地域のみなさまと葵会を結ぶ
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が専門となるかと思います。出身は東京で進学やら仕事やらで関東

のあちこちに住みましたが、大学院進学のために０歳だった子どもと２
人で京都に来て以来、京都の住み心地の良さにはまってしまい、その後
夫もこちらに移ってきて今は家族４人で暮らしています。
さて、当院の特徴の一つに「無料・低額診療事業」を利用できるとい
うことがあります。皆様はご存知かと思いますが、この事業は、生活困
難な方が無料または低額な料金で医療を利用するための制度で、社会福
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祉法で位置付けられています。恥ずかしながら私は数年前までこの制度
を知らず、たまたま学会で座長をしていたセッションで発表を聞いて知
りました。どうも医師の間では認知度の低い事業のようで、その発表の
ときも制度の説明と質疑応答がありましたし、周囲の医師も知っている
人は多くはありませんでした。すべての人に医療を受ける権利があると
いうことに疑問をもつ医師はいないと思いますが、その権利を担保する
方法や適応については、他の医療職や福祉職の方からの助言や提案が必
要かもしれません。当院では、医科および歯科の外来と訪問診療のいず
れでもこの事業を利用できますので、経済的な問題で必要十分な医療が
受けられていない場合は、一度ご相談ください。
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