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安心できる地域医療をめざしましょう

富士富市地域医療を守る市民の会
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② 救急車をタクシー代わりに使用するのはやめましょう

③ かかりつけ医を持ちましょう

④ 医師や医療関係者へ感謝の気持ちを伝えましょう

安心の地域医療として、かかりつけ医との連携で重症の病気やけがの時、
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医療と介護を育
‐
むた.めに

2025年になると、静岡県で|よ県民の3人に1人が65歳以上になります。

私たちがこの静岡県で安心して生き生きと暮らすために必要な医療

ゃ倉護を適切|「不U用する上で知うておきたいことを、認定NPO法人

ささえあい医療人権センターCOML理事長の山田育子先生に教えて

いただきました6 1



2025年問題に向けて

市民が矢□つておきたいこと

大阪市生まれ 自らの患者体験か

ら、患者の自立と主体的医療への

必要性を感じていた 1991年 11月

にコムルと出会うこ活動趣旨に共

感じスタッフとなり、相談、編集、

渉外などを担当。その後専務理事

兼事務局長を経て、2011年 8月に

理事長就任。

認定NPO法人 ささえあい医療人権センター COML

理事長 山口育子 先生

医療や介護の実情や

制度0しくみを知りましょう。
私が理事長を務める認定 NPO法人ささえ

あい医療人権センター COML(以下「コムル」

という)は、私たち一人ひとりが「いのち

の主人公」「からだの責任者Jと しての自覚

を持ち、医療者 と協働 して治療を行 う「賢

い患者」になりましょう、という考えを活

動の原点にしています。患者 と医療者が対

立するのではなく、同じ目標に向かつて立

場の異なる者同士が協力し合う「協働」を

実現することがコムルの願いなのです。

コムルが活動を始めた1990年当時は、医療者に主導権がありました。患

者が知 りたいと言っても、なかなカン情報を得られませんでした。今、高齢化

が進む中で、慢性疾患を複数持つ方がどんどん増えています。慢性疾患は治

る病気ではなく、医師と長 く付き合って行かなければなりません。そして、

患者側も自分に出来る役割をしっかり認識して積極的に医療に参加しながら

治療を受けていく、患者と医療者が協働する時代へと変わつているのです。

また、団塊の世代がすべて75歳以上となる2025年に向けて、さまざまな

問題があります(図 1を参照)。 こうした問題について、患者は対岸の火事の

ように医療現場の人が考えてくれるだろう、行政の人が何とかしてくれるだ

ろうと思ってきました。ところが、患者も地域の中で医療や介護がどうなっ

ているのかをしっかりと理解 し、その上でどうするかということを一緒に考

えていかなければ問題を解決できない時代になったのです。

山口育子 先生



今、医療と介護は、 |=団塊の世代がすべて後期高齢者に   |
いろいろな意味で大   3人に1人が65歳以上、5人に1人がア1歳以上 |
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法ができ、医療や介   地域包括ケアや在宅医療の充実

護に関する19も の法   曙1療と介護を切れ日なく利用|できる1社会

図 1_2025年問題  |律が一括 して審議 さ

れました。その中に医療法の改正も含まれていて、「国民の責務Jと いう条

文が盛 り込まれました。この国民の責務については、「医療機関の機能の分

担と業務の連携の重要性についての理解を深め、医療に関する選択を適切

に行い、医療を適切に受けるよう努めなければならない」と書かれています。

何て厳しいことを求めているのだろう、と思われるのではないでしょうか。

しかし、これは単に国民に厳しいことを強いるという条文ではありません。

国民に対してその責務を果たすことを求める以上は、それが可能となるだ

けの情報が提供されることを保証 した法律だと解釈できるのです。ですか

ら、皆さんが医療を選ぶ時に、必要な情報をくださいと言ってもよいのです。

それを知った上で、次のステップは「医療機能の分化」に関して、医療

や介護施設にどのような種類があるのか、病院と病院、病院と診療所がど

のように連携 しているのか、そして病院や診療所を選ぶためにどのような

視点を持っていればよいのかを知ることです。それによって、地域包括ケ

アシステムを理解することが可能になります。

さらに、「地域医療構想」について理解する必要があります。地域医療構

想というのは、2025年に各都道府県の「構想区域」と呼ばれる地域ごとに、

どれだけの医療が必要になるのかを推計し、それに対応可能な地域完結型の

医療を実現するため関係者が話し合い、

調整 していくものです。医療や介護の

問題 としてだけではなく、街づ くりの

視点で考えるためにも、地域医療構想

をしっかり理解 した上で住民も参加 し

ていくことが必要です。



「新・医者にかかる10箇条」を活用しましょう。
最後に、医療を受ける時の心構えをご紹介しましょう。コムルは患者が賢

くなるためのポイントを「新・医者にかかる10箇条」としてご提案していま

す(図 4を参照)。 ここでは10箇条のうち、特に0、 0と 0を ご説明します。

まず、「伝えたいことはメモして準備」(0)す ることをお勧めします。定期

的に受診される方は専用のノー トを1冊作り、受診と受診の間に何か変化が

あったり、聞きたいことが出てきたりしたら、そのノートに書いておいてく

ださい。そして、明日が受診日だという時にそのノートを見て、やつぱり聞

いておきたい、伝えておきたいと思う内容を3つか4つ くらいに絞ってメモ

に書き出しましょう。そのメモを作る時には隙間なくビッシリと書くのでは

なく、余白をたくさん残すとよいでしよう。例えば医師の前で、「今日質問

したいことがあってメモしてきました。よろしいですか」と言ってメモを開

いて質問し、得られた答えは「大事なことはメモをとって確認」(0)す るこ

とができるからです。また、医師から難しい病名を言われたら、「すみません。

このメモに漢字で書いてもらえますか」とお願いもできます。あるいは、図

を書いてもらうこともできます。そうすると、私の聞きたいことや伝えたい

こと、それに対する答とプラスアルフアの情報が満載された私だけの大事な

情報ファイルができ上がります。

そして、「その後の変化も伝える努力を」(0)し ましょう。多くの方は、

良くならない、変わらないということはきちんと医師に伝えています。でも、

変化の中には、良くなったというものもあります。治療を受けて治ったら

「よかった」と思うだけで終わってしまいがちです。ちよつと外出した折に

医療機関に立ち寄って、受付で「この間治療していただきましたが、すつか

り良くなりました。先生によろし

くお伝えください」と伝言してお

くことは、大切なコミュニケー

ションだと思います。

この10箇条の中でやつてみよう

と思うものがありましたら、明日

から活用していただきたいと思い

ます。
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図4.新・医者にかかる10個条

●コムルが1踊 loo円 十送ボ」(50月以上 |よ 1冊 90明 十送料)で冊子 (カ ラー。26ベ ージ
を販売してぃます。

(出典)認定 NPO法人ささえあぃ医療人権センター⊂OMLのホームページ
httpi〃wwwcomlgrjp/shosett hanba/1okajo htrlll
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安心できるF富士宮市の医療環境づくりJに向けて

安心できる「富士宮市の医療環境づくり」をめざし活動開始 した地域医療を守る市民の

会は、平成 27年 6月 6日 に設立総会を開催。市民一人ひとりの声が結びつく活動を求め、

地域の寄 り合い処で出前講座を中心に、市民の皆さまに 「4つのお願いJを してきました。

また、医療機関や行政関係 との交流会や講演会等による啓発活動を展開し、今年で

2年 目を迎えます。

平成28年度主活動として [会長 井野 倉治]

①寄 り合い処で出前講座を開催 :役員交代で富士宮市の医療環境や医師数の少ない状況を踏まえ、かしこい

医療機関へのかかり方や関係者へ感謝の気持ちの伝え方等を説明、理解と協力を求めて 21回開催 しました。

②平成 28年度総会を4月 に開催 :市長・医師会長・市立病院長等を迎え (総出席者 73名 )、 また浜松医大 特任

教授 山岡泰治先生による基調講演を行いました。

③県内交流会 :イ 、第 11・ 12回地域医療支援ネットワーク協議会 掛川ク
゛
ランドホテルで開催 口、医療と介護シンホ

゜
シ
゛
ューム

藤枝ホテルオーレで開催。地域医療を支援する県下の各団体との交流会に参加 し、活動の取 り組み等について

意見交換や出席者との交流を図りました。

④富士宮市内交流会 :イ 、市立病院と意見交換 口、市議会特別委員会と意見交換 ハ、市立病院ふれあいフェステハ
゛
ル

ニ、地域医療を考える月間講演会 ホ、ふれあいトークホ
゛
ランティア祭 り等に参加 し交流を図りました。

平成 29年 度活動 について

平成 29年度は、「寄り合い処」の皆さまにご協力を得て出前講座を更に活発に行って、より広く市民の皆さ

まにかしこい医療機関へのかかり方や医療関係者への感謝を伝える活動にご理解をいただき、富士官市が医療

関係者にとつて住みやすい街になる事を目指 します。医療関係者が住みやすい街になることは、市民にとつて

も住みやすい街を目指すことです。

静岡県内で行われる各種の行事に参画する事と他の団体との交流を図り、「富士宮市地域医療を守る市民の会 J

をレベルアップして活動の幅を広げて、市民の要望に応えるようにしていきます。

また 「(仮称)こ どもの急病時の処置方法」の発行について、関係機関の指導協力を得ながら作成準備を進め

ていきます。この 「(仮称)こ どもの急病時の処置方法」の完成 した冊子は、市内の幼稚園や保育園に在籍 して

いる家庭への配付を目標とします。

平成29年度役員の紹介

会 長 井野 倉治

相談役 高野 秀久

副会長 中田 稔  (総務部)

〃 坪井 政和 (活動支援音「)

〃 赤池 静枝 (広幸賠5)

会 計 石川あつ子 (総務部)

幹 事 吉田 輝生 (総務部)

〃 渡邊多加司 (活動支援部)

〃 渡邊恵美子 (活動支援部)

〃 佐野 昌弘 (広報部)

監 査 佐野 忠義 (総務部)

〃 宮り::み どり (広報音5)

[役員一同]



平成28年度 富士宮市内・県内の活動報告

☆ 活動支援部会より

1.寄 り合 い処 で 出前講座 を毎 月開催 しま した

安心できる富士宮市の医療環境づくりに向け、当市民の会活動のアピールの場として、地域で交流活動をする

寄り合い処 116ヶ所(H29.2末現在)を 月2ヶ 所ごとに順次巡回し、「4つのお願いを」主題として開催しました。

「市民の皆さんへ4つのお願い」 ①コンビニ受診を控えましょう

②救急車をタクシー代わりに使用するのはやめましょう

③かかりつけ医を持ちましょう

④医師や医療関係者へ感謝の気持ちを伝えましょう

寄り合い処活動の皆さま、出前講座を今後も継続 し実施していきますので、宜しくご検討をお願いいたします。

開 催 日 寄 り合い処名 称 会 場 名 参加数 開 催 日 寄 り合 い処名 称 会 場 名 参加数

H28 3 2 寄 り合い処和の泉 和泉公会堂 23名 H289 10 山官三区寄り合い処なごみ 山宮 3区民館 24名

46 のなか寄 り合い処 野中公会堂 24名 10.7 二の宮寄 り合い処 二の官公会堂 39名

5 10 寄 り合い処北山 北山天満官 25名 10 20 杉田老人会 杉田区民センター 21名

5 20 神賀寄 り合い処 神賀区民館 20名 11.18 脳島寄 り合い処 脳島公民館 19名

621 星山 1区寄り合い処 星山区民館 38名 129 たまり場下稲子寄り合い処 下稲子公民館 31名

7 13 上稲子寄 り合い処 上稲子区民館 33名 H29 1 21 上柚野寄 り合い処未楽来 上条公会堂 28名

8 19 富丘社協 福社会館 2階 62名 2 16 寄 り合い処白鳥 尾崎公会堂 26名

8 27 みんな笑顔寄 り合い処 高原 1区公民館 26名 .2.18 上柚野寄 り合い処未楽来 中才公会堂 26名

[寄 り合い処 下日の泉] [の なか 寄 り合い処] [寄 り合い処 Jヒ 山] [星 山 1区 寄り合い処 ]

lll島 寄り合い処 ][みんな笑顔 寄り合い処 ] [た まり場下稲子 寄 り合い処] [上柏野寄 り合い処 未楽来 ]

2.静岡県地域医療に関する講演会に参加し交流を図りました
肇́ ,詈 ●憲露奪鷲電
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H286.1(水 )

15:30-

地域医療 10団体 。医療関係・行政関係

等総勢 70名 出席。基調講演/会員 3団体

の活動報告 (井野会長含 )

第 11回地域医療

支援ネット協議会

地域医療 10団体・県医師会・藤枝市・県

病院協会等 11団体後援。基調講演/会

員 3団体のハ
゜
ネリスト活動報告 (井野会長含)

医療・介護 シンポ

ジューム

H281123(水 )

13:30-

第 12回地域医療

支援ネット協議会

H28128(本 )

15:30´‐

地域医療 10団体・医療/行政関係等総勢

300名 出席。基調講演/会員活動報告
[医療・介護シンポジューム]



3.富士宮市地域医療に関する交流会等に参加、啓発活動を図りました

活 動 項 目 開 催 日 場 所 主 内 容

市立病院 との意見

交換会

H28.

426(火 )

富士官

市立病院

出前講座で出た意見 5項 目(手術の対応・救

急治療で他病院への搬送・手術での医師や

看護師に感謝)等で意見交換

市議会特別委員会

との意見交換会

921(水 ) 富士宮

市役所

富士宮市地域医療をみんなで守る条例 (案 )

について説明を受け意見交換

市 立病 院ふれ あい

フェステバル

9.25(日 ) 富士宮

市立病院

市立病院及び市民 との交流会に参加

/市民の会活動 をパネルで展示 と来場者 と

交流

地域医療 を考える

月間講演会

9.27(火 ) 富士宮

市役所

講演 :市立病院の診療体制について (市立病

院 内藤事務長/私たちの活動報告 (市民の

会 井野会長)/地域医療を育むノウハウ

(島 田市地域医療支援する会 神代代表)

掛川 fan地域医療

を育む会との

交流会

9.29(木 ) 富士宮

市立病院

fan武 田会長 ら11名 出席

市立病院長挨拶/市立病院概要/見学等

fan及 び市民の会相互活動交換

ふれあい トーク

～ボランティア

祭 り～

H29

115(日 )

富士宮市

総合

福社会館

富士官市ボランティア活動 26団体 との

交流会に参加。

当市民の会活動についてパネル展示

医師会 との交流会 2.21(火 ) 富士宮市

医師会館

当市民の会活動の説明と意見交換

平成 28年度 富士宮市内において、地域医療に関する講演会及び関係機関や

市民団体との交流会等に参加 した記録です。

今後も医療関係機関 。行政 。市民諸団体等との交流を深め、富士宮市の地域

医療環境の向上が図れるように活動を推進 していきます

市民皆さまの多くの声を聞き反映していきたいと思いますので、宜しくご支

援をお願いいたします。

☆ 広報部会より

1.富士宮市地 域 医療 を守 る市民 の会 「会報 誌」 を発 行 してい ます

本会の活動状況を「会報誌」としてまとめ、活動報告 。計画等を会員・協賛会員 。寄り合い処出前講座の

参加者 。市民の皆さまに配布、当市民の会の紹介や支援・協力のお願い等、情報発信の目的で発行します。

平成 28年 2月 度に「第 1号J(カラー刷 4へ ―゚シ
゛
A4版 1000部 )発刊、平成 29年 3月 度に「第 2号」を発刊し

配付いたします。

2.医療に関するシンポジユーム・各種講座・交流会等での展示や各種団体ヘバンフレットを
作成配付しPRに努めています

[市立病院ふれあいフェステバル]

H28.9.25富 士宮市立病院開催―

[医療と介護シンポジューム]

―H28.11.23藤 枝市藤枝ホテルオーレ開催―

[地域医療を考える月間講演会で

活動を報告する 井野会長 ]

[ふれあい トークボランティア祭り]

H29115富士宮市総合福社会館開催―

[市立病院ふれあいフェスシヽ
゛
ル展示前 ]

[掛川 fan地域医療を育む会交流会 ]



平成29年度 活動計画

☆富士宮市地域医療を守る市民の会 総会の開催H
日時 :平成29年 5月 14日 (日 )13時 30分～ ◆基調講演 :時間 14時 30分～

場所 :富士宮市福祉会館 第 102会議室     講師 :富士宮市保健福祉部

次第 :平成28年度活動 0決算報告           福祉総合相談課員

平成29年度活動・予算案・その他     演題 :富士宮市における認知症を地域で

支える取り組み

※会員・協賛会員 0市民皆さま 多数のご出席をお願いいたします。

☆「安心できる富士宮市の医療環境づくり」をめざし、次の活動を推進します。

●会員及び協賛会員の入会を促進し、本会の充実に努める

総務部会  ●医療関係機関との意見交換会等の情報を発信し、地域の医療づくりを推進する

●医療関係や行政機関等との連携を促進し、地域医療の環境づくりを推進する

●「寄り合い処」 出前講座の充実を図り、地域医療の環境づくりを促進する

活動支援部会 ●医療に関する学習会及び啓発活動を活発化させ、活動の強化を図る

●医療関係者への感謝を伝える活動を推進し、本会との連携を強める

|||||||●‐会員■‐
協賛‐会員1市民|の皆さんに1会議を発行し本会の活動を発信する

・広報部会‐‐|●1医療に関するシンポジユ■ムや各種講座への展示及びパンフレット配布を促進する

●
‐ |||  ●行政や各種団体へ情報発信し、地域医療の環境づくりを推進する

☆ 総務部会ょり

1.会員・協賛会員・特男撃会員の報告
平成 28年度 富士宮市地域医療を守る市民の会 会員 161名・協賛会員 (個 人・団体)37名・特別会員 3社

と大変多くの市民のご支援ご協力をいただき、誠に有難 うございました。

尚、会員及び協賛会員のご芳名は省略させていただきます。

特別会員のご芳名 :(株)駿河屋ビル様、 ニッピコラーゲンエ業 (株)様、テルモ (株)富士宮工場様

2.富士宮市立病院院長より感謝状をいただきました        1 1 .=
H28.11.23付 で、富士宮市立病院 院長米村克彦様より感謝状をいただきました.      ■鞠弩t

富士宮市の医療を守ろうとする活動に取組んでいる市民の会に感謝するとともに、   さす='t4■…t,… Ⅲ

医療問題の改善に向け、市民と医療関係者 とのパイブ役として、更なる活動を期待  |「 i■i■ 1三ril rllI

しますと述べられております。                           14■ l:■
:■

::FI.1■ 1111

3.平成 29年度 会員・協賛会員・特別会員を募集しています    ● 通鷺署1キ|■二11.

本年も会員・協賛会員・特別会員 多くの市民のご入会をお願いいたします。 |■ 1継:1警驚「 ヤI卜 二:

年鑽 :念

譴菖顆 醜脅討景押γ『 需几
λ°°°円姓、

■■干■

鉾 n‐ ― ― ― ― 鋒 ―
‐
― ―
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一
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○会報発行 :富士宮市地域医療を守る市民の会

○連絡先 :会 長 井野倉治 TEL 080-51153595  副会長 中田稔  TEL 0544-23-3690

副会長 坪井政和 TEL 0544-27-1749  副会長 赤池静枝 TEL 090-9947-2323


