数

22,036 世帯
出

資

口

数

92,680 口

再生紙を使用しています。

No. 347

63 世帯
12・1月の新規加入

12・1月の増資口数 1,165 口

査をしています︒今後︑もう少
ばなりませんが︑どこに異常が

しい部分は内視鏡を使わなけれ

新大田病院開設から１年
２０１１年３ 月に新大田病
し増やしていきたいと考えてい
あるのかを診る検査としてＭＲ

前進した大田病院
田村直院長 インタビュー

院が全館完成し１年が経ちまし
ます︒

割などをお聞きしました︒今月

事業︑これからの大田病院の役

と︑東京ルール︑無料低額診療

ならなかったのが︑自分のとこ

病院を紹介して検査しなければ

くなりました︒今までは︑他の

系と整形外科の診療がやりやす

ＭＲＩがあることで︑脳神経

に更新していくことを考えてい

用しているものですが︑計画的

その他の機器は︑以前から使

なおし

た︒田村 直 院長に新病院のこ

号と来月号の２回にわたって掲

平等﹂を基本にしてきましたが︑

領にある﹁断らない︑いのちは

っていた救急医療は︑民医連綱

田村 大田病院がこれまで行

変わったのでしょうか？

病院になって︑どんな点が

││ ﹁東京ルール﹂の幹事

なかなか見つからないことがあ

らわなければならないときに︑

れてきて︑整形の医師に診ても

くないのです︒救急車で搬送さ

当直していることはそんなに多

合︑どこの病院も整形の医師が

間や休日に搬送されてくる場

の分野が一番多いのですが︑夜

と較べて高そうに見える公務員

ほしい︒それについては一般

消費税も上げさせて

ら社会保障を見直し

国の財政が大変だか

ちだしてきました︒

障の一体改革﹂を打

政府は﹁税と社会保

を 人減らす︑だから消費税の

自らの身を削るために比例代表

東京ルールの幹事病院になっ

こうした状況の中で︑ある病

の給与を削減する︑国会議員も

院では︑外科の中でも︑整形の

りました︒

い救急車を受け入れることにな

て︑とにかく搬送先の決まらな

りました︒１ヵ月の台数は 〜

いままでも断らないで受け入

そうすると︑東京ルールになっ

れるようになってきたのです︒

とこの日︑というのを送ってく

医師が当直しているのはこの日

しています︒かつて大田区をは

改革を後押しする報道をくり返

改革です▼新聞︑テレビもこの

値上げを認めてほしい︒こんな

て済みます︒

Ｉは︑患者さんの負担が少なく

載します︒

れていたので︑そんなに変わら

台増えました︒

ないのではないかと思われます

かなければなりません︒
げでできるようになりました︒

ろでできる︑とくに入院患者さ

患者さんとのやりとりを通じ

││＊││＊││＊││

今年度︑研修医３人・既卒の

んで︑ＭＲＩ検査のためだけに
他の病院に行っていただかなけ

新しい病院になって前
ればならなかった方もいました

││
進した医療内容を紹介して

医 師 体 制

ください︒

された時﹁お役人はお茶ばかり

じめ自治体の職員が大量に削減

の病院には整形外科の医師が当

した︒学校の先生︑保育園の先

て︑
﹁いいですよ︒受けますよ﹂

ても︑この日だったら︑あそこ
ながっています︒

生︑お巡りさん︑お役所の職員︑

飲んで仕事をしていない﹂こん

％ぐらいだったのが︑今は

るようになりました︒そういう

誰もお茶ばっかり飲んでいない

なキャンペーンがふりまかれま

が増えました︒救急要請があっ

ラン医師が１人入りました︒外

患者さんの立場に

術を教えてくれるので︑手術の

科ではその医師がいろいろな技

つできるようになりました︒

直しているから︑そこに行って

て︑他の医療機関との連携につ

になったのは良かったです︒

早期診断が可能に

〜 ％くらい受けています︒そ

れでも１割弱は受けきれなくて
断らざるを得ません︒

のに︑国民の多くが自分と較べ

す︒大田区では︑大田病院に回

できる環境をつくるのが理想で

ることで︑３６５日リハビリが

けなければならない︒そういっ

したが︑東京ルールでもっと受

す︒いままでもがんばってきま

意識も変わったところもありま

救急を担当している医師の

何回という形で入ります︒

３６５日︒他の輪番病院が月に

が︑大田病院は幹事病院なので

院で毎日受け持っているのです

東京ルールの当番は２つの病

実は仲間同士であるのに﹁お茶

たのです︒住民も現場の職員も

住民サービスも削られてしまっ

す︒その結果︑職員が減った分︑

級だと思いこんでしまったので

て公務員は楽をしている特権階

復期リハビリテーション病棟が

幹事病院として

の現状は？

できる前は︑牧田総合病院に

期リハビリテーション病棟
田村 回復期リハビリテーシ

問題点を出し合って

情報の公開ややりとりが少しず

診てもらおうということができ

研修医２人︑ 月に外科のベテ

患者さんにとって療養環境が
格段に良くなっていると思いま

スピードアップや︑安全性を高

今︑リハビリは３６５ 日リ

す︒個室は今の新築の病院から
具体的には︑脳神経系でいう

ハビリが主流になりつつある

たった環境づくり

すると少ないのですが︑４人部

体制が強化されたことで︑手

めることにつながっています︒

ので︑もう少しスタッフを増や

と︑発症早期の脳卒中の診断が

術の需要にも応えられるように

できるようになりました︒ＣＴ
では脳卒中の１日目は変化が出

なりました︒

屋が主になり一つひとつのベッ
私たちにとっては︑患者さん

ないのですが︑ＭＲＩでは発症

││

ドまわりが広くなりました︒
の移動やベッドサイドでの処置

るのがわかるので︑早期診断が

して何時間後かには影が出てい

ョン病棟は 床で︑主に他の病

いましたが︑電動ベッドになっ

脳卒中が起こって３時間以内に

解療法を積極的に行っていて︑

人︒リハビリに３〜６ヵ月かか

け入れています︒月に入院が

そこでの治療が終わった方を受

院で脳卒中などの手術をして︑

可能になりました︒
大田区のＭＲＩのある病院で

たので上げ下げが簡単にできる

いった治療をすると︑まったく

診断して︑場合によってはそう

チャーに乗せてからでないと移

は︑脳卒中の超急性期の血栓溶

ようになりました︒

少ないので︑地方から参入して

復期リハビリテーション病棟が

東京は他の地域に比べて︑回

加している病院が集まって会議

４ヵ月に１回︑東京ルールに参

問題点はいったい何なのかを︑

た状況を集計して︑２次救急の

日もあるのですが︑そういうカ

しか東京ルールの当番がいない

い日があって︑何日か大田病院

１ヵ月のうちで全部埋まらな

は︑常に ％の庶民の側に対立

昔から１％の権力の側にある者

わされてしまったのです▼古い

ばっかり﹂のキャンペーンに惑

ても︑普段の仕事が忙しい中で

２次救急はどんな病院にとっ

入れてもいいですよ﹂と言って

れど︑この空いているところに

病院は﹁週に１回としていたけ

レンダーを出していくと︑ある

勤労者の所得はこの 年で 万

の横暴を維持してきたのです︒

てきました︒そのことで特権層

を煽るキャンペーンをくり返し

を行います︒そこで発表をして︑
す︒こうした状況でこの病棟を

円の減収︒そして大企業のため

が︑脳卒中の超急性期の診療に

込みである内部留保は２６０兆

威力を発揮するところがありま

くれたりする︒それは︑大田病

円︒税収の減収はここにありま

最も前進したことは︑生協組

を受けているというのをアピー

院がこれだけがんばって救急車

合員や地域の方々の協力で導入

題です︒こうした状況を︑会議

くるようになっています︒１年

維持していくには︑３６５日リ

どう対応していくかが大きな問

の中で集まって︑それぞれ出し

す▼大企業が納税の義務を果た

す︒

３ ６５ 日は大変なことです

ルしている成果でもあるのかと

していない︒国会議員だって︑

することができたＭＲＩです︒

ります︒

この病棟ができてからは︑近

ハビリができるかできないかが

後遺症を残さずに治癒するとい

地域の方々の協力

隣の病院だけでなく︑いままで

大きなカギを握っています︒

合って︑お互いの辛さを共有し

思います︒

問題点を話し合います︒

つながりのなかった病院からの

たり︑協力できることがあれば

間で１・５倍に増えているので

紹介もあって医療連携が広がっ

う時代になっています︒ＭＲＩ

整形外科の領域では︑脊髄

が︑患者さんはリハビリをしに

具体的に協力したりすることが

現在は︑１日６人のペースで検

来ているのですから︑日曜日だ

できるようになりました︒

広がった医療連携

の診断にはＭＲＩがないとでき

ています︒
いままでは︑城南グループだ

から休みというわけにはいきま

す︒

せんし︑休みじゃない方が患者

︵次号へつづく︶

真の改革を招きます︒

のキャンペーンを伝えることが

することこそ身を削ること︒そ

あったものから︑他の医療機関

けでの入院・在宅診療の連携で

ています︒

携の中心としての役割を果たし

特権の際たる政党助成金を廃止

腹部の診療には︑これまで内

さんにとってはいいことなので

骨折や転倒によるけがなど整形

大田病院は︑東京ルールの幹
視鏡を使って行っていた︑すい

から大田病院に入院・在宅診療

すから⁝︒

事病院になって︑救急医療の連
管︵すい臓︶や胆管︵胆のう︶

へ戻るという流れが︑回復期リ

例えば︑
東京ルールの中では︑
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