すこやか

���� 年 � 月入職医師のご紹介
4 月に入職しました岩重と申します。鹿児島県の出身ですが、北海道生

活は今年で 20 年になります。学生時代にオートバイで野宿しながら北

KEIYUKAI

海道旅行をして、北海道の風景に惹かれたのが移住のきっかけです。
今ではオートバイの代わりに自動車であちらこちら行くことが楽しみ
の一つです。移住当初は風景写真をたくさん撮影していました。食べ

歩きも楽しんでいます。まだ利尻島や礼文島といった離島へは行った
ことがないので、機会があれば是非行きたいと思っています。植物も

好きなので、
「レブンアツモリソウが自生しているところを見てみたい
です。

消化器内科

岩重 弘文 先生

仕事の方では、専門が元々消化器外科医だったのですが、北海道移住
をきっかけに肛門外科を主に行っていました。

その傍らで手に持った内視鏡のおもしろさに気がついて、今では内視鏡医をしております。
年齢も 60 才を超えていろいろと身体の節々が痛むこともありますが、せいぜい頑張りたい
と思います。よろしくお願いいたします。

診療科目

併設センター

グループ施設

・一般内科

・外科

・糖尿病・生活習慣病センター

・老人保健施設

・消化器内科

・整形外科

・人工腎臓センター

・特別養護老人ホーム

・呼吸器内科

・泌尿器科

・化学療法・治療センター

・デイサービスセンター

・循環器内科

・精神科

・予防医療センター

・グループホーム

K館

・腎臓内科

・放射線科

・在宅医療福祉センター

・グループホーム

アテナ

・内分泌内科

・リハビリテーション科

・緩和ケアセンター

・特別養護老人ホーム

・肝臓病センター

・デイサービスセンター

・緩和ケア内科 ・歯科・歯科口腔外科

・内視鏡センター

■診療受付時間
【平

日】 午前

8:00 〜 12:00

【土曜日】 土曜

8:00 〜 12:30

13:00 〜 17:00

【休診日】 日曜日、祝日、年末年始
〒070-0054
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入院医療費に関するおしらせ

DPC 制度の導入により、入院医療費の計算方法が一部変わりました
当院は、2022 年 4 月より、厚生労働省が定める「DPC 対象病院」となりました。対象となるのは、一
般病棟（3 階・4 階・7 階）に入院する患者様です。
DPC 対象病棟では、入院費の計算がこれまでの「出来高方式」から、
「診断群の分類による包括評価
（DPC）方式」へと変更となります。
なお、1 階・2 階・5 階・緩和ケア・6 階病棟に入院する患者様は、従来通りの出来高による計算方法
となります。

DPC とは、Diagnosis（診断）Procedure（処置・手技）Combination（組合せ）の略
従来の診療行為ごとに積算して診療費を計算する「出来高方式」とは異なり、入院患者様の病名・症状・治療
内容をもとに厚生労働省が定めた診断群分類ごとに 1 日当たりの定額料金からなる、包括評価部分（投薬・注射・
検査・画像診断・入院料等）と、出来高評価部分（リハビリ・指導料等）を組み合わせて計算する新しい方式です。
DPC は、医療の質の標準化を目指すものであり、単に計算方式の改革だけでなく、良質な医療、効率的、効果
的な医療、医療の透明化を図るために実施されるものです。

2022 年 3 月 31 日まで

2022 年 4 月 1 日から

『出来高方式』

『DPC 方式』

診療行為をひとつひとつ積み

1 日当たりの定額と出来高を

上げて計算する方法

合計する方法

DPC に関する Q＆A

01

DPC の会計方式はどのようなものですか？
「出来高方式」では、診療を行った検査や注射、投薬
などの量に応じて医療費が計算されていましたが、
「DPC 方式」では、病名や処置等の内容に応じた 1 日
当たりの定額（包括）医療費を基本として全体の医療
費の計算を行います。1 日当たりの定額の医療費は、
診断群分類と呼ばれる分類ごとに入院日数に応じて定
められています。
なお、リハビリ等の医師の専門的な技術料については、
これまで通り出来高方式で計算され、入院にかかる医
療費は定額（包括）分と出来高分を合わせたものとな
ります。

03

すべての入院患者様が対象となるのですか？
吉田病院の一般病棟（3 階・4 階・7 階病棟）に入院
される患者様は、すべて包括評価の対象となります。
例外として、以下の場合は従来通りの出来高方式の対
象となります。
・労務災害、交通事故等で入院した患者様
・入院後 24 時間以内に亡くなられた患者様
・治験の対象となった患者様
・一般病棟以外（1 階・2 階・5 階・緩和ケア・6 階病棟）
に入院される患者様

04

転棟した場合はどうなりますか？

医療費の支払い方法はどう変わりますか？

吉田病院では、3 階・4 階・7 階病棟が DPC 対象病棟
となります。その為、3 階・4 階・7 階病棟から 1 階・
2 階（包括ケア）病棟、5 階・6 階（障害者）病棟、
緩和ケア病棟へ転棟した場合は、転棟した日より出
来高方式での計算となります。
また、その逆の場合は、転棟した日より DPC 方式で
の計算となります。

従来通り、月毎の支払い（退院の時は退院時）である
事に変わりありません。
ただし、入院後の病状の経過や治療の内容によって診
断群分類が変更となった場合には、医療費が変動する
こととなるため、退院時等に前月までの支払額との差
額調整を行うことがあります。
また、高額療養費制度の取り扱いは従来と変わりあり
ません。

3・4・7 階に
入院の患者様

02

DPC 導入にあたって

DPC 制度は医療の均質化を目指す医療制度として、2003 年度から導入されました。始めは特定機能病院から施行されてきま
したが、2010 年 7 月には 1,391 病院に導入され、この時点で全一般病床 ( 約 91 万床 ) の約 50.4%（約 46 万床）が DPC 病床となっ
ています。
DPC とは、もともと患者様を分類するための診断群分類を意味するものです。DPC 制度では、この診断群分類の病名に基づ
いて、入院患者様の診療報酬請求が１日当たりの定額報酬として算定されることになります。したがって、診療報酬請求時

投薬・注射
処置・検査

に診断群分類に含まれる病名が正確に記載されなければ、病名に基づいた診療報酬を得ることができません。

1 日当たりの定額定数
包括に変更

レントゲン

×
入院日数

内視鏡検査
食事

また、標準的な入院期間も同様に決められています。これらは DPC 病院の平均値ということもでき、また一般急性期病棟で
治療する際の全国レベルとしての目標値ということができます。
DPC 制度では、定額部分の包括評価部分と、さまざまな医学管理、リハビリ、処置な
どの出来高評価部分があります。さまざまな医学管理とは、加算として算定できる部

入院基本料
リハビリ

定額の診療報酬は、全国の病院の診療報酬請求をもとに、それぞれの診断群分類に含まれる病名について決められています。

分のことです。包括評価では、診療請求作業が簡略化されるとともに、返戻や査定が

出来高のまま

そのまま

リハビリ
内視鏡検査
食事

なくなるという利点があります。その分の労力を、出来高算定の漏れをなくす作業に
向けることができるようになります。
当初の DPC 制度は外科系や救急病院などの急性期病院を念頭にしたものでしたが、現
在はケアミックス型病院で導入している施設も多くなっています。当院が DPC 病院に
名乗りを上げることで、全国の一般急性期病棟と同等な施設として認知されるととも
に、今後改変されてゆく我が国の医療制度から取り残されないための準備ができたと
思っています。

1

プリンシパル・ドクター

大崎 能伸 先生

2

ドライマウス（口腔乾燥症）とは、様々な原因で唾液の分

特集

泌量が低下し、口の中が乾燥する症状のことを言います。
唾液が減ると口の中がネバネバした感じになり、パンなど
の乾燥した食べものが食べにくくなります。

ドライマウス

また症状が進行すると、むし歯や舌のひび割れや痛み、味
覚障害などが現れることがあります。
お口のケアを適切に行い、ドライマウスを予防しま
しょう。

歯科医師
小西 文 先生

こんな症状ありませんか？
お口が渇き、話しがしにくい

舌がひび割れしやすい

食事の際に飲み物が必要になる

口角炎を起こしやすい

夜中に、水を飲むために起きてしまう
むし歯や歯周病になりやすい

ドライマウスの方へのアドバイス

お口が渇く主な原因

01 02 03

加齢や筋力低下

薬の副作用

ストレス

お口の周りや舌の筋力が

抗うつ薬、抗不安薬、降

唾液を作る唾液腺は自律

低下すると、唾液腺への

圧剤、抗コリン剤、ヒス

神経に支配されているた

刺激が少なくなり、唾液

タミン剤等、お口の渇き

め、緊張したりするとネ

の分泌量が少なくなりま

をもたらす薬がありま

バネバした唾液が分泌さ

す。

す。

れるようになります。

04 05 06

全身的な病気

寝たきり、
経腸栄養

生活習慣

糖尿病、シェーグレン症

お口の刺激が少なくな

飲酒や喫煙の習慣も唾液

候群などの病気により、

り、唾液の分泌量が減り

の分泌の分泌量を減らす

唾液腺が委縮し唾液量が

ます。

一因です。

少なくなります。

また口呼吸でも口の中が
渇きやすくなります。

３

唾液を増やしましょう

・食事は規則正しく、噛みごたえのある食品を食べましょう
・ひと口のサイズを少なくし、よく噛んで食べましょう
・酸っぱいものを食べてみましょう
・食事の前や就寝前の唾液腺マッサージも効果的です

保湿剤を使ってみましょう
多くの薬を服用されているご高齢の方で、ドライマウスの
症状が顕著な場合は、お薬の量が減らせないかなど、かか
りつけ医にご相談ください。
医療法人社団 慶友会
歯科・歯科口腔外科

かかりつけ医にご相談を
ドライマウスの対症療法として、保湿剤を使用するのが効
果的です。その方の症状や好みに応じて、洗口液やジェル、
スプレーなどを選択していきます。
保湿剤の種類については、歯科医師や歯科衛生士にご相談
ください。

吉田病院

【診療時間】
平日
8：30 〜 12：30
13：30 〜 17：00
土曜
8：30 〜 12：30
【休診日】
第 1・3 土曜日、日曜、祝日
【TEL】
0166-25-9660
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バイオ医薬品とバイオシミラー ( バイオ後続品 )

みなさんバイオシミラーとは何かご存じですか ??
聞いたことあるけど…はて ? という方も多いのではないでしょうか。
Presented by
そこで今回は「バイオ医薬品とは」、「バイオシミラーとは」、「バ
吉田病院 薬剤課
イオシミラーって大丈夫 ?」の 3 本でお送りしたいと思います !

(G-CSF)、インフリキシマブなど

薬の値段が高く
負担大 !!

遺伝子組み換え技術や細胞培養技術を用いて
製造したタンパク質を有効成分とする医薬品

02 バイオシミラー（バイオ後続品）とは ?
先行バイオ医薬品と同等 / 同質の品質、安全性、有効性を示す医薬品として異なる製
造販売業者により開発さる医薬品

ジェネリック医薬品

同等 / 同質性

同一性

構造が複雑なため、全く同

先発品と同じ有効成分

じものを作ることは困難。

を同量含んでいる

有効性や安全性が同じもの

え ??

を製造。

同じものじゃないの ??

03 バイオシミラーって大丈夫 ?

それって大丈夫 ? ?

バイオシミラーは先行バイオ医薬品と全く同じではないため、ジェネ
リック医薬品よりも非常に多くの試験が行われ、
先行バイオ医薬品と同等の効果と安全性が証明された製品のみ販売
することができます。また、ジェネリック医薬品とは異なり、発売

後も調査が行われ、副作用の発現状況や効果等が確認されます。
参考・引用文献 : 一般社団法人くすりの適正使用協議会『これだけは知っておきたいバイオ医薬品』
一般社団法人日本バイオシミラー協議会 ホームページ
サノフィ株式会社 くすりのはなし「バイオシミラーとは ?」
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③

④

リスト

バイオシミラー

問題 2

▷ 隠れている四字熟語を答えましょう。

①

無 病
息 災

②

日 進
月 歩

実は当院もすでに採用
しています !

BS が目印 !

②日進月歩

じゃない ?? 何が違うの ??

②

問題２ ①無病息災

あれ ?? これって
ジェネリック医薬品と同じ

①

材 三 鳥
一 正 温
明 所 二

が必要 !

ポエチン、フィルグラスチム

技術

意味も一緒に調べてみてください！

適材適所
三寒四温

大規模設備や高い

代表例）インスリン、エリスロ

２つご用意しました。
分からない四字熟語があったら、

▷ リストの漢字をあてはめて、四字熟語を
完成させましょう。

公明正大

バイオ医薬品

とにかく構造が複雑
!

問題 1

一石二鳥

01 バイオ医薬品とは ?


脳トレーニング

今回は、四字熟語の問題を

答え：問題１ ①一・二・鳥 ②明・正 ③三・温 ④材・所
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