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　政治の混迷、経済の低迷が続き、進むべき方向性を見失っているような我が国において、大きな
不安を胸に抱いている方は多いと思います。今、我々はどのように生きていけばよいのでしょうか？
もしかしたら、この不安定な時代こそ、我々の生き方の根本を問い直すチャンスの時なのかもしれま
せん。
　ところで、昨年3月石川病院は電子カルテを導入しました。患者の皆様の情報を多く保管し、必要
な時にすぐ見ることができ、診療の質を向上させるためです。以来、１０カ月がたちました。
　実際使用してみると、便利なことも多いのですが、かえって不都合な点も目につき、今一度、患者様
との関係という点において振り返ってみる必要がありそうです。医師や看護師は、患者様の顔よりも
電子カルテの画面を見ていることが多い、といったことはどこの病院でもよく聞かれることです。
　昨年、ラジオ深夜便というNHKの番組を聞いていた時、日本赤十字看護大学名誉教授の川島み
どり氏のインタビューがありました。その中で氏は“Te‒Arte”(手当て)ということについて話してお
られました。いろいろな治療にもなかなか反応せず、苦痛の表情を表していた方が、看護師の手によ
るマッサージで（ある方法があるそうですが）表情が一変し、落ち着いた状態を取り戻した出来事を
話しておられました。氏の話については、石川病院の看護師さんへコピーを配りましたので職員の
方はご存じの人も多いかと思います。
　このように、どのような時代になっても人と人との関係は、直接のふれあいが大切だということで
す。このコンピューター時代はともすると忘れがちですが、人間の根源には母と子のようなスキンシッ
プ、つまり、ふれあいを求めている部分があると思います。これは人間が人間である以上変わるもの
ではなく、ふれあいが希薄になってきている現在、ますます望んで得られにくいものとなっているの
ではないでしょうか。このことを忘れずに、今一度自分の診療を振り返ってみたいと思います。
　さて、今、石川病院では新しく、病棟の建て替えの準備が進んでおり、基本設計が出来上がりまし
た。アカシア病棟は平屋、一般病棟は3階建てで、平成26年竣工の予定です。限られた予算ではあ
るのですが、各責任者の方はより快適な環境を考えて頭を悩ませました。今年はこの病棟建て替え
の工事も始まります。また、皆様にご迷惑をおかけすることになりますが、どうかよろしくお願いいた
します。

新年明けまして
おめでとうございます
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　前回に引き続き、以下の2疾患につきその特徴とケアの
ポイントを述べたいと思います。
②血管性認知症（VaD）
●症例
　80歳代女性。2年ほど前からもの忘れが強くなり、意欲
が低下し、外出の機会も少なく閉じこもりがちです。20年
前からの高血圧で薬を内服しています。診察上出来事記
憶が悪くなっており、そのことを本人はある程度は自覚し
ています。「買い物などで外出はしますか。」と尋ねると、
「行っていません。こんな体になっちゃて…」と悲観的に答
えます。思考が鈍く、返答にも時間がかかります。身体面
では、手足の筋肉が硬くこわばり動作が緩慢となるパー
キンソン病の症状があり、また、認知テストでは実行機能
障害、注意障害も認めました。脳の状態をMRIでみると、
基底核という大脳の深い部分に小さな脳梗塞が多発し、
大脳深部白質には虚血（血流が不足した状態）によるダ
メージがみられます。以上の症状と画像所見から、血管性
認知症と診断しました。
●症状解説
　VaDには、皮質下性、皮質性、局所型などいくつかのタ
イプがあります。意欲低下やうつ状態、実行機能障害、注
意障害などは、皮質下性VaDに特徴的な症状です。皮質
下の深部白質は脳の各部位を結びつける線維連絡網の
通り道ですが、とくに前頭葉の深部白質での血流が不足
してしまうと上記の認知症状が出現します。なお、高齢者
では血管障害に加えてアルツハイマー病病変の共存があ
ることが多く、相乗効果で認知症が早まる可能性が指摘
されています。薬物治療には、血管拡張剤や抗うつ剤、向
精神薬剤を用います。
●適切なケア
　主に意欲低下や運動障害から、VaD患者さんは外から
刺激がないと自ら動こうとしない生活を続けがちです。こ
のような生活は心身機能の廃用を招き、認知機能が急速

に低下してゆきます。薬で効果がない場合、何か方策はな
いのでしょうか。
　この状況に対処する方法として、山口は、脳活性化リハ
ビリテーション（リハ）を提唱しています。同リハは、認知機
能を高めようとするのではなく、楽しく交わるなかで能力
を発揮し、認知症の方に元気が出て生活機能が高まるこ
とを目標とするもので、以下の原則からなります。
1） 快刺激で笑顔になる
2） ほめることでやる気が出る
3） コミュニケーションで安心する
4） 役割を演じることで生きがいが生れる
5） 誤りを避ける学習で正しい方法を習得する
　脳活性化リハは、快刺激による側坐核の活性化（やる気）
を目指すともいえます。快不快の感情は、認知症の最末期
まで残るものです。また、楽しく過ごせる環境作りも行わ
れるため、行動・心理症状の軽減が予想されますが、事実
効果も出ているようです。
③レビー小体型認知症（LBD）
●症例
　80歳代男性。1年前より家のいろんな雑務が出来なく
なったとして、受診。日中ボーッとしていることが多く、時に
虫や猫が見えると言い、追い払おうとさえするそうです。
なお、数年前より夜間睡眠中に大声を出すことあるようで
す。診察上、上肢に軽いパーキンソン症状がみられ、認知
テストでは視覚認知障害と記憶障害がみられました。ま
た、画像検査のMIBG心筋シンチグラフィで心筋での取り
込みの低下を認めました。以上の症状や画像結果から、
レビー小体型認知症と診断しました。
●症状解説
　LBDでは、αシヌクレインという蛋白がレビー小体とし
て大脳の神経細胞に溜まり、認知機能が悪くなります。
LBDの症状の特徴は、リアルな幻視や、症状が変動しや
すく一日のうちに頭がはっきりしている時間とボーッとし
ている時間が急に入れ替わること、パーキンソン症状、転
倒傾向、うつ症状、REM睡眠行動異常（REM睡眠中に夢
の内容が行動に出てしまう）などで、MIBG検査の結果も
一致しています。薬物治療には、少量のアリセプトや幻覚・
妄想に対する向精神薬剤を用います。
●適切なケア
　幻覚は、本人にとっては見えているものなので、介護者
に「見えない」と否定されると、暴力をふるうことがありま
す。介護者は、受容的に黙って聞き、その言動の意味を手
がかりとし、その場に応じた「よき演技者」となることが必
要です。LBDでもうつ症状を示すことが少なくなく、この
場合脳活性化リハの適応があります。

シリーズ

診療総括部長（神経内科）
吉長　知史

認知症を
めぐって
5

各認知症の特徴とケア

参考文献：山口晴保「認知症の正しい理解と包括的医療・ケアのポイント」協同医書出版（2010）
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トピックス●①

季節の飾り
患者サービス委員会

　　　は栗拾いというテーマで飾りました。か
わいい森の動物たちが折り紙の栗を拾いに来
ている風景を表現してみました。

　この号は新年号ですので、本来であればお
正月の飾りをご紹介できると良いのですが、編
集の関係でまだ構想の段階です。是非現場で
実物をご覧いただけるとありがたいと思いま
す。
　これからも石川病院に来てくださる患者さ
んやご家族さんが、少しでも癒やされる空間を
提供できるよう、工夫した飾り付けをしていき
たいと思います。

その2

　患者サービス委員会では、外来ホールを使
い7月から季節に応じた飾りをしています。前
回は7月・8月の飾りを紹介しましたので今回
は9月・10月・11月の飾りを紹介します。

　　　は秋祭りをテーマに稲穂や祭り半纏な
ど秋の収穫祭をイメージした飾り付けをしまし
た。外来に通院していらっしゃる患者さんや職
員から、栗やさつまいもなどの提供があり、賑
やかな飾りになりました。

　

　　　は紅葉をテーマとしました。職員が時
間をかけて折った紅葉の折り紙をたくさんちり
ばめてみました。ここでも外来通院していらっ
しゃる患者さんから柿の実やとちの実、里芋
などの提供があり、一緒に飾らせてもらいまし
た。

9月

11月

10月
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トピックス●②

ボランティア表彰
　12月5日、当院では毎年大量のタオルを提供
してくださったり等、長年に亘りボランティア活
動されている、加賀市野田町在住の西出弘一
さんを表彰いたしました。

地域医療連携室だより
石川病院公開講座のお知らせ
　石川病院では来る2月22日（金曜日）、夕方5:30か
ら「認知症ケア」をテーマに、国立長寿医療研究セン
ターから老人看護専門看護師である高道香織先生
にお越し頂き、講演会を開催します。
　日頃、関わりの中で困っていること、悩んでいる
ことの答えを教示頂けると思います。ふるって
ご参加ください。



第37号 平成25年1月たこうまつ

医療安全管理室だより 医療安全管理室　重野かおる

ノロウイルスの対処方法

　毎年11月頃から翌年の4月にかけて、ノロウイル
スの感染を原因とするウイルス性のおう吐・下痢症
が流行します。特に保育園（所）、幼稚園、小学校な
どの子ども達が集団生活を送っている施設では、
内部でヒトからヒトに感染し、爆発的に流行するこ
とがあります。
　ノロウイルス感染症は、牡蠣（かき）などの2枚貝
の生食による食中毒が有名ですが、保育園（所）、幼
稚園、小学校などで発生した集団感染の大半は、
誰かがまずノロウイルスに感染し、施設内でヒトか
らヒトへ感染して拡がっていくというものです。感
染しても、症状が出ない場合もあります。しかし、こ
の場合もウイルスの排出はあります。
●主な症状　吐き気、嘔吐及び下痢です。通常は、
便に血が混じることはありません。
●治療法　特効薬はありません。症状の持続する
期間は短い（平均1～2日）ですので、その間、脱水に
ならないように水分補給に努めましょう。もちろん、
元々病気があり大きく体力が低下しないかぎりは、
長期入院などはほとんどありません。

　　　
最も重要な予防方法は、手洗いです。
帰宅時、食事前には家族の方々全員が流水・石
鹸による手洗いを行いましょう。また、タオルの
共有は避けましょう。

貝類の内臓を含んだ生食は、ノロウイルスの原
因となることを知っておきましょう。高齢者や乳
幼児は、感染しやすい為、過熱をしたものを食
べるようにしましょう。
調理や配膳は、十分に流水・石鹸で手を洗ってか
ら行いましょう。
衣類や物品、嘔吐物を洗い流した場所は次亜
塩素酸系消毒薬を使用しましょう。　

スチームアイロンによる加熱が有効です。ただし、
1か所あたり2分程度加熱が必要です。その為、
広範囲の消毒には不向きです。
寝具などの消毒は、専門業者に依頼しましょう。
家庭用布団乾燥機では十分な効果は得られま
せん。
次亜塩素酸消毒薬（以下の表の次亜塩素ナトリ
ウム製剤）を使用して、適切な消毒を行いましょ
う。手で良く触る場所（ドアノブや電灯のスイッチ
など）は、頻回に拭くようにしましょう。ただし、
市販のものには、漂白剤が含まれますので衣類
等が変色することがあります。

●❶

●❷

●❸

●❹

●❶

●❷

●❸

ノロウイルス感染症とは?

家庭内でできる消毒方法

家庭内における注意点
●市販されている次亜塩素酸ナトリウム製剤
原液濃度 商品名

●使用塩素濃度　市販されている次亜塩素酸ナトリウム原液を希釈して使用します。

0.02% 次亜塩素酸
ナトリウムの調整

0.1% 次亜塩素酸
ナトリウムの調整

１％
５％
６％

１％
５％
６％
１％
５％
６％

ミルトン、ピュリファンなど
ハイター、ブリーチなど
ピューラックス、アサヒラックなど

原液10㎖ ＋ 水500㎖
原液10㎖ ＋ 水2.5ℓ
原液10㎖ ＋ 水3ℓ
原液10㎖ ＋ 水100㎖
原液10㎖ ＋ 水500㎖
原液10㎖ ＋ 水600㎖

50倍
250倍
300倍
10倍
50倍
60倍

日常の拭き取り清掃
調理台や調理器具
床、ドアノブ、おもちゃ等

おう吐物や排泄物で
高濃度に汚染された場所
排泄後のトイレの便座等

原液濃度 希釈 方法 用途
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職 員 紹 介
   当院に勤務している職員の自己紹介コーナーです。

ボイラー技士

西村　長康

　こんにちは。ボイラー技士の西村長康（にしむら
ながやす）です。石川病院に勤めて３５年目になりま
す。生まれも、育ちも地元加賀市です。
　皆様には、ボイラー技士という職業は馴染みがな
いかと思いますが、簡単に言うと、石川病院で使用す
る水を温めて温水を作ったり、蒸気を作ったりする機
械の管理をしています。また、それ以外に病院内の修
理や冬場における除雪など、病院内におけるあらゆ
る雑用をこなしています。
　私の仕事は、医師や看護師さんみたいな華やかな
ものではありませんが、病院には欠かすことが出来
ないものだけに、日々誇りをもってやっています。
　これからも、よろしくお願いします。

　こんにちは、１病棟の佐藤恵子（さとうけいこ）です。
石川病院に来てまだ１ヶ月の駆け出しです。出身は金
沢市で、それまでは金沢医療センターで働いていまし
た。結婚を機に石川病院に転勤してきました。
　ここに来てからの私のちょっとしたお気に入りは
帰り道で見える夕日に染まる白山の景色です。金沢
にいた時は、あまり山が見えることがなかったので気
にすることもなかったのですが、初めてこの景色を見
た時なんてきれいなんだろうと思いました。天気の
良い日、仕事を終え帰り道でこの景色を見ると、とて
も美しくて心癒されています。
　最初は分からないことが多く、スタッフの方々に協
力をしていただき、また患者様からも石川病院は昔
こんなんだったよとか、売店は土日やってないよなど
いろいろなことを教えていただいています。
　まだまだご迷惑をおかけするかも知れませんが、
一日も早く慣れて患者様のお役に立てるよう頑張り
ますのでよろしくお願いします。

看護師

佐藤　恵子
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名勝史跡紹介

国指定史跡　九谷磁器窯跡（くたにじきかまあと）

◆所在地　加賀市山中温泉九谷町
◆指定年月日　昭和54年10月23日

　｢古九谷｣は、近世初期の三大色絵磁器の１つで、その大胆な図柄、流麗な筆づかい、
深みのある色調は、日本磁器の代表的作品として、海外にまで広く知られている。
　昭和４５年からの本格的な調査によって、三基の窯跡の全貌がほぼ明らかとなり、日
本の磁器窯創始期の様相を示す重要な遺構として、国の史跡に指定された。

（九谷磁器窯跡内案内板より）

  今回は、加賀市3箇所の国指定史跡のうち九谷磁器窯跡のご紹介です。
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石川病院
NATIONAL HOSPITAL ORGANIZATION
ISHIKAWA NATIONAL HOSPITAL

〒922-0405  
石川県加賀市手塚町サ150番地
TEL（0761）74-0700㈹
FAX（0761）74-7642
地域医療連携室  74-0782
E-mail : admin@ isikawa.hosp.go.jp
http://www.hosp.go.jp/~isikawa/

❶
❷
診療受付時間 8:30～11:30（再来患者様は予約制）
専門外来は完全予約制です。予約に関しては外来（代表電話0761-74-0700）までお問い合わせ下さい。

内
　
　
科

専
門
外
来

総 合 診 療 科

神 経 内 科

内 分 泌 内 科

腎 臓 内 科

一 般 内 科

内視鏡（胃カメラ）

内視鏡（大腸カメラ）

ペースメーカー

もの忘れ外来

フットケア外来

呼 吸 器 科

小 児 科

心 臓 血 管 外 科

消 化 器 外 科

整 形 外 科

一 般 外 科

区　　分 月 火 水 木 金

14:00～16:30

9:00～11:30

吉長　知史

非 常 勤 医

非 常 勤 医

本家　一也

吉田　弘範

津田　基晴

水野　美幸

平野　晃一

平野　晃一

本家　一也

平野　晃一

吉田　弘範

馬場　國男

袖本　衣代

平野　晃一

◎外来診療担当医表 平成25年1月1日現在

神田　享勉

吉長　知史

非 常 勤 医

非 常 勤 医

本家　一也

関　　雅博

平野　晃一

吉田　弘範

津田　基晴

井尻　茂之

北村　和哉

平野　晃一

関　　雅博

山下　尚洋

柴田修太郎

橋本　　篤

津田　基晴

本家　一也

平野　晃一

津田　基晴

北原　征明

平野　晃一

吉長　知史

水野　宅郎

伊藤　弘樹

吉長　知史

本家　一也

関　　雅博

平野　晃一

吉田　弘範

馬場　國男

平野　晃一

伊藤　弘樹

あけましておめでとうございます。昨年はオリンピックの日本女子の活躍に感動しましたが、野球好
きとしては、３月からのＷＢＣ（ワールド・ベースボール・クラシック）が気になります。３連覇なるか！と
いった話題が先行していますが、感動的なフィナーレを今年も期待します。　　　　　　　（Ｙ．Ｔ）

編集
後記

皮膚科

眼　科
松田　秀岳
大野　　崇


