からだやこころの不 調など、病 気についてなんでも相談できるよう、お互いの
信 頼関 係を築きましょう。

①なんでも気軽に相談できる身近で頼りになる医師のことです
②必要なときには専門医、専門医療機関を紹介してくれます
③地域医療、保健、福祉を担う幅広い総合的な知識を有する医師です

医師や看護師が 不足して
いる 柏 崎・刈 羽 地 域 で、
満 足のいく医 療を受ける
医を持ちましょう。

・将来、高齢や病気で 通院でき
なくなったときも相談に乗って
もらえます

知っておきたい
医療保険制度

かかりつけ医を見つけるには！
むずかしく考えることはありません。
まず近くの診療所を受診してみてください。
自分に合うと思うかかりつけ医を、
あなた自身が決めてください。

●多くの場合、かかりつけ医のところで、問題は解決します
●専門医の診察や高度な検査が必要な場合は、かかりつけ医
が適切な病院・診療科を紹介します
（監修：柏崎市刈羽郡医師会）

役立つふろく

●体調不良のときや健康に不安が生じたとき、健康診断で
異常が見つかったとき、いきなり大きな病院ではなく、まず
「かかりつけ医」
に相談しましょう

知っておきたい
介護保険制度

専門医療を受けたいときも、
かかりつけ医に相談しましょう

3

救急車の
利用の仕方

ために、ぜひ、かかりつけ

・かかりつけ 医を持 つことで、
適切な医療をスムーズに受ける
ことができます

休日・夜間の
救急診療

●かかりつけ医を持ちましょう

かかりつけ医の
すすめ

かかりつけ医とは？

医療との上手な
付き合い方

2 かかりつけ医のすすめ

医療との上手な
付き合い方

かかりつけ医のコメント

かかりつけ医の
すすめ

新潟県は全国的に見て人口当たりの医師数が少ない地域ですが、柏崎市・刈羽村も
例外ではありません。それは開業医の数の面でも同様で、かかりつけ医となるべき開
業医そのものがたいへん不足しております。
「短い待ち時間、ゆったりとした説明・
診療、いつでも対応できる在宅医療」などは理想ですが、一方でそのような形を実現
するのは大変難しい実情でもあります。
私たち開業医もかかりつけ医として住民の皆様のご期待に応えるよう努力しており
ますが、住民の皆様のご理解とご協力がないと、診療が成り立たないのも現状です。
開業医の努力と住民の皆様のご協力を両輪として、柏崎・刈羽地域のかかりつけ医
機能をより良いものにしていきたいと考えております。
（柏崎市刈羽郡医師会）

休日・夜間の
救急診療

●医療機関の役割分担と連携

適切に医療が提供できるように、医療機関がお互いに連携しています。

連携イメージ
救急車の
利用の仕方

診療所

必要に応じて紹介

（医院・クリニックなど）

知っておきたい
医療保険制度

からだの
不調

かかりつけ医
などへ

初期の医療など、
日常的な診療や健康
管理、病気の予防
などを行います。

症状が安定したら
かかりつけ医へ

病

院

知っておきたい
介護保険制度

高度な医療機器や
設備で、専門的な
診断・治療、および
入院・手術などを
行う医療施設です。

○○医院、△△クリニック、□□病院など、医療機関の名称はさまざま
ですが、医療法では「病院」と「診療所」に区別されます。

役立つふろく

「病 院」・・・ベッド数が20床以上の医療施設
「診療所」・・・ベッド数が19床以下、またはない医療施設
「診 療 所」のほとんどが 開 業 医です。「病 院 」と
「診 療 所」が連 携して、
びょうしん

患者の症状や医 療 機能に応じて役割分担することを「病診連 携」といい
ます。
4

初診時の加算

正式には「診療情報提供書」といいます。
患者さんの症状や病名、どんな検査・治療を
したか、病状の経 過など、治療に必要な情報
が書かれています。
患者さんにとっては、
・医師間であなたの情報がきちんと共有される
・重複した検査をしなくて済むなど、スムーズで
無駄のない医療が受けられる
などのメリットがあります！

休日・夜間の
救急診療

●かかりつけの歯科医を持ちましょう

メ

リ

ッ

ト

●歯の周囲の歯石取りをしてもらい、歯の健康を
保ちましょう
●歯磨きの仕方や食生活について相談しましょう

知っておきたい
介護保険制度

●歯科健診を受けましょう

知っておきたい
医療保険制度

日頃から、気軽に相談ができる「かかりつけの歯科医」を持つことで、
むし歯や歯周病になったときの治療はもちろん、お口の健康を保つための
予防など、受診がスムーズにできます。
また、症状によっては適切な医療機関を紹介してくれます。

救急車の
利用の仕方

むし歯や歯周病は気づかないうちに進む病気で、自分で気づいたときには、すでに
重症になっていることが多くあります。自覚症状を伴わないむし歯や歯周病の場合、
3～６カ月間隔での定期健診を受け、予防と早期発見・早期治療に心掛けることが
重要です。

かかりつけの歯科医を持つ

かかりつけ医の
すすめ

紹介状を持たずに200床
以上の病院を受診すると、
初 診 料 とは 別 に「保 険 外
併用 療養費」が加算され、
窓口で支払う診療費（自己
負担分）
が通常より高くなる
場 合 が ありま す。こ れ は
「かかりつけ医」を推進する
ための仕組みです。

医療との上手な
付き合い方

紹介状とは？

けん こう

細菌感染・ウイルス感染を予防する観点からは
「 口 腔 内を清 潔に保つ」事が 非 常に大 切です。
近年、口腔ケアをきちんと行うことが肺炎の改善
や予防に有効であること、インフルエンザの発症
率を抑えるという事が明らかになっています。
5

役立つふろく

健康は健口から！

（監修：柏崎市歯科医師会）

医療との上手な
付き合い方

●かかりつけ薬局を持ちましょう
保険薬局では、処方された薬の内容を記録する個人別の「薬歴簿」
（薬のカルテ）を作
成しています。服用した薬の履歴やそのときの体調の変化、アレルギー歴、副作用情報
のほか、市販薬やサプリメントの記録も行います。
的 確な服 薬 指 導を得 るためには 、患 者さん自身がこれらの 情 報を薬 局 薬 剤 師に
伝える必要があり、薬局と信頼関係を築くことが重要なポイントです。

かかりつけ医の
すすめ

かかりつけ薬局を持つ

メ リ ッ ト

休日・夜間の
救急診療
救急車の
利用の仕方

●薬の服用歴があるため、処方
を変更した場合、薬の効き目の
違いや注意点などを詳しく聞く
ことができます

●二つ以 上の 診 療 科にかかっている
場合、薬の重複を未然に防いだり、
飲み合わせの可否などを確かめたり
することができます

●「どうも飲み忘れが多くて」
など
という場合、残 薬を確 認して
医師へ連絡し、処方された薬の
投与日数を調整してもらうこと、
必要があれば同じ服用時点の
薬をひとつの薬包にまとめる
など、患者さんの服薬 状況を
理 解した上で、きめ 細やかな
対応ができます

●ジェネリック医薬品を希望する場合、
変更可能な処方であれば、相談の上、
適切なものを選びます
●来局が困難な場合、薬を届けてもら
い自宅で服薬指導を受けること、服用
の際の薬ごとにまとめてセットしても
らうこと、などのサービスを受けること
ができます

知っておきたい
医療保険制度

ジェネリック医薬品とは?
先発医薬品(新薬)の特許が切れた後に、医薬品メー
カーが製造・販売する薬のことです。

知っておきたい
介護保険制度

・先発医薬品と「同じ有効成分」を持ち、同等の効能・
効果が得られます
・先発医薬品のように、研究開発に長い年月と莫大な
研究開発費がかからないため、薬の値段が３～５割
程度も安くできます

役立つふろく

先発医薬品と効き目や安全性が同等であることが
証明されたものだけが、厚生労働省によってジェネリック
医薬品として承認されます。

お薬手帳を
活用しましょう
「 お 薬 手 帳 」とは
あなたが使っている
薬について記録して
おくための手帳です。
1人１冊用意して、
医 療 機 関や薬 局に
行 くとき に は 必 ず
持っていきましょう。

ジェネリック医薬品を希望する場合には、医師また
は薬剤師に伝えてください。
※すべての医薬品にジェネリック医薬品があるわけではありま
せん。治療内容によっては、ジェネリック医薬品に変更でき
ない場合があります
（監修：柏崎薬剤師会）
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