
有床診療所が全国では急激なペースで減少し
ている中で、2013 年 8月、あえて入院設備を有
した病棟を増設し、同時に在宅医療も展開して
いる大子町の吉成尚先生を訪ね、話を伺った。

― なぜ入院棟を作られたのですか？
今年の茨城県医師会報新年号にアブラハム・
マズローの欲求 5段階説を引用して、その理由を
書かせていただきました。若いうちは自己実現の
ために頑張るのもいいけれど、ここまで生きてみ
たら、患者さんに育てられたことに気づきました。
それを恩返しすることが「自己超越欲求」になる
のかもしれません。
今日、在宅医療が重視されていますが、ここ大
子町には7つの介護療養施設があり、病院も3つ、
有床診療所もここ以外に2つあります。ですから、
地域特性として自宅での看取りはあまり要望がな
いのです。ずっと診てきた患者さんを看取るとな
れば、やはり入院施設でなければ地域住民から
受け入れられないということもあって、入院棟を
建てました。

― 今の時代、あえて有床診療所にされたことで
大変な困難があったのではないかと推察します。
一番困ったのは経営ですね。当初は19床でや
ろうと思ったのですが、スペースの関係で17床に
なりました。17床といえども昼間は看護師が 3人
いますし、看護補助者も2、3人います。入院患
者は17床の半分も埋まらない時もありましたか
ら、7対1の病院以上の人員配置です。委託して
いる給食も負担が大きく、毎月1,000万円の赤字
が続きました。最初は銀行が運転資金を貸してく
れたのですが、銀行から「そろそろにしてください
よ」と言われ、自分の貯金をつぎ込んでいき、倒
産するのではないかと、生きた心地がしませんで
した。入院が 8割ほど充足して、ザルの水漏れ
が止まるのに1年半かかりました。何とか乗り切っ
て、今では良かったと思っていますが、人にお勧
めできるものではないですね。

― 地域包括ケアの時代だからこそ、有床診療所
は必要ですね。
国もやっと認めるようになってきました。有床
診療所には4、5年前までは48時間ルールとい
うのがあり、原則は2日経ったら出なければいけ
ませんでした。やっと撤廃されて、それどころか、
これからは地域医療にはなくてはならないなどと、
言うことが逆になりました。今回の診療報酬改定
でも、施設を充実すれば微量ではありますがプラ
スになりました。

― 整形外科医から総合医をめざしてこられたのに
は、どんな理由が？
私はもともと整形外科で、総合医には全く関心

がありませんでした。病院を退職し、ここで診療
所を始めて考えが変わりました。高齢者が多くの
疾患を抱えて来院してくるのです。「それはよそで
診てもらいなさい」と言っても、患者さんは行か
ないのです。地方ですから、交通の足もそんなに
あるわけではありません。今でこそケアマネジャー
が医療介護福祉連携の調整役を果たし、患者さ
んのお世話をしていますが、私が診療所を始めた
当時は臓器専門医ばかりで、総合的に一人の患者
さんの心身を管理する医師がほとんどいませんで
した。もちろん世の中も必要性を認識していませ
んでした。私は地域医療には総合診療が必要で
あるという信念を持つようになり、十数年間、東
京に通い総合診療の研修に励みました。そうこう
しているうちに、にわかに世の中の情勢が変わり、
総合医の必要性が叫ばれるようになり、私もプラ
イマリ・ケア認定医資格をいただきました。

― 総合医をめざす医学生の研修も担っておられ
るのですか？
水郡医師会は県からのモデル地区として、5年
位前から、毎年3、4人の医学生を受け入れてい
ます。彼らは各医療機関に分かれて見学やディス
カッションをしています。そのほかにも人づてに
興味があるという学生が来られたことがあります。
私の医院も、県の保健福祉部からの依頼で、こ
れから始まる新しい専門医制度の中の、県立中
央病院総合診療研修プログラムの研修医療機関
の一つとして登録させていただきました。

―認知症サポート医になられたのも総合医の一環
ですか？
認知症サポート医になったのは去年です。昨
年、国の新オレンジプラン（認知症施策推進総合
戦略）ができて、各市町村に認知症サポート医を
配置することになりました。県の目標は2年後に
80人ですが、私は30人目ですから全然足りませ
ん。私がなぜサポート医になったかというと、新
オレンジプラン以上に、70床の特別養護老人ホー
ムの嘱託医として必要だったからです。当医師会
には精神科が 1施設ありますが、そこは非常に
患者さんが多く、忙しくてこちらから送ることがで
きないのです。それで自分で認知症というものを
勉強しました。そうすると、私が今まで使ってい

なかった向精神薬を、認知症の患者さんに通常の
1/4とか1/5とか本当に僅かな量を投与すること
によって、認知症の徘徊・暴力・不潔行為・昼夜
逆転といった周辺症状を落ち着かせることができ
ることが分かりました。まだまだ実地医家は認知
症に安定剤は使っても、向精神薬は怖くて使いま
せんね。でも、今後、実地医家はそれをやらなく
てはいなけないと思うんです。昔は厚労省は4大

疾病として、癌、脳卒中、急性心筋梗塞、
糖尿病を挙げていましたが、5 番目に
認知症を言い出しました。つまり、認
知症は特別な疾病ではありません。700
万人というのは糖尿病に近い患者数で
す。これはやはり地元の実地医家がや
らなくてはいけない、やりがいもありま
すね。

― 本当に多忙なご様子ですね。県医師
会報のご寄稿を拝見しましたところ、最

近は患者さんから「先生こそ体を大事に」と、声
を掛けていただくことがあるそうですね。
患者さんと一体だと感じます。忘れられないの
は、在宅で療養されていた胆管癌の末期の患者さ
んを看取る2日前のことです。「じゃあね」って、
患家から去る時に、「先生も体に気をつけてね」っ
て。亡くなる2日前の患者さんに言われたんです
よ。びっくりすると同時に玄関で涙が出ました。
信頼関係もあったのでしょうけれども、そこまで
優しい患者さんだったのかと。

― まさに患者さんとともに生きているという先生
のお仕事ぶりを聞かせていただきました。ありが
とうございました。

患者さんに育てられ、感謝して
～入院病棟を増設して3年～　　

Doctor's File
会員インタビュー

Vol.15 　吉成　尚先生吉成医院　院長

1984 年滋賀医大卒、自治医大入局。1989
年吉成医院副院長。2008年吉成医院院長。
2010年水郡医師会副会長。2013年プライ
マリ・ケア認定医。
2015年認知症サポート医。

左の建物が入院棟（名称「開業 50 周年記念棟」）。
１階が介護保険リハビリ施設で、2 階が病室）。
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