当院は近隣の医療機関が対応困難な重篤な患者さんを受け入れる救命救急センターとし
て、地域の医療を支えています。一刻を争う一人でも多くの患者さんを救うために、病院同
士で日々協力しあっています。

※2016年度の平均人数

5050

自分で来院できる程度の軽症患者への対応低
緊急度

中
緊急度

高
緊急度

初 期  救急医療

入院治療や手術を必要とする患者、緊急性の高い
患者への対応

二 次  救急医療

二次救急で対応が困難な交通外傷や緊急手術・処
置の必要な命の危険がある患者さんを優先対応

三 次  救急医療

日常的な疾患

自分で来院・救急車による搬送　

ドクターヘリ・救急車による搬送

救命救急センター / 高度救命救急センター

病院群輪番制病院 / 救急告示病院　等

かかりつけ医 / 休日夜間急患センター / 在宅当番医 等

倉敷中央病院
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　救急救命士や医療従事者が参加し、救急搬送
から急性期治療、回復期の治療を経て自宅に戻
るまでの取り組みの事例を共有します。
　部分的な関わりを全体で共有することで、社
会復帰を目指した治療の実践を目指します。

～搬送・救命・回復・自宅
　治療から自宅への過程を共有する～

くらちゅうの救急医療連携

救命救急センターの取り組み

34

倉敷ERnet

晴れやかネットで情報共有

転院先の患者さんを訪問

　急性期での治療を終えた患者さんは、日常生活に
戻るために回復期リハビリ病院で治療を継続しま
す。転院時には、転院先の先生が晴れやかネットを
利用することで、当院で行った検査や診療記録を事
前に見ることができ、患者さんを受け入れる準備を
整えます。

　患者さんの治療にあたった当院のスタッフは、転
院した後やその後の様子が気になります。
　当院の医師や医療ソーシャルワーカーが転院先
へ直接伺い、元気に回復へと向かう患者さんにお会
いしています。久しぶりの再会に思わず笑顔がこぼ
れます。

地域の医療機関からの受入れ

晴れやかネット　P.51

　医療機関からの紹介が1カ月に506件 あり、その
うち病院からは231件(46％)になります。
　二次救急の病院が一度受け入れたけれども対応
困難と判断した重症患者さんを受けることも行い、
街全体の救急医療を支えています。
※2016年度平均

※



わたしたちにできること

本当に必要な人が救急医療を受けるために

こんな理由で救急受診、あなたはどう思う？

1分1秒を争う重症な人が救急医療を受けられなくなるかも！
あなたや、あなたの大切な人がそうならないよう、一緒に考えてほしい・・・

平日日中は仕事が休めな
いし、夜でも空いてるから
救急でいいや！

救命救急センターは24
時間いつでも便利なコ
ンビニではありません。

救急に行けば早く診て
もらえるわけではあり
ません。重症患者さん
が優先されます。

かかりつけ医をもっ
ておけば、ちょっと
した心配なことも相
談できます。

予約もないし、きっと待たさ
れるから救急に行って早く
診てもらおう。

ちょっと食欲がないな。
せっかく行くなら大きい
病院の方が安心だ！

救急を受診する前に
普段からできることをチェック！

これでいいの？ これでいいの？ これでいいの？

かかりつけ医を持つ

健康管理をする

急病時の相談先を確認する

いつもの体調を知っている先生なら、少しの変化にも気付きやすい。
緊急の対応が必要であれば救急センターへ案内してくれます。

定期的な健康診断を受けて、自分の身体の状態をチェックしておきま
しょう。症状がなくても、異常がないかどうか診てもらうことが大事です。

急病時に備えて、休日夜間急患センターや休日当番医を確認しておくと
安心です。また、岡山県には小児救急の相談窓口も設置されています。

岡山県小児救急医療電話相談　P.36
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#8000
※平成29年4月3日から固定電話番号が変更になりました。
※電話が混み合ってつながりにくい場合が予測されますが、あらかじめご了承ください。
※＃8000は携帯電話・ＮＴＴのプッシュ回線からご利用いただけます。
　ＮＴＴ電話でもダイヤル回線や、ＩＰ電話の場合は、086-801-0018をご利用ください。
※小児救急医療電話相談は47都道府県すべてで実施されています。深夜も実施されている県は
　限られています。

県内にお住まいのおおむね１５歳以下のお子さん、およびその保護者の方

　土曜、日曜、祝日および年末年始（12月29日から1月3日）

　18:00～翌朝８:00

　平日（平日の月曜から金曜まで）

　19:00～翌朝８:00
　　　　　　　　　　　　　

または086-801-0018

※この事業は電話相談ですので、診察や指示等の医療行為は行いません。

　お子さんの夜間の急な発熱、けいれんなど具合が悪くなった際の
保護者等の不安や、症状への対応方法などについて看護師等が電話
でご相談に応じます。
　また、医療機関への受診について適切なアドバイスを行います。

相談日時

対  象  者

岡山県小児救急医療電話相談

こんなときに使おう！

休日・深夜の急な体調不良のとき
病院に行くべき症状か、判断がつかないとき
旅先で具合が悪くなり、どうすべきか困ったとき

36





病気やけがをした時に頼れる存在
いつでも診てくれるという安心
当たり前のことだと思ってはいませんか？

いつ誰にでもその安心を感じてもらえるように
みんなの見えないところで
たくさんの病院や施設が協力しあっているのです

だから　この街に住むみんなに知っていてほしい
街の病院のこと

病　院
Photo by  Mieko Moriwake



重症な患者さんの、救
急医療、入院、専門的・
集中的治療をします。

入院・手術・専門的治療
自宅へ帰る準備期間

先生とは顔なじみ

× × ＝24時間 365日
救急医療

手術
専門的な検査

先進医療
の提供

くらちゅうは

です
急性期病院

急性期病院
患者さんの身近な相
談役で、日常の体調管
理を行います。

かかりつけ医

日常生活へ復帰するため
に療養・リハビリを行いま
す。

回復期・リハビリ病院

普段通うのは
かかりつけ医

医療機関と上手に付き合う

病気やケガをした時、治療、リハビリのために病院を移ることは珍しいことで
はありません。患者さんの身体の状態に合わせて最適なタイミングで医療が
受けられるよう、その違いを知っておきましょう。

転院の仕組みを知ろう！

倉敷中央病院はどんな病院？
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医療機関との上手な付き合い方を考えよう
急な症状に見舞われたとき、どんな病院に行けばいいのでしょうか。
救急受診のコツや、みなさんに知って欲しい転院する前のお話を動画で見てみましょう。

みんくらムービー

ステップ 2

ステップ 3

40

専門医がいる急性期病院での手術。入
院中は安静にして、病気の状態も徐々
に落ち着いてきました。

一つの病院にずっと入院することが必ずしも良いとは限りません。
リハビリや療養でしっかりサポートしてくれる病院の方が
身体の機能回復に向けた時間をたくさんとることができるんですよ。

　病院はそれぞれの特徴を生かし協力することで、患者さんの自宅復帰の
目標をサポートします。急性期病院からリハビリ病院、そしてかかりつけ医へ。 
 患者さんの状態に合った医療機関への転院は、自宅へ帰って普段の暮らしに
近づくための大事なステップなのです。

急性期病院

～日常生活に近づくための3つのステップ～

たくさんリハビリができるように病院
を移ります。少しずつ身体を動かしな
がら、自宅への退院に向けて調子を整
えていきましょう。

無事に退院できたら、定期的にかかり
つけ医を受診しましょう。お薬をもらっ
たり経過を診てもらいながら、病気予防
にも努めます。

かかりつけ医

回復期・維持期の病院

まずは治療に集中

家に帰るための準備期間

体調管理や病気予防の継続

ステップ 1

転院は自宅復帰への近道！

もしも病気で入院したら・・・



数字でみる
くらちゅう
地域の医療機関と連携するくらちゅうの一年間の活動を
数字でご紹介します。

2016 年度

紹介件数
かかりつけ医や
地域の病院から当院への

45,031件（約3,750人／月）

かかりつけ医や地域の病院に通院中の患者さんが、専門的な治療や検
査、入院が必要になり、当院へ紹介された件数です。

当院からかかりつけ医や
地域の病院への

逆紹介件数

42,277件（約3,500人／月）

当院での治療が終わり、病状が安定した時に、かかりつけ医や地域の
病院にその後の療養をお願いした件数です。

救急搬送受入件数

救急搬送後入院患者数

件5,036
（約420人／月）

救急搬送された患者さんのうち、入院になった件数です。
救急搬送数全体の 50.7％を占めています。
ドクターカーやドクターヘリも含まれます。

9,924 件
（約827人／月）

直近 2年では年間約 10,000 件を受け入れています。
倉敷市を中心とした岡山県南西部地域から広く受け入れ、地域の医療に貢献しています。

救急搬送受入れお断り件数

1,195 件
（約99.6人／月）

当院で救急搬送の受入れをやむをえずお断りした件数です。
理由は、処置室満床、重症患者さんの処置中、手術中などです。

※当院で対応できない場合でも近隣の病院に受入れをお願いできるように、
　日頃からこの街全体で助け合う関係を構築しています。
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地域の病院・診療所で、病状に応じて必要な治療を役割分担しながら

患者さんを診ていくことが、現在の医療のかたちです。

安心して切れ目のない医療を受けられる仕組みがあります。

つながる医療のかたち

地域連携パス

在宅医療は生活そのもの地域連携パスでできること

目標に向かって何をすれば良いのか具体的な治療スケジュールを記
載しているので、患者さん自身も取り組みやすくなります。

地域連携パスを通じて、当院の医師とかかりつけ医の先生同士で患
者さんの日常の様子が把握でき、情報を共有できます。

長期的な治療の流れが分かる地域連携パスは転院後、
そしてかかりつけ医への通院まで治療の継続に役立ちます。

治療に参加

情報共有

治療の継続
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もっと知りたい

地 域 連 携 パ ス

診療手帳は必ず持参しよう

　当院での急性期の治療が終わり、回復期の病院
を経て早期に自宅へ帰れるよう、それぞれの医療
機関の先生同士をつなぐのが地域連携パスです。
　地域連携パスは疾患ごとに診療手帳がありま
す。診療手帳を元に、どの医療機関でどんな治療を
受けるのか確認できるので、治療の流れが分かり、
日々の体調管理もしやすくなります。

治療の
継続

治療に
参加

情報共有

診療手帳に書かれていること

● かかりつけ医や当院での治療の流れ

● 普段の体調や治療経過の記録

● 各疾患ごとの説明、生活する上で

　 気をつけること

一方向型 （リハビリ型）

双方向型 （循環型）

かかりつけ
の先生

くらちゅう
の先生

患者さん

急性期病院で手術後、回復期リハビリ病
院、かかりつけ医で十分なリハビリを行っ
て自宅退院を目指します。

当院で手術を受けた後、かかりつけ医と連
携して定期的に診察、投薬、検査を行いな
がら経過を見ていきます。

疾患別に２つの流れ

診療
手帳

　診療手帳には、病院ごとの治療計画と合わせて、患
者さんが記載する自身の体調記録や、医師からのア
ドバイスも含まれています。
医師が患者さんの様子を知
ることができる大切なもの
なので、診察時には必ず持
参しましょう。



疾患別一方向型 診療手帳

一方向型(リハビリ型) 双方向型(循環型)

自宅退院をめざして

定期的に受診

急性期病院での手術・治療から、自宅退院へ向けたリハビリを 体調管理の記録をつけて、定期的に医療機関を受診し、再発防止、再発の早期発見へ

治療内容・目標がわかる

手術

自宅
療養リハビリ 再発防止診療

手帳
診療
手帳

急性期病院 かかりつけ医 かかりつけ医
回復期

リハビリ病院

　状態が落ち着いた段階で早期にリハビリを始め
ることが、日常生活へ戻るための重要なポイントに
なります。地域連携パスに沿って急性期病院で手術
後、できるだけ早く回復期リハビリ病院でリハビリ
に専念していただき、最終的に自宅退院を目指しま
す。

再発の防止・早期発見

安心して治療に専念

　倉敷中央病院（急性期病院）で手術を行い、その
後当院とかかりつけ医で術後５年（疾患により異
なる）をめどに計画的に治療、再発防止の管理を行
います。倉敷中央病院ではCT検査・エコー検査など
を定期的に行い、日常の健康状態はかかりつけ医
に診てもらいます。　

　地域連携パスで当院主治医とかかりつけ医が患
者さんの情報を共有します。普段の体調や先生に
質問したいことなどを記録して、診療手帳を活用し
ましょう。患者さんは質の高い医療を受けることが
でき、安心して治療に専念できます。

急性期病院

脳卒中 大腿骨頚部骨折 心不全 胃がん・大腸がん 肺がん 乳がん 肝がん 急性心筋梗塞糖尿病

診察
検査
投薬

CT
検査他

診療
手帳

診療
手帳

診療
手帳

診療
手帳

転院時には

お忘れなく！

セルフチェックを

毎日頑張ってます

自宅退院までの流れがわかる 体調や質問を記録できる

診療
手帳
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　患者さんやご家族は治療期間の目安を把握できるので、自宅退院への流れが分かります。また、
医療機関ごとに受ける治療やリハビリの具体的な内容もひと目で分かるようになっています。
　転院により診察する先生は変わっても、医療機関同士一貫した治療計画を共有することで、標準
化された安心できる医療を受けられます。

疾患別双方向型 診療手帳
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暮らしの中に地域連携パス

　地域連携パスは治療の場面だけでなく、あなた
の暮らしの中でも活用できます。
　長期的に治療の計画が分かるので、かかりつけ
医と相談して、ちょっとした旅行に出かける予定も立
てやすくなります。そのためには普段の体調や気に
なることを地域連携パスに書いておくと、相談もし
やすいですね。
　普段の暮らしをできるだけそのままに、地域連携
パスはあなたの暮らしを助けてくれます。

もっと知りたい、地域連携パス　
～暮らしの中にとけこむ治療～　

まずは外来受診時に、主治医・看護師へご相談下さい。

お気軽に
ご相談ください

すでに利用しているが、活用方法が
分からない方

一度利用していたが、中断してしまった方

まだ利用したことがなく、詳しく聞きたい方
（疾患や重症度により、対象外となる場合があります）

暮らし×治療

今まで続けていた趣味、こ
れから新しく始めたいこと
の計画が立てられるわ！

生活に目標を
次回、かかりつけ医に行くの
は２週間後だね。１泊２日
の家族旅行をしよう。

旅行の計画

安心して出かけられるよう
に体調を記録して、かかりつ
け医に早めに相談しよう。

お出かけ前の
体調管理

4 月
日　月　火　水　木　金　土
　　１　２　３　４　５　６
７　８　９　10　11　12　13
14　15　16　17　18　19　20
21　22　23　24　25　26　27
28　29　30



当院で手術後、外来通院で計画的に治療・再発防止の管理を連携して行う地域のかかりつけ医の件数

（2017年1月現在）

（2017年1月現在）

一方向型

一方向型

地域連携パスの利用者件数

県内の疾患別連携医療機関数（主要エリア別）

双方向型

大腿骨
頚部骨折
脳卒中

心不全

2014年
2015年
2016年

2014年
2015年
2016年

双方向型
倉敷 岡山 総社 笠岡 浅口 新見 高梁 玉野 井原 津山 赤磐 備前 その他 連携数

100 84 20 10 11 7 9 10 0 9 6 5 45 314

144 100 25 12 13 10 10 11 11 11 7 6 66 426

128 100 24 12 12 10 10 12 0 9 8 6 60 391

乳がん

肝がん

429146 102 24 14 8 6 6315 11 10 12 9 9

疾患

胃がん

大腸がん

倉敷 岡山 総社 笠岡 浅口 新見 高梁 玉野 井原 津山 赤磐 備前 その他 連携数

17 2 4 1 2 2 2 2 1 0 0 0 2 35

14 2 3 0 1 1 2 0 1 0 0 0 1 25

大腿骨頚部骨折

疾患

肺がん

脳卒中

195

201

61

145

410

61

54

0 100 200 300 400 500

0 500 1000 1500

胃がん

大腸がん

肺がん

乳がん

肝がん

糖尿病

急性心筋梗塞

地 域 連 携 パ ス 利 用 実 績
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当院で手術をした後、転院してリハビリをするために連携している回復期・リハビリ病院等の件数

61

387

1201



〒716-0033　岡山県高梁市南町53番地
0866-22-3636 0866-22-0536

http://seiryoukai.jp/takahashi/
FAX

医療法人　清梁会

高梁中央病院

社会福祉法人　旭川荘

高梁市川上診療所

〒716-0201　高梁市川上町地頭2340番地
0866-48-4188 0866-48-3100 

http://www.asahigawasou.or.jp/kawakami_medical/
FAX

連 携 医 療 機 関 の 紹 介 　「自宅で過ごしたい…」「地元へ帰りたい…」
そんな患者さんの思いを叶えるために、医療機関では患者さんや家族を支えるためのサポートに日々尽力
しています。患者さんが安心して日常生活へ戻れるよう、各医療機関は日頃から密な連携をとりあい、協力
しています。今回は高梁エリアの連携医療機関をご紹介します。第 5弾  高梁編
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　見つめているのは命、未来。の言葉を胸に、地域に寄り
添い、愛される病院をめざし、高梁中央病院は地域の中核
病院として幅広いニーズに対応できるよう日々努力してお
ります。
　標榜診療科は 27 診療科、入院病床数は 192 床（一般病床
42 床、地域包括ケア病床 42 床、障害者等一般病床 32 床、
医療療養病床 44 床、介護療養型病床 32 床）です。腹腔鏡手
術をはじめとする外科治療にも力を注いでおり、血液透析
センター（35 床）、内視鏡センター、リハビリセンターも
充実しております。
　救急医療から急性期医療、慢性期医療までの幅広い体制
を整え、安心して住み慣れた地域で療養生活をおくれるよ
う周辺施設とも連携しております。

　高梁市川上診療所は、高梁市西部の中山間地域にある在
宅療養支援診療所です。
　医科、歯科の外来診療と訪問診療、訪問看護により在宅
医療の充実を図り、専門病院との連携を図り、安心と継続
的な医療の提供を行っています。
　地域のかかりつけ医として医療と生活を支え、在宅医療
コーディネーターが窓口となりご家族や多職種、地域連携
室との細やかな調整、提案を行い迅速な対応、退院後の早
期訪問を行っています。住み慣れた地域で最期まで穏やか
に過ごしたい、という希望に応えるため在宅緩和ケアにも
積極的に取り組んでいます。〒716-0028　岡山県高梁市柿木町24

0866-22-5155 0866-22-1535
http://www.oosugi-hospital.or.jp/

FAX

医療法人　慶真会

大杉病院
　備中松山城に代表される町高梁で、地域の皆様に信頼さ
れる病院を目指し創立 80 周年を迎えました。さまざまな
患者様に医療を提供できるように、急性期医療を担う一般
病床、リハビリや自宅での療養準備をするための地域包括
ケア病床、長期療養が可能な療養病床があります。
　医療連携では「地元に帰りたい、安心して自宅に帰りたい」
思いに応えられるよう早期に受け入れ、退院後の生活への
不安を軽減できるよう努めています。また、退院後も通所・
訪問リハビリ等の提供もしています。これからも患者様と
の出会いを大切に、笑顔をモットーで日々努力していきま
す。

高梁中央病院
大杉病院
高梁市国民健康保険成羽病院
川上診療所

1
2
3
4

倉敷中央病院倉敷中央病院

高梁市高梁市
13

４

2

〒716-0111 　高梁市成羽町下原301
0866-42-3111 0866-42-2970

http://city.takahashi.okayama.jp/site/
nariwahospital/

FAX

高梁市国民健康保険
成羽病院

　成羽病院は昭和 29 年に成羽町立病院として開設され、平
成 16 年には高梁市立病院となり、へき地医療拠点病院とし
て地域の医療を担っています。地域に必要とされる急性期
から慢性期に至る幅広い医療を行っています。
　特徴として、吹屋、湯野、田原、備中、平川の 5 つのへ
き地診療所を附属診療所として運営していることが挙げら
れます。各診療所には病院と同一の電子カルテの端末を置
き診療しており、地域の方に安心を提供できるように努力
しています。
　少子高齢化の先進地域ですが、住み慣れた場所で生き生
きと暮らしていただくため、倉敷中央病院のように高度急
性期医療を担う病院と密な連携をとりつつ地域の皆さまに
親しまれ、信頼される病院を目指していきたいと思います。



かかりつけ医

リハビリ病院

急性期病院介護・福祉施設

薬局

開 示

開示内容

閲 覧51
12,548

426

● 患者基本情報　　● 病名　　● 処方
● 文書（退院時 / 看護要約等）　
● 各種検査結果　　● 注射　　● 画像　など

施設

全登録患者 名 /県内
3,561倉敷中央病院における開示件数 件 /2013 年－2016 年

施設

※開示内容は開示施設により異なります。

2017 年 1月現在

晴れやかネット

｢晴れやかネット｣は、医療機関が持っている診療情報をネットワークによって

複数の医療機関で共有できる仕組みです。病状が変化し、いつもと違う医療機

関へかかったときも、今までの経過をふまえた診療を受けることができます。

患者さんの状態を地域全体で把握する
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「マイカルテ」で自分も情報管理ができます

晴れやかネットの利用に興味をお持ちの方は、まずは主治医にご相談ください。

倉敷中央病院での以下の情報を、自分でＵＳＢメモリに保存する事ができるシステムです。

晴 れ や か ネットの 活 用

Case 当院からかかりつけ医へ戻るとき

Case

Case

　大きな病院で詳しく検査してもらったとき、
患者さんからかかりつけ医へきちんと説明す
るのって難しいし、少し不安ですよね。そんな
時は、晴れやかネットを使ってかかりつけ医
に検査結果を見てもらいましょう。先生も的
確にアドバイスしてくれます。

　転院先でも切れ目なく患者さんを診ていく
ためには、前の医療機関での診療記録をしっ
かり把握しておかなければいけません。転院
先の主治医は、以前の入院中の経過も詳しく
確認できて、安心して一緒にリハビリを続け
ていけますね。

　受診したことがない医療機関だと、何も情
報がない状態から患者さんを診察しなくては
いけません。晴れやかネットを使えば、倉敷
中央病院の医師がスピーディにかかりつけ
の医療機関の情報を見ることができ、診療に
役立てることができます。

かかりつけ医に倉敷中央病院での最新情報を知ってもらい、
日常診療の参考にしてもらう事もできます。

保存用パソコン設置場所はコチラ→医療情報の庭（開室9：00～16：00）

●基本情報　　●注射歴　　　　●アレルギー情報　　●食事履歴　　
●処方歴　　　●入院歴　　　　●外来受診歴　　　   ●検体検査情報
※2011年5月以降、倉敷中央病院、倉敷リバーサイド病院、総合保健管理センターの情報を保存します

地域の医療機関へ転院するとき

受診歴のない患者さんが救急搬送されたとき

倉敷中央病院地域の医療機関

ご自分での病歴管理や、旅先での「もしも」にも役立ちます。

倉敷中央病院
リハビリ病院

1

2

3

こんなときに役に立つ！

かかりつけ医倉敷中央病院
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セカンドオピニオンは、医療機関・主治医を変えることではありません。
現在の主治医の診断や治療方針について、他医療機関の医師の意見を参考にして、
もう一度現在の主治医と今後の治療について話し合うための仕組みです。

お話だけします 自費となります

他院でのセカンドオピニオンを希望される場合は、
主治医までお気軽にお申し出ください。

患者さんの病状を最も理解しているのは、現在の主治医です。
セカンドオピニオン受診の前に、まずは主治医としっかり話し合いましょう。
※他の医療機関にセカンドオピニオンを求めることにより、患者さんの不利益になることはありません。

こんなとき、ご相談ください

セカンドオピニオンについて

まずは必ず主治医に相談を

相談

再検討

申込

受付

意見をききたい
他の医療機関の専門医に
意見をききたいとき

診察や検査はしません 保険証は使えません

不安を感じる
現在の治療方法に不安を
感じるとき

決心できない
治療方針に同意を求められ
ているが決心できないとき

納得いかない
病状や治療経過の説明に
納得がいかないとき その他、何か不安なことがあれば主治医、担当看護師

または、がん相談支援センター（P.55参照）にお気軽にご相談ください。

他院入院中・通院中の患者さんで、
倉敷中央病院のセカンドオピニオンを
希望される場合

倉敷中央病院入院中・通院中の
患者さんで、他院のセカンドオピニオンを
希望される場合

倉敷中央病院の場合

 ３０分未満　１０，８００円（税込み）
 ３０分以上　２１，６００円（税込み）   ※最長１時間まで
※保険が使えませんので、通常の診察よりも費用がかかります。

内科（消化器内科、呼吸器内科、血液内科）・小児科・外科
呼吸器外科・整形外科・眼科・臨床腫瘍外来
※その他の診療科については、各科医師に対応の可否を確認し、お返事いたします。

通常の診察予約の方法と異なります。

主治医からの紹介状が必要です。

当院での検査、治療をご希望の場合は、セカンドオピニオン外来の対象になりません。

完全予約制
※事前にホームページから申込み用紙を入手してFAXにてお申し込みください。

まず、現在の主治医にセカンドオピニオンの希望を伝え、
紹介状を用意してもらって下さい。

※お申込みから相談日まで、７～１０日程度の日数がかかります。

料　金

対象科

予　約
検索倉敷中央病院　セカンドオピニオン

１

４

２

３

主治医 患者さん・ご家族 他医療機関

セカンドオピニオン外来

＊＊＊＊
＊＊＊＊

＊

＊＊＊＊

＊＊＊＊

＊＊＊＊
＊＊＊＊

＊

＊＊＊＊
＊＊＊＊

＊

＊＊＊＊
＊＊＊＊

＊

＊＊＊＊
＊＊＊＊

＊

**  **
健 康 保 険 証

被保険者証

健康保険

氏名　　　　　　＊＊＊＊＊
生年月日　　　　＊＊＊＊＊＊＊
資格取得年月日　＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

00000000

倉敷中央病院

他 院

情報提供に協力します

他 院

倉敷中央病院
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がん相談支援センター相談する

　当院では、がんでお悩みの患者さんや家族の方が安心してご相談いただけ
る窓口「がん相談支援センター」を設置しています。
　がんに関する不安や悩み、誰にも打ち明けられない気持ち、病気に対する
疑問などに対し、看護師や医療ソーシャルワーカーが相談をお受けしていま
す。どこに相談したらよいか分からないとき、療養上の支援が必要なときなど、
お気軽にご相談ください。
　また、がんに関する資料も多数用意しておりますので、お声かけください。

当院は、岡山県の推薦に基づき、厚生労働大臣より岡山県の地域がん診療連携拠点
病院に指定されています。ここではがんに関する取り組みを紹介しています。
ひとりで悩まずに、まずは相談してみませんか？

相談日時

連絡方法

相談時間

月曜日～土曜日（休日を除く）

      電話　086-422-5063　(医療福祉相談室直通)

30分　相談料：無料
※電話でのご相談、直接ご来院でのご相談、いずれも可能です。

がん相談支援センターのご案内

※がん相談支援センターへご来室される方は、

　1-65窓口(総合相談・地域医療・入退院支援センター)へお声かけください。

9:00～17:00（土曜日は13：00まで）

　抗がん剤治療で通院中の患者さんやそのご家族
が自由に語り合える場にしたいと思い、外来化学療
法センターに設置している常設サロンです。
　がんにかかわる様々な資料を置いており、治療や
療養生活に役立つ情報を見つけられると思います。
　がん情報の検索用にパソコンも１台設置してお
り、インターネットをご利用いただけます。

 常設サロン「アイビースマイル」語らう

調べる
がんに関する取り組み

検索倉敷中央病院　のぞみ会

　年に1回（2月）、市民の皆さんにがん
について知ってもらいたいという思い
で、当院の医師による講演を開催してい
ます。

【過去の講演内容】

第11回　「子宮頸がんについてのお話」
第10回　「意外と知らない大腸（がん）の話」
第９回　 「脂肪肝がガンになるって、本当？」

市民公開講座の様子

ご案内チラシ

市民公開講座講　座

医療情報の庭

９:００～１６:００（ 月～金）

　院内にある医療に関する図書・雑誌等の資料を閲覧
できる図書室です。インターネットを利用して、医療・健
康に関する情報検索もできます。また、病気や検査など
のわかりやすい説明パンフレットもご用意しており、ご
自由にお持ち帰りいただけます。

医療情報の庭

※開催日時、場所についてはホームページや院内掲示にて
　ご確認ください。

　当院の患者さんやご家族が自由
に参加できる定例会「がんサロン」
を2カ月に1回、当院で開催してい
ます。
　医療者からのミニレクチャーに
加え、患者さんの体験や治療の話
を皆さんで共有できます。日々の治
療を忘れ、ホッとできる時間をお過
ごしください。

●８月　がんと栄養 
　　　　～食べられないときの工夫～
●10月　相談窓口のあれこれ
●12月　ひとりより、ふたりの主治医が
　　　　いい
　　　　～かかりつけ医とくらちゅう～

偶数月の第３木曜日 
10：00～11：30

がんサロン「のぞみ会」定例会

平成29年度
ミニレクチャー開催予定

開催日時

医 療 情 報 の 庭
開 館 時 間

55 56



病院での治療が終わったから

家へ帰ろう

見慣れた診療所の屋根が近づいてきた

この街にはかかりつけ医、病院の先生、ケアマネジャー･･･

治療と暮らしをつなぐ人たちがいる

やっぱり、ここが好きだ

病院での治療が終わったから

家へ帰ろう

見慣れた診療所の屋根が近づいてきた

この街にはかかりつけ医、病院の先生、ケアマネジャー･･･

治療と暮らしをつなぐ人たちがいる

やっぱり、ここが好きだ



お問い合わせ先

倉敷中央病院　地域医療連携室　TEL：086-422-5024（直通）

発行年月日：平成 29年 6月 1日

「みんなのくらちゅう」へのご意見・ご感想をお聞かせください。

　当院には毎日 3000 人近い方が来

られます。正面玄関からのロビーの左

手には「総合案内」があり、その手前、

左奥には、「総合相談・地域医療セン

ター」もあります。

　受診された皆さんに優しい病院であ

り続けたいと思います。
温かみのある高橋先生の水彩画は、
初代「みんなのくらちゅう」から歴
代の表紙を飾っています。

産婦人科医師 顧問

高橋　晃　先生

表紙に込めたメッセージ
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