［第1特集］

今次診療報酬改定は、本体部分が 年ぶりのプラス改定となったが、診療所の再診料の引き下げが取りざたされるなど、
診療所にとっては今回も厳しい改定内容が予想される。

本特集では、診療所の外に飛び出して地域の中で多様な活動を展開している診療所の事例研究を中心に、
「地域のヘルスケアリーダー」
となるポイントを解説する。

山本典男氏

今後は経営面から見ても
「地域住民のヘルスケア全般を支えるかかりつけ医」
となることが望まれているといえよう。
北浜医療総合経営代表

「かかりつけ医」
「総合医」
として、地域のゲートキーパー的役割が求められている開業医。
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出前健康教室や
婦人会の旅行同行など
開業医は院外での活動を
今後は展開すべき

識者に聞く Part 1

一昨年 4 月に在宅療養支援診療所が創設され国主導で在宅医療へとシフトするなど、
今では院外での診療活動も強く要請されている。

さらに、今年 4 月から実施される特定健診・特定保健指導においても開業医の関与が期待されており、
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なか、医療の質を高め、地域から厚い

◦懐古料理セミナー
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北浜医療総合経営が企画した
医師も交えたイベント例
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