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　認知症は、認知機能を担う大脳が徐々に壊れて、
日常生活や社会生活に支障をきたしている状態で
す。一方、認知症は、現在、適切な治療やケアがある
と、その予後やQOL（生活の質）は大きく改善します。
認知症の早期診断・早期治療に係る専門外来が、「も
の忘れ外来」です。もの忘れが気になったり、認知症
が疑われた場合には（図）、「もの忘れ外来」や「メモ
リークリニック」が開設されている専門医療機関を受
診しましょう。
　石川病院の「もの忘れ外来」では、まず、患者さん
の症状とその経過をよくお聞きして、神経学的診察
を行い、簡易な認知機能検査や血液検査、頭部MRI
など画像検査を行います。また、通常、より詳しい認
知機能の検査を行います。これは、どの認知領域（ド
メイン）がどれ位やられているかを知ることが診断
に役立つためです。さらに必要に応じて核医学検査
（脳血流SPECT、心筋MIBGシンチ）を追加します。
これらデータを総合して、診断します。認知症発症の
一歩手前の状態である「軽度認知障害」の判定には
特に注意しています。

　治療に関しては、血液検査や画像検査を終えた時
点で診断できる認知症性疾患として、内科的疾患（甲
状腺の異常、ビタミン欠乏など)や脳外科的疾患（正
常圧水頭症、慢性硬膜下血腫など）がありますが、こ
れらの治療可能な疾患を発見することが大切です。
認知症をきたす原因疾患の多くが、血管性認知症を
除き、脳の神経細胞が減少してゆく原因不明のいわ
ゆる変性型認知症です。なかでもアルツハイマー病
は、認知症患者の約半分を占める最も頻度が高い疾
患ですが、実は、この10年余りで治療面に大きく進
歩がありました。現在4種類のアルツハイマー病治
療薬が利用可能であり、いずれも進行を遅くするタ
イプの薬ですが、症状改善に一定の効果が報告され
ています。認知症のすべてに治療薬があるわけでは
ありませんが、適切なケアは認知症患者のみならず
家族のQOLを向上させます。
　以上のことより、もの忘れ外来の意義とは、１つに
は治療可能な認知症を診断し治療することです。も
う１つは、根本的治療薬のないアルツハイマー病の
場合でも早めに発見して薬を開始することで、患者
さんに意思を反映させながら様々な対策を考える時
間の余裕が得られることです。
　また最近のデータでは、運動習慣は認知機能の低
下を抑制する、あるいは生活習慣病を適正に管理す
ると認知症の発症や進展を抑制できることが示され
ています。まさに認知症治療も新たな時代に入りつ
つあるといえると思います。

診療総括部長（神経内科）
吉長　知史
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トピックス●①

「看護の日」イベント開催と
「ふれあい看護体験」の受け入れ

副総看護師長　平野　哲則

　今年も石川病院では外来ホールで看護の
日を開催しました。参加者は、外来受診の合間
に、あるいは近所の方が、事前に配布したチラ
シを手にわざわざ足を運んで下さるなど、小
雨の降る中、当初見込んでいた80名を遙かに
超える、97名が参加され、大盛況でした。特に
長蛇の列ができた人気コーナーは「骨密度測
定」です。石川病院の特徴として、外来に来ら
れる方は中高年の方々が多く、普段から骨の
健康に関心が高いことがうかがえます。

　また、同日に近隣の高等学校の生徒
4名が「ふれあい看護体験」に参加され、純真
な笑顔で患者さんを癒やしてくれました。
　参加された生徒さんは、白衣に着替えて、関
院長より一日看護師の辞令を交付されました。
少し緊張した面持ちで辞令を受け取った後、
病棟で実地体験を開始です。石川病院は高齢

の患者さんが多いので、接する患者さんは自
分のおじいさんやおばあさんの年代です。普
段同居しておらず、お年寄りを身近に経験して
いないこともあり、「おどおど」しながらの体験
です。しかし、患者さんから「ありがとう。」や
「気持ちよかったよ。」という反応を頂くと、表
情も一変し、距離感もぐっと縮まり、より積極
的に関われるようになっていました。ご協力頂
いた患者様に感謝申し上げます。

　ここで参加して
くれた生徒さんの感想を一部ご紹介します。

　看護師になりたいと思っているので、
お年寄りと触れあえて、ありがとうと言っ
てもらえ、とてもうれしかった。改めて看
護師をめざそうと思いました。

　実際に看護師さんの仕事を体験して
みると、思った以上に大変でした。でも、
やりがいのある仕事だと思いました。
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トピックス●②

石川病院市民公開講座を開催して
～病院給食における地産地消への取り組み～

栄養管理室長　浅井　慎悟

　石川病院栄養管理室ではこの食資源の豊
富な石川の地の利を活かし、また病院給食に
おける取り組みの可能性ということで、地産地
消を推進してまいりました。そして、この取り組
みを広く一般市民の方々へお知らせする目的
で、去る６月２２日（金）に「地産地消への招待」
と題して市民公開講座を開催しました。
　当日は洋食文化の歴史の講演、その後当院
の調理師が腕を振るいました地元の食材を使っ
た料理の試食会という二部構成で行いました。
　まず、第一部の講演会ですが、石川県出身
の食文化研究家で現在、大阪にあります梅花
女子大学の講師、東四柳祥子（ひがしよつや
なぎしょうこ）先生より、「お皿の上の近代～洋
食の歴史を中心に～」と題し講演をいただき
ました。
　鎖国の時代から開国へ。それに伴い西洋の
食文化がもたらされた背景についてユーモア
を交え、分かりやすく約６０分の講演を聴くこ

とができました。
　そして第二部の地産地消献立試食会では、
当院の給食で現在献立に取り入れているもの、
また、今後取り入れてみようと考えている献立
などを厨房機器メーカーのコメットカトウ様の
協力を得て全１５品目という豪華なラインナッ
プで臨みました。
　地の物を使用した料理の方は皆様にどれ
も好評でとても喜んでいただきました。更に今
回は北國新聞社様や加賀ケーブルテレビ様
の取材クルーも入り、公開講座の様子も紹介
していただきました。
　今後もこのイベントを機会に患者サービス
の更なる向上や、食育推進
による地域の活性化
へ寄与できる取り
組みを行っていき
たいと考えます。
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栄養管理室だより 栄養管理室長　浅井　慎悟

食中毒を防ぐ6つのポイント
　家庭での食中毒予防は、食品を購入してから、調理して、食べるまでの過程で、どのように、細菌を
「つけない」「増やさない」「やっつける（殺菌）」を実践していくかにあります。ここでは、「買い物」
「家庭での保存」「下準備」「調理」「食事」「残った食品」の6つのポイントで、紹介します。

●消費期限を確認する 
●肉や魚などの生鮮食
　品や冷凍食品は最後
　に買う 
●肉や魚などは汁が他の食品に付かないよう
に分けてビニール袋に入れる 
●寄り道をしないで、すぐに帰る

食材を買うとき1

●帰ったら生鮮食品はすぐに冷蔵庫へ保管する 
●肉や魚は汁が漏れないように包んで保存する 
●冷蔵庫は10℃以下、
　冷凍庫は－15℃
　以下に保つ

家庭での保存2

●調理の前に石けんで丁寧に手を洗う
●野菜などの食材を流水できれいに洗う 
●生肉や魚は生で食べるものから離す
●生肉や魚、卵を触ったら手を洗う 
●生肉や魚を切ったまな板
　や包丁は必ず洗って
　熱湯消毒する 
●ふきんやタオルは清
　潔なものに交換。
　台所は清潔に保つ

下準備3

●肉や魚は十分に加熱。
　中心部分の温度が
　75℃で1分間が目安

調理4

●食べる前に石けんで手を洗う
●清潔な食器を使う 
●作った料理は、長時間、室温に放置しない 
●温かいものは温か
　いうちに、冷たい
　ものは冷たいう
　ちに食べる

食事5

●作業前に手を洗う
●清潔な容器に保存 
●保存して時間が経ちす
　ぎたものは思い切って
　捨てる 
●温め直すときは十分に加熱 

残った食品6

参考：厚生労働省　政府広報オンライン
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検査科だより 臨床検査技師　山本　真弓

心電図って、なぁに??

　心臓は心筋細胞と呼ばれる筋肉細胞が集
まってできています。心筋細胞は電気的なエネ
ルギーを蓄えており、仕事の号令を受けると一
気にそのエネルギーを放出し、心臓がドキドキ
動くのです。しかし、心臓が発する電気はほん
のわずかであるため、自分でも他の人でもそ
の電気に気づくことがありません。心電図はこ
のわずかな電気を虫めがねで観察するように
大きく記録したものなのです。
心房の心筋細胞から発せられたエネルギ
ーによってP波が現れます。
次に心室の心筋細胞が発したエネルギー
でQRS波が現れます。
その後、心室の心筋細胞がエネルギーを充
電することでT波が現れます。

心電図とは❶

　心臓に異常があると、P波、QRS波、T波の
波の形や大きさ、向きや波と波の幅などが変
わってきます。その変化から、心臓が大きくなっ
ていないか、心臓の壁が厚くなっていないか、
心筋梗塞や狭心症がないか・・・などを推測する
ことができます。また、波形のバラツキから不
整脈をみることもできます。
　通常、心電図をみるのは安静にしているう
ちの1分程度です。その間に異常が現れない
時もあるので、心臓に負荷をかけて検査する
「負荷心電図」や、小さな機械を体に付けて
24時間の心電図を調べる「ホルター
心電図」などもあります。当院
でも検査をやってますので、
心臓の状態が気になる
方は医師にご相談く
ださい。

心電図とは❷

────左心室

────左心房

右心室──────

右心房────

心臓は上下と左右のそれぞれ
4つの部屋に分かれています。
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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。

事務

薮田　浩明

　みなさん、こんにちは。薮田浩明（やぶたひろあき）
と申します｡今年5年目の事務職員です｡
　これまで仕事をしていて、いろんなことがありまし
たが、その中でも特に感じた石川病院の良いところ
は、
●自然がいっぱいで空気がおいしい
●天気が良い日は景色がきれい
●敷地が広いのでのどかで落ち着く
●明るい人が多いので元気になれる
●みんな優しいので仕事をがんばれる
　これからも、もっとたくさん石川病院の良いところ
を見つけたいです。いろんな人と仲良くなりたいで
す。明るい職員が多いと言われるように元気に挨拶
していきます。自分のできることを一生懸命がんばり
ます。今後もよろしくお願いします。

　こんにちは。外来看護師長の荒木真澄（あらきま
すみ）です。昨年４月にこの石川病院に転勤してきま
した。毎朝出勤してくると、「たこうまつ」という、ここ
ではじめて出会った珍しい松が出迎えてくれ、仕事
への意欲を湧き立たせてくれます。私の中では「多
幸松」です。また柴山潟から見る白山連峰や病院内
緑地の四季折々の景色を眺めながら、朝に夕に大変
満喫しながら通勤しています。
　今年は２年目に入り、患者さんのお一人お一人の
お顔を思い浮かべながら、外来の改善点に目が向く
ようになりました。その一つとして、予約時間どおり
にできるだけ診療を受けられるようにしていきたい
と考えます。患者さんがいつでも気軽に医師や外来
看護師に相談ができ、安心して帰宅できる外来にし
ていきたいと考えます。どうぞみなさま、何なりとご
相談下さい。「病院行ってきたら（電話したら）気持
ちが楽になり、すっきりしたわ。」という、患者さんの
お言葉がいただけるようにがんばりたいと思います。
なお、ゆっくりお話しできるのは午後の時間かと考え
ますのでお願いいたします。
　では、この先しばらく暑い日が続きます。体調管理
が難しくなります。どうかちょこちょこと小まめに水
分を摂って、適当な昼寝もとりいれて、この夏をのり
越えましょう。

外来看護師長

荒木　真澄
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名勝史跡紹介

国指定史跡　法皇山横穴群

◆所在地　加賀市勅使町
◆指定年月日　昭和4年12月17日

　古来、花山法皇ゆかりの地と伝えられるこの山には、確認されているものだけで80
基の横穴がある。須恵器などの多くの出土品からみて、6世紀後半から7世紀末頃に
築造された墳墓であろうと推定されている。　　　  （法皇山横穴群内説明看板より）

  今回は、加賀市3箇所の国指定史跡のうち法皇山横穴群のご紹介です。
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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  FAX（0761）74-0782
E-mail : admin@ isikawa.hosp.go.jp
http://www.hosp.go.jp/~isikawa/

❶
❷
❸

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。
平成24年8月より、毎週木曜日も内視鏡ができるようになりました。（要予約）

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

榎戸　友里

平野　晃一

◎外来診療担当医表 平成24年7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

5月の「金環日食」、6月の「金星の太陽面通過」珍しい天体ショー、ご覧になりましたか？ なぜでしょ
うか？ 今世紀最後だとか言われると急に興味が湧いてくるのは…。 期間限定にそそられるのと同
じでしょうか。暑い夏がやってきます。「今年ならでは」のよい夏を！                                （C．S）

編集
後記

皮膚科

眼　科


