
漱石の「こころ」の再連載が100年ぶりに朝
日新聞で始まった。大正時代の当時の読者の心
境で毎朝、朝刊の届くのを心待ちにしている。
当時の読者の心境も同じ様なものであったか知
る由もないが。近代日本の黎明期の文豪の連載
がタイムスリップでもしたかのように、平成の
世の新聞に日々甦るのである。それ自体興味が
そそられる企画であるが、作品の内容も現代人
の苦悩に通じるものがあり、100年前のものと
は思えない新鮮さがある。学校時代の夏休みに
文庫本で読まされ、感想文という重荷を課せら
れての読書では味わえなかった新たな発見があ
るかも知れない。まさに温故知新である。

さて、現実的な話であるが、小生の日々の診
療の領域にも温故知新というか、古い時代への
逆戻りの現象が起きている。高血圧治療のガイ
ドラインが5年ぶりに改訂になり、降圧目標値
（血圧を治療によってどこまで下げるかの目
安）が従来値より少し上がった。これによって
従来なら治療不十分と判断されていた血圧であ
っても、今後はそのままで良いというケースが
出てきた。患者側からすれば余分な追加の降圧
剤を飲まなくてもよくなったのであるから福音

である。若年者、中年者の降圧目標値は従来の
「130/85mmHg未満」から「140/90mmHg
未満」へ引き上げられた。後期高齢者になると
更に「150/90mmHg未満」まで引き上げられ
た。小生が研修医時代に外勤で通っていた町の
診療所での大らかな時代の記憶が甦る。健診で
上の血圧（収縮期血圧）が160を超えて困惑気
味の初老の紳士に小生が覚えたての降圧剤を処
方した。2週間後の再診時に上の血圧が140台
前半まで下がり、やれやれと一安心するような
古き良き時代であったのである。その後10年程
経って、そうのんびり出来る時代ではなくなっ
た。若年者、中年者の収縮期血圧が130未満の
目標値になり患者さんも医師も少々不機嫌にな
った。患者側からすれば降圧剤が増量され薬局
での支払いが増えた結果、小遣いが少なからず
減額された。医師側も一向に目標値を下回らな
い血圧測定値にイラついた。

今回の改訂は、医療費を少しでも減らしたい
お上の意向が見え隠れするものの、薬代が少し
軽くなり病院の帰り道、孫にちょっとした買い
物をする余裕が生まれた高齢の患者さんもいら
っしゃるだろう。残念ながら小生の専門分野で

ある慢性腎臓病の方の降
圧 目 標 値 は 従 来 通 り
「130/80mmHg未満」
である。患者さんには引
き続きご迷惑を掛けるか
も知れない。

温故知新
山 田 剛 久

（ や ま だ   た け ひ さ ）

腎臓内科　部長
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《降圧目標》  
　 　　診察室血圧 　　  家庭血圧

若年、中年、前期高齢者 140/90mmHg未満 135/85mmHg未満

後期高齢者 150/90mmHg未満 145/85mmHg未満

糖尿病患者 130/80mmHg未満 125/75mmHg未満

慢性腎臓病患者 130/80mmHg未満 125/75mmHg未満

脳血管障害、冠動脈疾患患者 140/90mmHg未満 135/85mmHg未満
（高血圧治療ガイドライン2014）  
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乳幼児期に耳が痛くなり、耳鼻咽喉科で治療した経
験のある方は多いと思います。風邪をひいて、咽が痛
くなったり、鼻水が出て耳が痛くなります。耳と咽・
鼻をつなぐ耳管という管を通して、鼻や咽の菌が耳に
入り鼓室（中耳）で急性の炎症を起こし耳が痛くなり
ます。急性中耳炎です。鼓室内に膿が溜り、膿が増え
ると鼓膜が自壊し耳だれとなって外に出てきます。耳
だれが出ると痛みは、なくなります。耳鼻咽喉科で
は、鼓膜の腫れの状態や発熱などを診て、鼓膜切開を
して、排膿します。急性中耳炎が治まると、自壊した
鼓膜の孔や切開部は普通閉鎖します。しかし、何度も
急性中耳炎をおこし、耳だれを繰り返していると鼓膜
の孔が塞がらない人が出てきます。鼓膜の孔が3か月
以上閉鎖しないでいると慢性化膿性中耳炎になってし
まいます。慢性化膿性中耳炎になると、鼓膜の孔は永
続的に閉鎖しません。耳だれは、抗生剤の使用で感染
が抑えられれば止まります。鼓膜に穴が開いている
と、外耳道から水が入ったり、上気道の炎症を起こす
と耳だれが出るようになります。孔が開いているの
で、痛みは起こりません。
音は鼓膜が振動し、耳小骨（音を内耳に伝える3つ

の骨）を振動させ、音を感覚する内耳に入ります。鼓

膜に孔が開いていると鼓膜の振動が悪くなり、音の伝
わりの悪い伝音難聴を起こします。このため慢性化膿
性中耳炎の主症状は、鼓膜穿孔、耳漏、伝音難聴にな
ります。鼓膜に孔の開く原因は、急性中耳炎以外にも
あります。鼓膜外傷、頭部外傷、極まれにですが鼓膜
切開、滲出性中耳炎治療による鼓膜チューブ挿入後な
どがあります。

慢性化膿性中耳炎の根本治療は、鼓膜穿孔閉鎖で
す。これには手術が必要で、鼓膜形成術と鼓室形成術
があります。当科では耳の手術を積極的に施行してお
り、県内でも有数の手術件数を誇っています。耳漏で
お困りの方は、一度受診をお考えください。

病気
の話

慢性化膿性中耳炎
副院長　耳鼻咽喉科・部長 馬場　俊吉

（ ばば　しゅんきち）　

◆
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現在、北総病院では手術（全身麻酔下で実施される
頭頸部・呼吸器・消化器領域等の悪性腫瘍の手術、臓
器移植、心臓血管外科手術等）を受けられる患者さん
や、化学療法を受けられる患者さんを対象に周術期口
腔機能管理を実施しています。
平成24年より厚生労働省は重点課題として周術期に

おける口腔機能管理等の、チーム医療の推進を挙げて
おり、手術または放射線治療・化学療法を行う患者さ
んで、局所合併症や肺炎が高い頻度で起こることが解
っています。これらの合併症は、口の中の汚れ・細菌
が大部分の原因であるといわれています。体の抵抗力
や免疫力が落ちている患者さんにとって、口の中の感
染巣（虫歯や歯周病）は重大リスクです。また、手術
時には口の中から器具を入れて、呼吸管理を行いま
す。口から器具を出し入れするため、歯が揺れていた
り、ひどい虫歯があると、抜けたり折れたりして、気
管・食道に入ってしまう可能性が非常に高く、大変危
険です。
周術期管理の内容は、現在の状況を記録し、患者さ

んの衛生状態に合わせて専門的な口腔清掃（歯石除去
や PMTC; Professional Mechanical Tooth
Cleaning）や虫歯治療、入れ歯の調整等を行います。

また、円滑で安全な手術実施のために重要な処置とし
て、揺れている歯の固定や尖っている歯を丸める処置
も併せて行います。手術後には、術前と口腔内の変化
が無いか確認して、口の中が良好な衛生状態を保てる
よう消毒薬を用いて、口腔ケアを行います。
現在、約1,300名の患者さんの周術期口腔機能管理

を行いました。そのうち、歯周病がある患者さんは約
80％と非常に高い割合です。歯周病の原因は、プラー
クや歯石に存在する細菌と、それらが作り出す毒素で
あり、痛み等の症状が無くても、歯周病は進行しま
す。また、歯周病は先ほど述べた誤嚥性肺炎と関連が
あるだけでなく、糖尿病、動脈硬化、脳梗塞、心筋梗
塞、感染性心内膜炎、早産、低体重児出産などとも関
連があり、疾患予防のためにも重要です。その他、入
院日数を減少させること、口腔粘膜炎の重症化や口腔
感染症を予防すること、予め口の中の問題点を把握し
て感染源の除去を行うことなど、手術時において医科
－歯科間で情報共有する事ができるため、非常に有用
であるといえます。
患者さんの口の健康を保ち、入院中・化学療法中に

おいてもQOLを保ちながら、疾患の早期回復のため
に、周術期口腔機能管理は重要であります。

治療
の話

周術期口腔機能管理とは？
歯科　部長・准教授 鴨井　久博　

（かもい　ひさひろ） 　

歯科　助教・医員　 大木亜悠子　
（お お ぎ あ ゆ こ ） 　

歯周病がリスクファクターとなる全身疾患

脳梗塞

バージャー病

肺炎

心内膜炎

肺血症

骨粗鬆症

腎炎

動脈硬化

心疾患

肥満症

脂質異常症

糖尿病

平成23年度歯科疾患実態調査
（4ｍｍ以上の歯周ポケットを有する者の割合）
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こんにちは。
今回は薬の重い副作用の時に利用できる制度のお話

をさせていただきたいと思います。
薬は、「血圧を下げる」、「熱を下げる」等の目的

に沿って飲まれるものです。
この目的以外の薬の働きを『副作用』といいます。

皮膚にブツブツが出来る、胃の調子が悪いなどが一例
です。副作用の頻度や”でかた”は人により体質が異
なることと一緒で、実にさまざまです。
薬を飲んで「いつもと違って何か変だな」、と思っ

たら、まずは医師や薬剤師に遠慮なくご相談下さい。
但し、時にはその薬が体に合わなかった場合、入院

治療が必要となる程の、とても重い副作用が出てしま
うことがあります。医薬品（病院・診療所で処方され
たもの、調剤薬局で購入したもの、薬局で購入した大
衆薬も含みます）を適正に使用したにも関わらずその
副作用により入院治療が必要になるほどの重篤な疾病
や障害等の健康被害が生じた場合に、医療費や年金な
どの給付を行い被害者の救済を図ろうという公的な制
度が、医薬品副作用被害救済制度です。

【医薬品副作用被害救済制度とは】

医薬品（病院・診療所で処方されたもの、調剤薬局
で購入したもの、薬局で購入した大衆薬も含みます）
が対象です。

適正に使用したにも関わらずその副作用により入院
治療が必要になるほどの重篤な疾病や障害等の場合で
す。
※条件によっては救済の対象とならない場合がありま
すので、ご注意ください。

手続きは健康被害を受けたご本人が直接PMDA（医
薬品医療機器総合機構）に対して行います。その際に
医師の診断書や投薬証明書・受診証明書などが必要と
なります。

2014年6月号〈4〉

ご存知ですか？医薬品副作用被害救済制度
治験推進室　薬剤師 中島　正人

（なかじま まさひと）　

お薬
の話

図．医薬品医療機器総合機構HPより

救済給付の請求についてのご質問・ご相談は以下の窓口で受け付けています。
電話：0120-149-931 Eメール：Kyufu＠pmda.go.jp
受付時間：月～金　9：00～17：00（祝日、年末年始を除く）
制度の詳細についてはPMDA（独立行政法人医薬品医療機器総合機構）ホームページにてご確認下さい。
ホームページアドレス　http://www.pmda.go.jp/

救済制度
専用窓口

対象は？

対象となる健康被害の程度は？

手続きについてどうするの？
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顔の見える果物
看護部　集中治療室看護師長 佐々木圭子

（ さ さ き   け い こ ）　

食物
の話

そろそろ夏がやってきます。夏といえば、千葉県で
はおいしいスイカと梨が食べられる季節になります。
個人的にスイカと梨は大好きなので待ち遠しい気持ち
になりますが････、患者さんの事を考えると少し違い
ます。それは、水分の多いスイカや梨とも上手に付き
合わないといけない方も多くいらっしゃるからなので
す。
一度心筋梗塞などを患うと心臓の機能は低くなりま

す。栄養指導を受けて水分やカロリーを制限し、お薬
でコントロールしていても、退院後に心不全を起こし
て集中治療室に入院する方も少なくありません。
当院は、白井・印西・成田方面からの患者さんが多

く、スイカや梨はとても身近な果物です。心不全で入
院された方から初めて「スイカが大好きでいつものよ
うに食べた。飲水制限や塩分制限は守っていた」とお
聞きした時は「まさかスイカで心不全････？」とびっ
くりしました。生活指導で、暑い日の水分の取り過ぎ
の内容には触れていましたが、スイカの水分について
具体的にお話したことは無く、これが地域や生活にあ
った指導なのかと、その患者さんから教わった大切な
ことでした。
そこで、今回このような機会を頂きましたので、ス

イカや梨について調べてみました。

●スイカ
水　分→→約90％が水分です。飲水制限のある方

は「重さ＝飲水量」と考えましょう。他
の果物に比べて1度に食べる量が多いの
で注意が必要です。

栄養面→→カリウム
とても多く含まれており、利尿作用があ
ります。カリウムを体に維持する作用の
お薬を内服している方、カリウム制限の
食事をしている方は注意が必要です。
骨粗しょう症予防効果も見直されていま
す。
βカロテン、リコペン
非常に豊富に含まれ抗酸化作用がありま
す。新陳代謝を促しお肌の健康を保ちま
す。日焼けによるシミに対抗します。

その他→→食事バランスガイドには1日200g程度
の摂取が推奨されています。
朝摂取すると睡眠中に脳で代謝された糖
分補給と豊富なミネラルも摂取できま
す。少量の塩を加えることでスポーツド
リンクに類似した成分がとれます。

●梨
水　分→→約85％
栄養面→→カリウム

スイカと同様にカリウムを多く含む果物
です。
アスパラギン酸
疲労回復にとても役立ちます。
ホウ素、アルブチン
女性ホルモンの生産を活性化する働きが
あります。美肌効果で女子力アップで
す。
リグニン、ソルビトール
リグニンは体内で食物繊維と同じような
働きをします。ソルビトールは保水性が
高く、両方の作用で便通を整えてくれま
す。ソルビトールはノドの炎症にも効果
があります。

その他→→梨は色々な品種が楽しめます。品種によ
って時期も違うため長く食べられます。

地産地消の「顔の見える果物」で、健康的にこの夏
を乗り切りましょう。
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ご来院の
  患者さんへ

DPC/PDPS請求について

＊出来高による支払方法　　　　　＊DPC/POPSによる支払方法〈入院〉

DPC/PDPS支払内容

　当院では平成18年7月よりDPC/PDPS方式による支払制度を導入しています。

　従来の出来高方式は投薬・注射・検査などの診療行為を合計して計算したものです。

　DPC/PDPSは、入院した患者さんの病状や診療行為によって決定された　「診断群分類」ごとに

１日あたりの定額の点数を基本として計算する方式です。

　DPC/PDPSでは、定められた一部の項目（手術等）以外の投薬・注射・検査等がDPC特定入院料

に包括されます。実際に入院された患者さんが支払いの際に発行される診療明細書をご覧いただく

と、項目名が載っているのに、点数（医療費10円を1点）金額の表示が無いものがありますが、これは

包括された項目となります。

　DPCは保険診療の質の向上を目的に、医療の標準化と透明化を目指すことにつながるとして日本

版DRGとして平成15年に導入されました。それから10年あまり経過していますが、医療費の支払

い制度は複雑です。ご不明な点はお問い合わせください。

DPC/PDPSによる支払方式についてお話しします

医事課　係長　齊藤　正子
　　　　　　　　   （さいとう まさこ）

自由診療
（正常な出産・健康診断・美容整形等）

他の保険が受けられる
（労災等）

保険請求

その他
（ケンカによるケガ等）

医療費の支払いには種類があります････

保険請求の支払い方法にも種類があります････

♡保険請求

1日あたりの定額×
入院日数×

医療機関別係数

　手術・麻酔
　リハビリ

　一部の検査・処置等
食 事  ・  室 料
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「千葉北総病院のロゴマークについて」

平成６年の開院時に、初代院長の山本保博教授がデザインしたものです。患者様が病気を克服し、元

気になりベッドから起き上がる姿を表現しており、INBA の頭文字「I」も連想させます。また、色彩

は水と緑を示し、赤い丸は太陽を意味します。

千葉北総病院の HI（ホスピタルアイデンティティ）として、みなさんにかわいがっていただきたいと

思っています。

トピックストピックストピックス
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暑くてじめじめした季節がやって参りました。この時期
は、かえって風邪をひいたり、精神的にも意気消沈したり
しやすいものです。ご自分と家族の健康を第一に、よく眠
り、よく食べ、休憩も忘れずに、楽しくすごして参りたい
ものです。当院診療にご意見がありましたら是非ご意見箱
にお願いします。可能なことから改善に努め、快適な診療
を目指してゆきたいと思っております。 （広報委員会）

編

集

後

記

本誌についてのご意見は、ご意見箱にお入れ
いただくか、下記までお寄せ下さい。

日本医科大学千葉北総病院 医療連携支援センター
〒270-1694   千 葉 県 印 西 市 鎌 苅 1715
電話0476-99-1810/FAX 0476-99-1991

皆さんは、病院機能評価というものをご存じですか?

本広報誌12月号「院内禁煙への取り組みについて」の
中でも少し触れましたが、財団法人日本医療機能評価
機構が平成9年から実施しているもので、病院が組織
的に医療を提供する為の基本的な活動（機能）が適切
に行われているかどうかを評価する仕組みのもので
す。評価調査者（サーベイヤー）が中立・公平な立場
にたって所定の評価項目に沿って病院の活動状況を評
価するものです。各項目の評価は、S～Cまでありま
す。認定期間は5年間となっています。評価により明
らかになった課題に対して病院が改善に取り組むこと
で医療の質の向上が図られることとなります。審査の
結果一定の水準（各評価項目の評価がB以上であれば
特段の理由がない限り）であれば認定病院として認め
られることとなります。認定病院は、地域に根ざし、
安心・安全、信頼と納得の得られる医療サービスを提
供すべく常日頃より前向きに医療の向上を図っている
病院といえます。
当院も、現在まで2回受審をしています。初めて受

審したのは平成16年で「一般病院ver4.0」の認定を
受けることができました。平成21年には、初めての更
新受審となる「審査体制区分4（ver6.0）」を受け認
定病院の証しである認定書（写真参照）を頂くことが
出来ました。病院として継続的な医療の質を維持して
いくことが求められるため病院機能評価の認定を受け
ることは非常に難しいことであると感じています。
今年は、前回の認定から5年目となり、本号が発刊

される1か月後の7月には、2回目の更新受審を予定

しています。現在の機能評価は、平成25年4月から新
たに「機能種別版一般病院ver1.0」という評価体系と
なりました。評価される項目は全部で88項目になりま
す。①患者中心の医療の推進、②良質な医療の実践
1、③良質な医療の実践2、④理念達成に向けた組織運
営などの内容について審査されます。特にケアプロセ
ス（患者さんの外来～入院～退院まで）の一連の流れ
について組織横断的な対応が出来ているかどうか重視
されます。ストラクチャー（組織体制、構造設備、研
修実施）なども確認されます。
病院全体が1つの目標（認定更新）に向けて進んで

いくことは非常に大変ですが、その反面、全職員が同
じ方向を向いて1つになることは非常に有意義なもの
であるとも考えています。当院は、今年1月に開院20

周年を迎えることが出来ました。新たに21年目のスタ
ートをきるにあたり、これからも、地域に根ざした患
者さん本位の病院を目指すべく、職員一同努力してい
きたいと考えています。

（審査体制区分4 V6.0）〔平成21年10月2日認定〕　

評価
の話

病院機能評価の受審について
庶務課　課長 田中　義将

（たなか よしまさ）　


