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包括医療の概念と琉球大学病院における

地域医療活動及びその展望

鈴木　　信

琉球大学医学部附属病院地域医療部

は　じ　め　に

戦後の病院の近代化の主体は病院管理学の導

入にあった.昭和24年東京に病院管理研究所が

設けられた.病院管理学が独立した医学の一分

野として大学の講座の位置を獲得したのは昭和

28年の東北大学に始まる.以後次々と大学に病

院管理学の講座が設けられ,さらに昭和38年に

は病院管理学の研究者や教育者を対象とした日

本病院管理学会が誕生した.病院管理学の成果

は中央検査部・中央材料部・中央手術部・Pf℃ ・

ICU・CCU　病歴部などとして具現化した.こ

れらは病院内のみにおける医療・看護・支持業

務等の管理を有効適切にするため中央化し,令

理化するものであったが,包括医療の実践の面

からみると病院管理の分野は病院内管理のみに

留まらず,病院機能を地域に進展させる方向に

拡大し,ことにその面が強調され,逆に地域か

ら病院機能を再評価することにも及んだ.かく

て病院管理学には2つの大きな流れを生ずるこ

とになった. 1つは病院内部の機能に重点をお

く狭義の病院管理学で,他は地域の中における

病院の機能を考察するものである.後者はこと

に疫学的手法をもって包括医療を推進するもの

であって,循環器疾患の成因に関する研究をテー

マに,筑波大学に地域医療学という講座が生ま

れたのも数年前である.地域医療学が病院管理

の新しい分野として独立しようとする気運さえ

生じている.

病院を1つの経営企業体と考えるならば,柄

院経営は資本主義的自由経済の流れに沿って,

医療の提供条件と医療を受け取る需要側の要件

によって左右される.しかし医療体系はそれぞ

れの国における医療発達の歴史的過程と社会制

度のもとで,過去の慣習と倫理と法によって規

制化される形で独得の形態をとっている.一方

近代医療の普及は広義の医療の社会化を生んtd.

その結果住民に健康を守ることに対する権利意

識を生じ,住民の受横間値が大幅に低下し,老

齢人口の極端な増加や医療技術の高度の進歩と

相侯って,医療費の極端な急増をもたらした.

かくて医療需要は際限なく膨大し,一方医療資

源は他の一般資源と同じく有限であるので,医

療資源の適正配分のみならず受寮の適正化を考

えざるを得ないこととなった.具体的には資源

利用の無駄を省き,資源の最大有効活用の実現

が叫ばれるようになった.そのためには医療不

信を排除し,医療費の公正化も必要である.過

正化実現のためには大学病院が卒先して卒後教

育の充実を計り,優秀なattending physician

(基幹中堅医師)-の病院-の送り込みを行うこ

とが必要である.一方地域にある医療機関は競

合することなく,それぞれの機能を生かして地

域のニードに応じた需要分野を分担し,高額機

器は一ヶ所の医療技術センターに設置して共同

利用するなど,多目的な地域医療計画を推し進

めることが要求されるようになった.これを病

院の機能からみると限られた医療提供能力をそ

の地域に最も有効に発揮する方策が問われてい

る訳であるから,地域内での他院との不要な競

合を避け,医療需要を適確に把握し誘導できれ

ば高い効率が期待できるであろう.そこでこの

ような地域医療計画に必要な資料を収集し研究

し策定する部門として,地域医療部が設置され

たと言える.それらの資料は膨大であるので,

コンピューターをフルに活用することが必須で
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復帰前,沖縄は医療面では極端に過疎であっ
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た。人口比で医師が本土の30%,病床数も60%

という極めて貧弱射犬況であり,しかも医寮機

関の大半は那覇市を中心とした本島南部に集中

し,東西1,000km,南北600kmの広大な海域に無

医有人離島が散在する状況であった.米国統治

時代に医療の近代化を目標として,沖縄にオー

プンシステムの政府立病院をつくったり,保健

所業務を拡大し保健婦活動を充実させるなど包

括医療の概念が一気に取り入れられたのである.

昭和44年には琉大保健学部が故武見太郎氏の卓

見に沿って包括医療の推進の概念を託したモデ

ルとして開設され,その学部のカリキュラムを

展開する形で医療を担当する場として附属病院

が設置され,それを後背地と合理的に結合し効

率化すべき部門として地域医療部があてられた

ものと考えられる.

琉球大学医学部の設置に際しては医学科が新

設され,保健学部が保健学科となったが,包括

医療の概念は21世紀に向かって一層発展推進せ

られるべきである.これらは21世紀を展望する

今日の時代の要求でもあり,将来の医師の素養

として大学医学科のカリキュラムにも組み入れ

られるべき性質のものであることは読者の御明

察でもあることと確信する.以下今迄述べた内

容の具体例あるいは各論として琉大地城医療部

の活動を紹介したい.

地域医療部の活動理念

地域医療部の活動理念には次の6つの柱があ

ると考えられる.

A.プレホスピタルケアの実践

病院が地域-足を延ばして住民検診を行い潜

在疾病や成人病リスク因子を見出して,これを

もとに健康管理システムを策定し,実施・評価

することと,住民の健康に関する啓蒙教育を行

うことによって成り立っている.これは予防医

学はもとより手遅れにならないための受診,高

額医療の回避,医療の効率化にも役立つ.

地域医療部は開設以来,沖縄の地域特性の1

つである無医遠隔離島に着目し,典型的遠隔離

島である波照間島,海路でしか交通のない西表
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西部地区を対象に包括的医療概念を基本に地域

サンプルとしての検診を行ってきた.ともに中

核病院まで日帰り圏でない第5級離島である!)

それらの地域の人口は前者で814名,後者で827

名と少なかった.しかし医療の面では最劣悪の

条件下にあったので離島モデルとして最適であ

ったと言える.しかし疫学的調査を目途に包括

医療を遂行するには人口規模が小さ過ぎる.そ

こで昭和57年度より人口約11,000人の久米島を

対象地域に加え,一層の精度をもった院外ケア

のサンプルとなることを期している.

包括医療推進の面から考えると,年次的に次

の地竣-移動する検診は好ましくなく,琉大で

は地域と密接な関連性をもって追跡調査を行う

必要性を強調し,医療情報伝送解析システムの

1つである心電図アナログデータ伝送端末局を

現地に設置した。このシステムからの通信によ

って中央局で心電図のコンピュータ解析を行い,

専門医がオーバーリードして助言をアンサーバ

ックする方式をとった.さらにファクシミリに

よる伝送によって文字・図形の伝送も行い,覗

地保健婦等の保健担当者の住民保健活動や現地

医療関係者の日常診療業務に協力し,さらに救

急医療にも助言できるような方式をとった.

これらの収集されたデータや検診データは日

常診療データとともに琉大病院地域医療部に蓄

積・ファイリング・保管され,いつでも出力で

きるように準備を行っている.さらに今後それ

らの入出力・管理を自動化できるよう計画中で

ある.昭和59年度より仲里村村立診療所に琉大

より派遣医師をおいて端末局の一層の充実をは

かり,また眼科・耳鼻科・整形外科等の協力を

得て病院全科を包含した形の総合検診を行う予

定である.

B.包括医療概念に基づく病院システムの策定

と展開

琉大病院開設当初計画された中央病床管理シ

ステムは計画倒れに終わり,病棟は各科配分に

なったが, PPCの考えは今も生きており,中央

検査部・中央放射線部・中央材料部1CU・CCU

人工透析室等として存在し,今後中央診療施設

はますます発展するものと考えられる.また潜



Concept of comprehensive medicine

在疾病や重複疾病の発見のため総合予診システ

ムを採用し、初診者すべてに検尿・胸部レント

ゲン撮影・心電図記録を行ってから予診をとり,

該当科にふり分ける方式を計画した.本法は充

分各科の理解が得られないまま今日に至ってい

るが,現在尚その概念は残っており一部の科で

実行されている.その中には院内共通の総合的

問診表をつくり,コンピューター処理によって

重複疾患や潜在疾患を早期に発見するなど部分

的には容易に実行に移せ,かつ患者や医療側の

省力化やスピードアップにつながるものも含ま

れている.

C.医療と福祉の連携したポストホスピタルケ

ア推進

日本の病院在院日数は短縮してきたとは言え,

現在尚30日以上であり,欧米の2倍以上になっ

ている.琉大病院はさらに長く昭和59年1月現

荏,平均在院日数は34.6日である.在院日数延

長は病床回転率を悪くし,病床有効利用の妨げ

となり,医療費急増の原因となる.一方患者に

はホスピタリズムを生ずる等の幣害の方が大き

い.現行の医療制度・医療慣習のもとでは困難

も多かろうが,検査入院や回復期患者のリ-ビ

リ,制癌療法等を行うセルフケアユニット,さ

らにはデイホスピタルのような医療密度の低い

医療施設や福祉施設との中間施設の役割がクロー

ズアップされる.またこれを最近急増しつつあ

る老人について考えてみると,福祉施設と呼ば

れる軽費老人ホームや特別養護老人ホームは福

祉行政の管理下にあるが,特に特別養護老人ホー

ムでは身体的欠陥をもつ老人が収容されている

ので,健康上の問題を続発することが多く,入

退所の管理は医療関係者が行う方が望ましい.

しかし現状では福祉担当者の支配下にあるため

ままならぬことが多く,福祉と医療の充分な連

携が不可欠と考えられる.

老人医療の最大の目標は,沖縄の百寿者がモ

デルとされるような健康若老人をつくることに

ある.彼らのそれまでの生活史から老人ホーム

のあり方を改善したり,健康保持の秘訣を医学

的に解明することも必要であるが,また一方超

高齢者の巡回検診・随時検診・必要時診査を行
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って,家族や-ルパーに対する状態に応じた医

療指示,在宅ケアや老人ホームにおけるホーム

ケアの指導を行う必要がある≡～4)寝たきり老人

に対しても在宅診査を行い,そのデータを基に

保健婦の指導を行ったり.家族介護者や-ルパー

の在宅ケアや移動風呂の指示等を行う必要があ

るラ)老老人や機能欠損を後退した要管理老人は

今後増加の一途にあり,彼らの健康管理システ

ムを探索し,老人が生き甲斐のある生涯を送る

ことのできるような方策を講ずることも必要で

!Jt3

D.地域特性に適合した医凍保健情報収集・解

析・管理

沖縄には広域に散らばった多くの無医有人牡

島があり,住民は医療過疎による離島苦を昧わ

わされている.日本国憲法の下では国f引まいつ

でもどこでも最良の医療を享受する権利がある

が,現状ではそれを満足させる策としてはコミ

ュニケーションシステムの充実と利用が最適と

考えられる.また沖縄は亜熱帯気候下にあり生

活様式も異なるために,疾病量や疾病構造等の

面において本土と違った多くの特性をもってい

る.そこでそれらの特性を充分に把握して,効

果的な受癖に結びつく様に資料を収集・分析し

て離島僻地住民が本島住民並の医療を享受でき

るシステムを策定することが必要である.その

1つが心電図・脳波・心音図・超音波等のアナ

ログデジタル伝送システムであり,またⅩ線写

真や顔や眼等の静止画像の伝送であP主　文字・

図形等のファクシミリによる伝送等である.こ

れらはいずれも伝送すると同時に収録・解析し,

データ管理を行い,かつ要望に応じていつでも

出力できるようなシステムとして考案されなけ

れば,住民や患者あるいは病院のいずれにとっ

ても充分効果的なものとはならない.そのため

にはコンピュータ化は必然的に不可欠な方法と

'^m

生体情報,ことに検査植は標準化されねばな

らない.検査値は機器の製造会社によって,ま

た使用する病院によって異なる.そこで病院毎

の各検査の正常値に関しては,入力された健康

者のデータの95%信頼限界から換算式を求めれ
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ば,比較・換算が容易である.この換算式も恒

常的なものではなく変動するので,コンピュー

タプログラムをフレキシブルに組み込んで自動

換算されるようにしなければならない.アナロ

グデータの自動解析に関しては,現状では毅も

信頼があって実績のあるのは心電図である.心

音図や心機図・超音波に関してはその解析プロ

グラムも人力方式も開発途上である.心電図に

関してはすでに伝送自動解析は軌道に乗ってお

り,欧米では商業ベースにのった電話伝送自動

解析の件数が一般心電図診断件数を上回ってい

るのが現状である.

現在心電図伝送解析を広域化する試みがなさ

れている.広域化には2つの意味がある. 1つ

は文字通り地理的広さを示すものである.外来・

入院患者のみでなく中央検査部・地域の医療施

設・検査センター,さらに県外を含めた広城外

部地域から入力・解析できるようにする.また

全国伝送解析ネットワークにすることも考えら

れているで)もう1つは医学的に広領域の人力を

することを意味する.即ち,自覚症,既往歴,

家族歴,理学所見,血圧,臨床検査所見,レン

トゲン所見等も入力して総合的な解析をしよう

とするものである.

総合入力診断は個別入力解析に比して感度が

高く,かつ診断価値が格段によくなるので信頼

度が高くなる.本システムを一次検診に応用し

た場合,専門医のオーバーリード件数を極端に

少なくすることが可能である.しかしその時点

でも専門医の協議診断に至適な数にまでスクリー

ニングされていない.そこで二次検診において

も精査方式をプロトコール化し,結果による管

理指導方式を決めることも研究対象である.こ

の段階で2ケタの精診者数にスクリーニングす

ることができれば,少数の異常例に専門医が集

中的に協力して協議診断することが可能となる.

また集録された情報を保有し,時系列的解析

を行えるようなプログラムを組めば歴年の変化

がわかる.また短期の場合はその前後変化から

負荷心電図解析にも応用できるf)検診の場合に

は診断標準化の他,大量処理と省力化が要求さ

れる.大量処理はコンピュータが得意とすると
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ころであるが,省力化の面では大量なキーボー

ド操作を省くために問診データのマークシート

からの入力方式が有用であろう.

伝送の問題に関しては,沖縄県の電話回線は

OH, VHS,マイクロウェーブ,有線の各方式

があり,地域医療部ではすべての方式について

伝送を試みた空-ll)南・北大東島のOH回線から

の伝送は,うなり現象と減衰によって不可能で

あったが12)通信・放送衛星が実用化されれば近

い将来には解決できるものと考えられる.また

混入雑音の多い本島の北部地域も電話回線の陸

地内配線や交換が行われて改善されるものと期

待されている.

静止画像伝送は現在は八重山圏,宮古圏,北

部牡島に設置されているが,解像力が悪く,最

も肝腎な胸部Ⅹ線の伝送には実用されていない.

NHKが開発を進めている高品位テレビが実現す

れば,画面の走査線が増え,画像が明僚になる

ことも期待される.また電々公社の開発による

高密度の伝送が可能になれば,迅速かつ良質の

伝送が可能になる.また将来,光ファイバー通

信が一般化すれば動画の伝送も可能となると考

えられる.その時点においては画像を通して患

者と相対しての診療が可能となり,診療の概念

を変えねばならない時代も来るものと思われる,

E.地域医療計画策走に関する研究

地城における医療提供に関係する人的・物的

医療資源の保有現況を知り,既存の中小病院の

診療圏の把握,大病院や大学病院の連環医療圏

の把握等を行い,医療投資への評価を行うこと

は医療行政の基本の一つであろう.また医療需

要者側の分析から疾病量や構造を知り,受療圏・

受診行動を追求するのがもう一方の重要な基本

事項であろう.その結果科学的に医療のニード

や提供面の欠損が求められ,医療資源の適正配

置のための計画が立てられるであろう.大学病

院が貴大価値を発揮すべく地域医療の諸活動を

行ってきた状況を述べたが,このシステムを生

かせば沖縄県の医療全体の独自性・固有性を知

り,全県的地域医療計画を考えることもできる.

沖縄県につくられた唯一の国立大学病院として,

琉大病院が証明かつ報告した実績をもとに県当
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局の上記計画への助言を行い,全県的レベルで

医療機関と行政との連携に役割を果たすことは,

地域に存在する大学医療機関としての道義的責

務でもあり行いうる社会的還元でもある.

F.教育問題

新しい医療者・患者関係を理解する基礎とし

て,限られた資源である医療の人類社会におけ

る地球的役割や地位を理解し,その倫理を確立

するために病院管理学・地域医療学を医学科・

保健学科における学生および卒後教育として行

う.学部カリキュラムとしては少なくとも20時

間の講義時間にホスピタルツアーと一週間の離

島僻地実習が必要と考える.また卒後教育も医

師・看護婦・技官・事務官等のすべての医療ス

タッフに適宜必要とされ,看護婦や地域救急隊

やボランティアに対する実地教育も必要と考え

られる.

ま　　と　　め

病院管理学の発達は病院機能の中央化・合理

化をもたらし,さらに包括医療の概念の導入に

よって今日の病院は単に患者収容施設から地域

における近代医療の総合センター-と発展をと

けたのである.しかし医療の近代化は高度技術

の導入とチーム医療をもたらし,医療の社会化

は医療ニードの増大と健康権の確立を惹起し,

さらに医療需要量のみならず医療の質をも変化せ

しめ,さらに老齢人口の増加はそれらと相侯っ

て医療費の急増をはじめ多くの医療福祉問題を

引き起こし,医療行政の合理的あり方が追求さ

れるようになった.このようにして病院は,也

域の中で包括医療を推進する医療センターとし

て地域医療計画の中に組み込まれて計画されよ

うとしている.

琉大病院地域医療部は日本本土に先がけて包

括医療システムの研究と推進を司どる部として

つくられ,地域の保健医療計画を策定し展開す

ることを目途とした。その活動理念には次のよ

うなものがある.第1はPPCを中心とした病院

機能の中央化,第2は病院機能の地域-の進展

の面で地域住民の潜在疾病の発見やリスク因子

155

をコントロールするプレホスピタルケア,第3

はデイケアやホームケアを計画し推進するポス

トホスピタルケアの実践,さらに第4は地域住

民の受診圏と病院の医療圏を求めることにより

地域のニード・医療欠損を知る.そして第5は

以上を総合して地域医療計画を立てることであ

t主　かくて琉球大学病院の真価を最大限に発揮

できると思われる.これらの概念を実行に移す

ためには通信とコンピュータを結合した生体情

報の伝送,解析,管理システムを必要とする.

今後電話回線のみならず,静止・動画画像や

ファクシミリを用いてアナログデータ情報,文字・

図形伝送等を行い,地域の総合的な健康管理シ

ステムが完備することになれば,憲法に保障さ

れているような包括医療の均等化・社会化によ

る21世紀の理想の実現ができることになるであ

ろう.

謝　　　　　辞

地域医療部の開設と活動推進に,そして1970

年代の沖縄県の地域計画を主導されその結果が

那覇市立病院・健康管理センターとして結実し

たが,長年地域医療部のために御尽力下さり御

指導賜った鈴木淳地域医療部前教授に心からの

深謝の意を申し述べる.

文　　　　　献

1)沖縄県人事課:特地・-き地勤務手当,人事関

係規集, 1585-1595, i桐眼県庁,那覇, 1976

2)佐辺悦子,安次冨郁哉,照喜名みち子,伊集弘

I.錆:、I∴　椋1、;v, iv:㌔ m二tR. iMil

闘二郎: lo0歳以上長寿者の社会的・医学的調

杏,沖縄県公衆衛生学会記録集, 9 : 98-106,

1977.

3) M. Suzuki, H. Sakugawa, E. Toda, K.

Furumi, T. Akamatsu and K. Suzuki: The

medical and sociological survey of cente-

narians on Okinawa, Proceeding of Inter-

national Congress of Gerontology 10 : 277,

1978.



156
鈴木　　信

4)与那嶺君枝,西表優子,垣花順子,幸地長仁,

安次富郁哉,森久恒,鈴木信,上地弘一,崎山

慧史:超高齢者の居住施設と介護について,第

21回日本病院管理学会総会一般演題抄錦集, 26,

1983.

5)喜舎場智子,佐辺悦子,安次富郁哉,山城高俊,

鈴木信,鈴木淳,仲村桂子:那覇市の寝たきり

老人健康診査と保健指導,沖縄県公衆衛生学会

誌12: 1-5, 1981.

6)岡田泰二:心電図解析センター全国連絡協議会

研究委員会報告書,東京, 1983.

7)照書名みち子,佐辺悦子,安次富郁哉,垣花順

子,鈴木信,鈴木淳:負荷心電Eg自動解析の二

次検診への応用,沖縄県公衆衛生学全記録集,

8 :86-91, 1977.

8)鈴木信,安次富郁哉,赤松隆,鈴木淳,麻生茂:

心電図伝送自動同時解析システムに関する研究

(第6報),医用電子と生体工学16 (特) :97-

98, 1978.

9)鈴木信,安次富郁哉.佐辺悦子,照書名みち子,

伊集弘子,鈴木淳:心電図電話伝送同時自動解

析システムの老人検診への応用と問題点,琉大

保医誌1 :44-51, 1978.

M. Suzuki, T. Akamatsu and K. Suzuki:

An on-line computer analysisof telephone

transmitted ECG through sound couplers,

Proceeding of World Congress of Cardiol-

ogy　8-1 : 554,1978.

ll)鈴木信,山城高俊,佐辺悦子,安次寓郁裁,伊

集弘子,鈴木淳:心電図伝送自動解析システム

の離島医療-の応用,病院管理16:83-89, 1979,

12)鈴木信,麻生茂,外聞政一,垣花順子,照喜名

みち子,安次富郁哉,粟島茂,竹内英夫,島田

通宣,城田書短,大湾政秋:病院機能の伸展一

生体情報伝送の試み-,病院管理13: 137, 1976.



157

A Concept of Comprehensive Medicine; The Concrete

Activities and It's Perspect of the Community
Medicine at University Hospital, University
of the Ryukyus

Makoto Suzuki

Department of Community Medical Service, University Hospital,

University of the Ryukyus

Key words : comprehensive medicine, patient behavior, computer analysis system of transmitted

medical information, regional medical program, principles of medical activities

The Department of Community Medical Service at University of the Ryukyus Hospital was

originally established as the department to provide and promote comprehensive medicine on

Okinawa. The principles for its activities have been gradually converted from hospital admin-

istration to community medicine. The development of hospital administration policy has produced

central laboratory, supply and surgical operating departments as well as a progressive patient

care system including C.C.U. and I.C.U.; it has also controlled the department of medical records.

Community medical service should have the following 5 aspects :

1. Pre-hospital care of population by control of pre-clinical illness and risk factors of adult

diseases.

2. Re-organization of hospital system by introducing the concept of progressive patient care

and a health screening clinic.

3. Post-hospital care to support day care and home care.

4. The control of the health of the aged population on Okinawa ( the area of greatest longevity

in Japan ) and.

5. A regional medical plan taking into account the area serviced by the hospital and the attitudes

to health services by the patients in that area. Planning should also recognize regional

medical demands and defects ( especially on many isolated islands ) which are characteristics

of Okinawa and should control, re-distribute and effectively use the limited medical resources

and materials in the community.

For the purpose of applying these principles, communication and computer systems must be

connected. Various kinds of medical data need to be transmitted through various communication

routes from the terminals and then memorized, standardized, filed and ordered for comparison with

other data whenever necessary.

It is hoped that the comprehensive health control system is successfully and universally

established in each community by the connection of medical science and technology.


