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　富士写ヶ岳、鞍掛山、そして白山へと続く美しい山々　これらは小学校から高校にかけて、いつも授業の合
間に眺めていた懐かしい風景でした。石川病院の近くにある塩浜町で生まれ育った私ですが、この４月から看
護師になって33年目にして初めて石川病院で勤務できることになりました。
　自分なりに心に感じた石川病院を表す3つの言葉を紹介したいと思います。病院の理念にある“私たちは患
者さんとともにあり”そして“Life”　と　“Last Hope ”です。長期療養を必要とする患者さんの命、くらし、生
きる、人生を患者さんとともに歩み、支えになれるよう職員が一丸となって努力していることがわかりました。
また急性期の患者さんは、地域で暮らす方ばかりで、救急医療の面でも地域へ貢献の大きさを感じています。
まずは患者さん第一に考えて持てる力の中でできる限りの努力を行っているのです。この３つのことを大切に
しながら石川病院の看護を看護課のひとり一人のあたたかい心で創っていきたいと考えています。石川病院
の看護に誇りを持って、ひとり一人がやりがいを感じることができる職場にでき
るようしたいと思います。
　職員は皆穏やかで優しい雰囲気をもっています。また、ベテランが多く、患者
さんの生活を整える看護の技にはとても熟達したものを感じます。これからは
経験知に加えて、確かな専門的知識や技術をもって、より患者さんに安心と満
足を感じていただける看護を目指して人材育成に努めたいと思います。
　どの職場においても、これまで大切にしてきたことは、伝え合うというこ
とです。そのために、まずはともかく病院の皆様といろいろ話し信頼関
係を築けるようにしたいと思います。気軽にお声をかけて下さい。どうぞ
よろしくお願いします。
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　まず、前回に引き続き、予定の最後の認知症の特徴とケ
アのポイントを述べます。
4.前頭側頭葉変性症(FTD)
   症例
　80歳女性。4年前より家事ができなくなり、３年前より
施設に通い始めたが、大声を出すことがあるとのことでし
た。神経学的精査を目的に近医から紹介がありました。診
察上、神経学的に異常はありませんでしたが、中等度の近
時記憶障害が認めました。診察中の様子を述べますと、突
如大声を出したり、手をパチパチ叩き出すことがありまし
た。また、問いかけに対して、オウムがえしに同じ言葉を答
えたりし、同語を反復することがありました。筆者がVサイ
ンをして眼前に出すと、それを真似てしまいます。「真似を
しないように」と言ってからVサインを出すと、「に」と答え
ました。これら奇異な言動は、どう解釈したらよいのでしょ
う(下記参照)。脳血流検査での前頭葉に広範な血流低下を
確認して、FTDと診断しました。
   症状解説
　辺りかまわずの大声や手叩きは「脱抑制」と言えるでしょ
う。また、同じ動作や同じ言葉の反復は、「常同行動」を思
わせます。提示されたVサインに対する模倣動作やそれが
制止された場合の言語による反応（強迫性言語反応）は、
自分の意図を挟まず環境依存性に反応してしまうという
「被影響性の亢進」と判断されます。前頭葉は、人間が人間
らしい行動を取るのに必要な諸機能を司っていますが、前
頭葉自体の機能低下で自発性低下がおきます。一方、前頭
葉は、脳の他の部位（後方連合野、辺縁系、基底核）からの
連絡線維を介して情報を受け取っていますが、その情報を
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適切に抑制しています。その抑制機能が低下してしまうと
「被影響性の亢進」、「脱抑制」、「常同行動」などが出現する
とされます。さらに、「病識の欠如」(社会のなかでの自己の
認識の欠如)も出てきます。
   適切なケア
　FTDは上記のような特徴的な精神症状、行動異常によ
り、対処の最も困難な疾患と考えられていますが、この症
状を利用してケアを行います。通常は近時記憶が保たれて
いるので、担当スタッフを決め、ケアの場所を固定すれば、
患者となじみの関係をつくることは可能です。作業療法の
選定に当たっては、過去の生活歴（仕事や趣味、嗜好）を把
握し、メニューを決定する。本人の趣味を1日の日課に組み
入れれば、被影響性の亢進や常同行動といった固執傾向
により、患者はその行為に没頭する（ルーチン化療法）。そ
の間は、行動異常も減少し、介護の負担は減少します。
　最後に、認知症の人を支える態勢について概観し、今後
の方向性を考えてみました。昨年8月に認知症高齢者数が
現在300万人を越えることが報道され、時を同じくして厚
生労働省は、認知症施策推進５カ年計画「オレンジプラ
ン」（平成25～29年度）を発表しました。同プランによる
と、1)早期診断・早期対応に係るかかりつけ医や医療機関
の更なる充実のほか、2)地域での生活を支える医療なら
びに介護サービスの構築、3) 地域での認知症の人やその
家族への支援の強化‥が掲げられています。つまり、地域
で認知症の人を支える態勢作りが施策の重要な柱の１つ
になっています。
　2)の介護サービスの現場である、加賀市のある小規模
多機能ホームを訪れてみました。街中の古民家を改装した
建物で、開放的な玄関では近在の人やスタッフが頻繁に出
入りしていました。施設としては、利用者の介護度や希望に
応じて「通い」、「訪問」、「泊まり」のサービスを提供してお
り、利用者のなかには認知症の人が少なからず居られる
が、特別な対応は行っていないとのことでした。ただ、利用
者の立場に立ったきめ細かなサービスを受けている皆さ
んの笑顔が、印象的でした。
　このような「地域に開かれた」施設は、人と楽しく交わる
なかで能力を発揮し、認知症の人に元気が出て生活機能
が高まることを目的とする「脳活性化リハビリテーション
（リハ）」にはうってつけの場所だと感じました。認知症への
薬物治療の効果が限定的である今、充実すべきは認知症
のケアではないでしょうか。脳活性化リハを含む理論的に
妥当なケアの方法が確立され、この施設が、そうした有効
な認知機能訓練の場になれば、さらに素晴しいであろうと
思われました。
参考文献：日本認知症学会：認知症テキストブック．中外医学社：2008
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　平成25年2月22日に地域医療連携室が初めて主催する公開講座が開催されました。当院は石川県南
加賀医療圏にある240床の亜急性期から、リハビリを中心とした回復期、慢性期医療を中心とする病院
で、一般病棟1単位、障害者病棟2単位、重心病棟1単位があります。入院患者も高齢者が多く、認知症の
方も増えています。当院でも認知症の方への対応に疑問や悩みを抱えながらケアを行っています。
　今回、独立行政法人国立長寿医療研究センターより老人看護専門看護師　髙道香織先生を招き「認
知症ケア」について指導を受ける機会を得ることができました。
　当日は雪の中、近隣の医療機関25カ所から看護師・介護福祉士・ケアマネージャー・栄養士・作業療法
士・ヘルパー等84名の参加者を迎えて総勢111名が狭い研修室をぎっしり埋めました。脳の構造と機能か
ら始まり、認知症の症状・診断・治療の詳しい説明
のあと、私達が日頃問題に思うケアについて聞くこ
とができました。参加者の講座後アンケート結果よ
り、講座内容や講師について「よかった」という回答
が95％もあり、認知症ケアへの関心の深さと講師
及び内容が参加者の求めるものと一致していたと
感じられました。また、「もっとゆっくりたくさんの話
しを聞きたかった」「明日のケアから早速役立てよ
うと思う」などの意見をいただきました。
　地域医療連携室では初めての公開講座を企画
し、慣れない準備や企画に苦労しましたが、多くの
方に協力をしていただき開催できましたことを感謝
します。今後も地域に貢献できる活動をしていきた
いと思います。

平成２４年度　公開講座「認知症ケア」を開催して

トピックス①

独立行政法人国立病院機構　石川病院
地域医療連携係長

澤村美智代
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石川病院新採用者紹介

理学療法士

村中康洋
 むら なか やす ひろ

理学療法士の村中康洋（むらなか
やすひろ）です。ラーメン大好きで
すが、乗り物に弱いので遠くまで食
べに行こうというお誘いは受けか
ねます。

平成25年度

企画課契約係

忠田匡史
ちゅう だ  ただ  し

企画課契約係に採用された忠田匡
史（ちゅうだ　ただし）といいます。
珍しい名字なのですぐ覚えて頂け
ると思います。チャーハン大好きで
す。大盛りくださ～い！

管理栄養士

竹中りえ
たけなか

管理栄養士の卵の竹中りえ（たけ
なか　りえ）です。ホラー系が苦手
ですのでそういう映画は誘わない
でください。

看護師

中村千晶
 なか むら  ち  あき

看護師の中村千
晶（なかむら　ち
あき）です。ラー

メンとお寿司が好きなので、ラーメン
お寿司セットがあるとうれしいので
すが、なかなか巡り会えません。そん
な夢のセットを知っている方はぜひ
教えてください。配属は2病棟です。

准看護師

田中妙華
  た  なか たえ   か

看護師

津幡美江
 つ  ばた　みつえ

看護師の津幡美江（つばた　みつ
え）です。みつえと読みます。金沢
医療センターから来ました。怖い話 
が大の苦手です（決してフリではな
いので、ホントにお願いします）。

企画班長

上野克弘
 うえ  の  かつ ひろ

この度、北陸病院
から赴任してきま
した上野克弘（う

えの　かつひろ）です。石川病院は3
度目です。ふるさとに帰ってきたよう
な気持ちです。みなさんと一緒に石川
病院を盛り上げていきたいと思いま
す。どうぞよろしくお願いいたします。

診療放射線技師長

鈴木祥夫
すず  き  よし   お

この度、名古屋
医療センターか

ら赴任してまいりました鈴木祥夫
（すずき　よしお）です。北陸の施
設は初めてですが、新たな職場で
心機一転、頑張っていきたいと思い
ますので、よろしくお願いします。

臨床検査技師長

杉浦文美
すぎ うら ふみ よし

准看護師の田中
妙華（たなか　

たえか）といいます。外来に勤務し
ます。あれっ？どこかで見たような
…という方は記憶が正しいです。約
一年ぶりの復帰です。よろしくお願
いします。

この度の人事異動
で、名古屋医療セン
ターから赴任して

参りました臨床検査技師長の杉浦文美
（すぎうら　ふみよし）と申します。新参者
ですが、ご縁があって石川病院にお世話
になります。心機一転、頑張って参ります
ので、どうぞよろしくお願い申し上げます。
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石川病院新採用者紹介

看護師

堀口菜津子
ほり ぐち   な    つ    こ

看護師の堀口菜津子（ほりぐち　
なつこ）です。1病棟に配属になり
ました。焼き肉大好きな肉食系で
す。…でも高所恐怖症です…

看護師

山本佳奈
 やま もと   か   な

看護師の山本佳奈（やまもと　か
な）です。2病棟に配属になりまし
た。自然豊かな石川病院に就職で
きて嬉しいのですが、虫がきらいな
ので、そこはびみょ～に心配です。

看護師

笹津知穂
 ささ  づ　 ち    ほ

看護師の笹津知穂（ささづ　ちほ）
といいます。アカシア病棟に勤務し
ます。おにぎりはやっぱり塩にぎり
に限ると思う今日この頃です。よろ
しくお願いします。

看護師

高道陽子
たか みち よう   こ

医王病院から転勤してきた看護師
の高道陽子（たかみち　ようこ）で
す。3病棟に配属になりました。
コーヒーはブラックに限るぜ～（缶
コーヒーで満足だけど）。

外来看護師長

西川貴浩
 にし かわ たか ひろ

富山病院から転勤で来ました。外
来看護師長に配属となりました西
川貴浩（にしかわたかひろ）です。
味噌汁が大好きでかかせません。

2病棟看護師長

谷恒子
 たに つね  こ

金沢医療センターから転勤で来ま
した。2病棟看護師長の谷恒子（た
につねこ）です。ジャガイモを使っ
た料理が大好きです。よろしくお願
いします。

栄養管理室長

圓山清子
えん やま  きよ  こ

庶務係

丸田和人
 まる  た   かず  と

この度、北陸病院から赴任してきまし
た丸田和人（まるた　かずと）です。
がっちりムチをふって仕事に励みたい
と思います。好きなTシャツの色は赤
色です。よろしくお願いいたします。

療育主任

島田明義
しま  だ   あき よし

この度、東名古屋
病院から赴任して
きました島田明義

（しまだ　あきよし）です。2度目の転勤
で、とうとう単身赴任となってしまいま
した。病棟の患者さんたちやスタッフの
皆さんと楽しく元気に働きたいと思って
いますので、よろしくお願いいたします。

この度、七尾病
院から赴任して
きました圓山清

子（えんやま　きよこ）です。石川
病院は初めてですが、より良い栄
養管理と、おいしい食事の提供に
と頑張って行きたいと思いますの
で、よろしくお願いいたします。
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トピックス②

　3月28日に地元のNPO法人I Love加賀ネットから桜苗木の寄附がありました。
同団体は、柴山潟を巡る桜の回廊計画として、この地域に桜苗木を寄附されており、当院も敷地境界
沿いに20本の植樹を行いました。
　当日はちょっと肌寒いけれど、雲ひとつない快晴で、植樹作業をするにはちょうど良い天候でした。
また、1時間程度の植樹でしたが、日頃農作業をしない私達にとって、わいわいがやがやと土いじりが
できた楽しい時間となりました。
　この日植樹した桜の木々は、2～3年後には、花を咲かせてくれるそうで、今後石川病院のシンボルと
なるよう大きく育ってほしい･･･と思う今日この頃です。

「 大 き く 育 て 」

庶務班長

棚田良之
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　大聖寺藩3代藩主前田利直が宝永6年（1709）に、藩邸の庭園の一隅に大聖寺川に臨んで建てた別邸で、当
時は「川端御亭」と呼ばれていた。
　棟札によって上棟年代のほか、奉行・大工などの名前も判明しており、意匠も江戸時代中期の特色をもった優
秀な遺構である。
　 間取りは中央2室を座敷とし、その4周を1間幅の入側で取りまき、上の間と下の間の仕切りを延長して、入側
を仕切っている。上の間は6.5畳で、内側から床・床脇飾り棚・付書院を設け、花頭窓・欄間を付けている。この欄
間の意匠は大柄で彫りも厚く、江戸時代初期の気風を持っており、花頭窓や建具の意匠とともに優れている。
　入側の仕切りに入っている杉戸絵の花菱七宝模様の極彩色や、その上にかかる竹の節欄間の扱いも巧妙であ
り、玄関の桟唐戸の意匠も良い。 

（昭和60年「石川県の文化財」より）

名勝
史跡紹介 12
今回は、加賀市の国指定重要有形文化財
のうち江沼神社長流亭のご紹介です。

国指定重要有形文化財

江沼神社長流亭
（えぬまじんじゃちょうりゅうてい）

所在地：加賀市大聖寺八間道　　指定年月日：昭和25年8月29日

錦城小

加賀聖城
高校

錦城山公園

大聖寺
城址

江沼神社

加賀市民病院

石川県
九谷焼美術館

本善寺

慶徳寺

願成寺

加賀市市民病院前

中町

図書館前 大聖寺南町

鍛冶町

305
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今年の春は暑かったり寒かったり忙しい春です。体調を崩しそうになりながら頑張ってい
ます。それでもこの時期は、毎年新しい職員が就職してくれるのが嬉しいことで、今年も大勢の新人を紹介する
ことができました。廊下で見かけたら声をかけてあげてください。名前と顔を覚えてもらって声をかけてもらえ
ることは新人にとって、なにより励みになります。 （T・H）
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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）74-070 0㈹
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。

科
　
　
内

来
外
門
専

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

114：00から16：30

  9：00から11：30

外来診療担当医表 平成25年4月1日現在

皮膚科

眼　科

編集後記

吉長　知史

非 常 勤 医

非 常 勤 医

本家　一也

吉田　弘範

林　　裕之

牧野　　智

平野　晃一

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

林　　裕之

伊藤　弘樹

山下　尚洋

山口　浩輝

橋本　　篤

津田　基晴

本家　一也

平野　晃一

津田　基晴

玉井　利克

吉長　知史

本家　一也

平野　晃一

吉田　弘範

林　　裕之

木村　　浩

松田　秀岳

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

平野　晃一
（第1・3・5週のみ）


