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町民医学講座 その92
皮下腫瘤
外科医師

西野 達生

皆さんこんにちは。今回は、外来手術の対象となる事が多
い、「皮下腫瘤」についてお話しします。
腫瘤というのは、いわゆる「しこり」の事です。皮膚の下
に「しこり」を触れる場合を医学的には「皮下腫瘤」と呼び
ます。腫瘤には、腫瘍性のものと、そうでないものがありま
す。
まずは、腫瘍性の皮下腫瘤について説明します。
腫瘍とは、細胞の遺伝子に異常を来して、細胞が増殖する
病気です。通常、ヒトの細胞は、古くなった細胞と入れ替わるためであったり、外傷に
よる損傷を修復するためであったりなどの、必要に応じて増殖する能力を持っていて、
その能力は遺伝子によって制御されています。しかし腫瘍の場合、この遺伝子の制御が
壊れて、必要がないのに勝手に細胞が増殖してしまう状態になります。
腫瘍には良性のものと悪性のものがあります。良性の腫瘍は、腫瘍が発生した場所で
しか細胞が増殖しませんが、悪性の腫瘍（いわゆる「がん」）は、腫瘍細胞が他の場所
に飛び火（転移）して増殖する、という違いがあります。つまり、一般的には、良性の
腫瘍は、局所を完全に切除すれば完治しますが、悪性の腫瘍は、局所を切除しても再発
する可能性があるということです。またどちらかというと、良性の腫瘍に比べ、悪性の
腫瘍の方が短期間に大きくなる事が多いです。
腫瘍性の皮下腫瘤として、一番よく見かけるのは、脂肪腫です。その名の通り、脂肪
細胞が勝手に増殖して出来る「しこり」で、良性腫瘍です。頚部や背中などによく見ら
れますが、脂肪は全身にありますので、どの場所にも出来る腫瘤です。「しこり」に
よって皮膚が盛り上がっている他は、皮膚の表面には異常がない事が多いですが、長年
経過した症例では、皮膚が薄くなって、表面の血管が拡張している場合もあります。
触った感じは寒天のように柔らかく、表面は滑らかで、類円形を呈しています。痛みは
伴いません。短期間ではあまり大きさが変わりませんが、長年観察していると次第に大
きくなってきます。

図1)脂肪腫病理標本

図2)脂肪腫割面

摘出した脂肪腫をホルマリン固定した標本

標本の断面。均一な脂肪組織であることが分かる

皮下に出来るその他の良性腫瘍としては、線維腫、神経鞘腫、平滑筋腫、血管腫など
があります。線維腫や神経鞘腫は、脂肪腫と比べると硬いしこりを呈しており、表面は
平滑で、境界は明瞭です。痛みを伴う場合もあります。
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良性腫瘍の場合、切除は必ずしも必要ではありません
が、見た目の問題や、身体を動かすときに邪魔になるな
どの場合は切除を行います。もちろん、ご本人の希望が
あれば切除の対象となります。
良性腫瘍の場合、腫瘍の大きさにもよりますが、あま
り大きなものでなければ、外来で局所麻酔による手術が
可能です。
悪性腫瘍には、脂肪肉腫、悪性線維性組織球腫、悪性
神経鞘腫、血管肉腫などがあります。それぞれの特徴に
ついては割愛しますが、一般に、悪性腫瘍は、良性腫瘍に比べて発育速度が速く、触っ
た感じはごつごつしていて、表面が凸凹している事が多いです。また、境界が不明瞭で
あったり、表面から触って動かそうとしても動きが乏しかったりする事も多いです。
悪性腫瘍が疑われれば手術の対象となりますが、悪性腫瘍の場合、切除範囲が大きく
なりますので、通常、入院での治療対象となります。確定診断を行うため、手術に先
だって腫瘤に針を刺すなどして、組織の一部を検査する場合もあります。
手術前に、先に述べたような悪性を疑わせる所見が乏しく、良性腫瘍の診断で手術を
行っても、切除標本を検査した結果、悪性腫瘍と診断される場合もあります。この場合
は、切除部分を含め、更に広範囲の追加切除が必要になったり、周囲のリンパ節を取る
必要があったり、放射線治療や抗がん剤治療などの追加治療が必要になったりします。
図3)線維腫病理組織像

次に、腫瘍性ではない皮下腫瘤について説明します。
腫瘍性ではない皮下腫瘤の代表疾患は、粉瘤です。腫瘍性も含めたあらゆる皮下腫瘤
の中で、最もありふれた疾患です。粉瘤の多くは、毛穴のトラブルにより、皮膚の下に
皮膚の袋が出来ることが原因で生じます。毛穴があるところならどこにでも出来ます
が、背中や髪の毛の生え際、腋窩などが好発部位です。外見の特徴として、皮膚の盛り
上がりの中央付近に、針でついたような小さな凹みを伴っていたり、その凹みに黒いご
ま粒のようなものが詰まっていることが多いです。皮下に生じた皮膚の袋の中に皮脂や
垢が溜まり、次第に袋が大きくなっていきます。そして、しばしば細菌感染を起こし、
赤く腫れて結構な痛みを伴うようになります。この状態から更に放置すると、破れて悪
臭を伴う膿が出てきたり、皮下に膿が溜まったりすることがあります。治療には、袋を
全て取り除く必要がありますが、一旦細菌感染を来すと、袋自体が脆くなってひとまと
めに切除することが難しくなる場合もあります。また、感染を来している場合、手術後
の傷の治りも悪くなりますし、傷が治った後の見た目も悪くなってしまいがちです。さ
らに、頻度はそれ程高くありませんが、長年放置した粉瘤では、袋が癌化している場合
もあります。従って、まだ痛みを伴わない「しこり」の内に、切除する事が望ましい疾
患です。粉瘤が出来やすい体質の人がたまにいらっしゃって、数十カ所の粉瘤を、複数
回に分けて切除した事もあります。

図5)粉瘤病理組織

図4)粉瘤肉眼所見
皮膚の隆起の中央にわずかな凹みがある
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反応性リンパ節腫大も、比較的よく見かける皮下腫瘤です。これは、何らかの原因
（感染や異物に対する反応が多いですが、原因不明の場合もあります）に反応してリン
パ節が腫れている状態です。部位は、頚部、鎖骨上窩、腋窩、鼠径部などが多いです
が、その他の部位でも見かけることがあります。反応性リンパ節腫大であれば、何もし
なくても自然にしこりが消失することも多いため、切除する必要性はないのですが、リ
ンパ節の腫れであっても、稀に、癌の転移であったり、リンパ節そのものの腫瘍（リン
パ腫）であったりすることもあるので、腫れが長引く場合には注意が必要です。
他には、血腫も皮下腫瘤として見かけることがあります。多くは打撲などの外傷が原
因で生じますが、外傷の既往がはっきりしない症例もあります。明らかな血腫であれ
ば、時間と共に自然と吸収されるため、切除の必要はなく、外用薬などで治療を行いま
すが、外傷の既往がはっきりしない場合、血腫なのか、それとも血管腫などの皮下腫瘤
なのかを見分けることが難しい場合もあります。
今回は皮下腫瘤について述べました。様子を見ても構わない場合もありますが、しば
しば切除が必要な場合がありますので、皮膚の下にしこりが触れるようでしたら、痛み
の有無にかかわらず、一度受診されることをお勧めします。

町民医学講座 その93
PSAが高いと言われたら？
泌尿器科医師

野崎 哲夫

最近前立腺がんが高齢男性で問題になっています。天皇陛下、
俳優の高倉健さん、作家の渡辺淳一さんなどの著名人も前立腺が
んで治療されていました。前立腺がんは２０２０年には全男性がん
罹患数の中で最も多くなることが予想されています（図１）。

前立腺がんは初期にはほと
んど無症状で経過するのが特
徴です。しかし進行すると骨
に転移しやすい特徴があり、
痛みが出たときにはかなり進
行していることが多く、そうする
と命にかかわってきます。した
が いまし て、いか に早く 前立
腺がんを見つけるかということ
が重要になってきます。今回
は前立腺がんの早期発見に
大きな指標となるPSAについ
て詳しくお話をしたいと思います。

図1

PSAは「前立腺特異抗原、prostate-specific antigen」の略語で、前立腺の上皮細胞から分泌さ
れるタンパクです。多くは精液中に分泌され、精液のゲル化に関係しています。ごく微量が血液
中に取り込まれ、その値によって「PSAが高い」と指摘されることがあります。一般的に「PSAが高
い」と言われる基準値は4ng/mLとされています。
さて、PSAが高いと言われた場合にはどのようにしたらよいでしょう。PSAの高い方すべてに前
４

立腺がんが存在するわけで
はありません。図2に示すよう
に、PSAの値は高くなるに従
い、がんと診断される確率が
高 く な り ま す。同 じ「PSA 高
値」でも、４～１０ng/mLの間
（いわゆる グレーゾーン）で
あれば、３～５割くらいの方
にがんが見つかりますが、逆
に言えば、グレーゾーンでも
５割以上の方は精密検査を
し ても が ん は 見つか り ませ
ん。こ れ は 前 立 腺肥 大 症、
前立腺炎などの良性疾患
図2
や、前立腺への機械的な刺
激でもPSAが軽度上昇する場合があるからです。前立腺がんの診断においては、がんを見落と
してもいけませんが、だからと言ってグレーゾーンのすべての方に前立腺生検（前立腺に針を刺
す検査）を実施するというのも、ちょっと乱暴な話です。
生検をお受けになるか判断に迷われる場合、下記のようなさまざまな補助的指標を総合的に
検討することも可能です。
①PSA密度（PSAデンシティ）；超音波検査で前立腺のサイズを測定し、PSAの値を前立腺の体
積で割った値（大きいほどがんの可能性大；0.15以上は要注意）。
②PSA F/T比（フリーPSA/トータルPSA）；PSAは血液中でさまざまなタンパク質と結合しています
が、一部はPSAそのものとして血液中に存在し遊離型PSAと呼ばれています。PSA全体にしめ
る遊離型PSAの割合をPSA F/T比とよんでいますが、一般的にF/T比が低い場合には癌の確
率が高く（F/T比が15%以下：要注意、7%以下：がんの可能性）、F/T比が高い場合には前立腺
炎や前立腺肥大症の確率が高いとされています。
③PSA速度 ；PSAをもう一度測定し、過去のデータよりPSA上昇の速度をチェックする。早いほど
要注意。
上記の補助的判定要素を加味して、総合的に精密検査をお受けになるかどうかの判断材料と
することも可能です。
このようなジレンマがある所以は、そも
そも「前立腺がんは目に見えない」ところ
にあります。胃がんや膀胱がんなどは内
視鏡検査をすれば「ここががんだ」と分
かりますが、前立腺のような実質臓器の
場合はがんの存在は肉眼的には分かり
ません。図３は前立腺摘出標本の割面
ですが、赤い矢印のところががんの部分
です。このように前立腺がんは摘出標本
の割面でも判別できず、顕微鏡で見て
初めてがんの存在・範囲が明らかとなり
ます。

図3
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画像診断としてはMRIが有用とされています。近年
のMRIの進歩は著しく、画質の向上により、MRIのみ
で良性悪性の評価に加えて、がんの悪性度の推定
まで可能になってきています。図４は図３の方の術前
のMRI画像ですが、超音波やCTで描出できない前
立腺がんの病巣が黒く描出されています。生検をお
受けになるかどうか判断に迷う場合はMRIの所見も、
大きな判断材料となります。
前立腺生検とは？
がんが疑われると、針生検をしてがん細胞が潜ん
でいるかどうかを調べます。肛門から前立腺の細胞
を10カ所ほど採取します（図５）。検査は局所麻酔で
行います。チクッとした刺激はありますが、1０分くらい
で終わる負担の少ない検査です。それでも針を刺す
ので出血や熱が出るかもしれませんので一晩だけ病
院に泊まっていただきます。当科では、昨年１月より
これまで57人の方に前立腺生検を受けていただき、
そのうち39人（68％）の方に前立腺がんが認められま
した。検診や、かかりつけの医院で「PSAが高い」と指
摘されましたら、そのまま放置されず、まず泌尿器科
専門の施設を受診していただき、精密検査がさらに
必要がどうか相談されることをお勧めいたします。

図4

図5

町民医学講座

その94
漢方薬のすすめ
内科医師

小林

秋人

【はじめに】

皆様、はじめまして。今年の4月に美幌国保病院に入職しました
小林です。内科を担当しております。生まれは札幌です。私は今
まで札幌と新ひだか町静内で医療に携わってきました。主には内
科と消化器内科です。研修医の頃より地域医療に従事したい気
持ちがあり、専門科に限らない幅広い医療を行うプライマリケアも
勉強してきました。プライマリケアを行う中で、漢方薬を使いこなす
有用さを実感してきました。前任地の新ひだかでは院長が東洋医
学の専門医であり、積極的に漢方薬を使用しているところを体感してきました。私は2011年より学
会には属していますが東洋医学専門医ではなく、知識や経験は漢方薬の大家の先生には足元
にも及ばない程度だと思いますが、さまざまな症状に対し漢方薬を用いることができると思いま
す。

私自身も、さまざまな体調不良に悩まされていた時期があり、漢方薬を20種類程試しました。効
果はまちまちでしたが、自分自身で薬の反応を見るのは非常に興味深かったです。今では、あ
る健康法を実践しており、体調不良を自覚することはほとんどなく健康な状態です。

６

【漢方薬とは】
ご存知の方も多いと思いますが、漢方薬は中国４千年の歴史の中で生み出されたもの
がほとんどです。中には日本の漢方家が生み出した方剤もあります。西洋薬は動物実験
から始まり、臨床試験を繰り返して、安全性と効果が確実なもののみ発売されておりま
す。それに対し、漢方薬については実際の病気の人に対して投与して、試行錯誤の繰り
返しを経て、薬の配合が決められて処方されています。効果のない処方は歴史の中で消
え去っています。今現在、漢方薬として処方されているものは、すべて歴史の中で確実
な効果を持つ薬として生き残ったものだと考えられます。
実際の漢方薬は、生薬という植物や鉱物を複数混ぜ合わせて、熱して煎じて飲みま
す。それを煎じ薬といいますが、日本では漢方薬の専門病院でしか処方されていませ
ん。実際にはエキス剤というものが主に医療現場で繁用されています。ツムラやコタ
ローという製薬会社などがエキス剤を製造して販売しております。エキス剤とは煎じ薬
の水分を熱して蒸発させて粉末だけ取り出したものです。味を調整するために乳糖など
が付加され、顆粒状となっているものが多いです。コタローが製造している漢方薬の中
には、数種類ながらカプセルもあります。
漢方薬は顆粒状になっているものが多く、患者さんの中には飲みにくいとおっしゃる
方もいらっしゃいます。また、「苦くて飲めない」、「飲むと吐き気がする」というこ
ともありますので、漢方薬を飲むことが苦手な方には無理強いはしておりません。漢方
薬すべてが苦いわけではなく、非常に甘い薬もあります。また体質や状態に合うと「美
味しい」と感じることもあります。カプセルのような漢方薬独特の味を感じにくい剤形
が増えると、漢方薬が苦手な方でも治療の幅が増えると思います。ですが、諸々の事情
により漢方薬の新発売はなかなか難しいようです。
【漢方薬はどんな作用を持っているか】
西洋薬は、高血圧の人の血圧を下げたり、コレステロールを下げたり、胃潰瘍をよくしたりする
ため、直接的な作用を持つものが多いです。多くは正常な人体のシステムを少しだけいじって、
効果を出す物が多いです。それに対し、漢方薬は人体の正常なシステムの働きをよくしたり、持
ち上げたりします。一言で言えば、免疫力を上げたり、元気を出す、血行をよくする、などの作用
を持つものが多いです。自然治癒力をアップさせると言えば、わかりやすいでしょうか。自然治癒
力は人体が火事場の馬鹿力で発揮する力です。自然治癒力が心地よく症状を取ってくれること
もあり、不快な方向に向かうこともあります。副作用として、血圧が上がったり、足がむくんだりする
ことがあります。肝臓に負担がかかったり、間質性肺炎という肺炎を起こすこともまれにあります。
少なくとも、漢方薬そのもので命に関わるような副作用が出ることはごくまれです。
【漢方薬はどのくらい飲んだら効くのか】
漢方薬を飲んで、どのくらいで効果が出てくるのかは、薬の種類によっても異なり、個人差もあ
ります。風邪薬や便秘薬はすぐに作用が出るように工夫されているため、1日～数日で効果が出
ることが多いです。慢性の症状を緩和する薬は効果が出るのに数週間から数ヶ月かかることがあ
ります。大きくは、即効性を期待できる薬と、じわじわ効いてくるのを待つ薬に分かれます。
【医師はどのように漢方薬を処方するか】
医師が診察や検査を行った結果、西洋医学的な「病名」がつきます。西洋薬は「病
名」に対し、処方できるものがだいたい決まっています。漢方薬は伝統的に「東洋医学
的な」診察方法で処方されることが多いです。例えば、舌を見たり、脈を触れたり、お
なかを触ったり。あとは体力があるか無いか、病期が進んでいるかどうかなどを総合し
て決めます。必ずしも「病名」は必要としません。そう言った手法は独特であり、習得
に非常に時間がかかります。私も漢方薬の本を幾つも読破しましたが、全てを理解する
のは困難でした。私は前任地の院長の新たな考えを基に、伝統的な診察方法も適宜取り
入れつつ、漢方薬を処方しております。漢方薬を処方する際も、西洋医学的な診断をつ
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けることが大切だと考えております。
【どんな時に漢方薬を飲んだらよいか】
結論から言えば、どんな状態でも病気でも飲めます。寝たきりで口から飲んだり食べ
たりできない方には胃ろうや胃チューブが挿入されることがあります。それを経管栄養
といいますが、漢方薬を管を使って投与することもあります。
まず、試していただきたいのが「風邪」です。西洋薬の風邪薬はそれほどレパート
リーは多くありません。漢方薬は症状や重症度に応じて、10種類以上はあります。それ
らを単独で飲んだり、併用して飲んだりします。
まだ美幌でも完全には収束していない「インフルエンザ」も有効な病気です。インフ
ルエンザの初期は体がひどく熱くても、なかなか汗をかけない状態が続きます。そんな
時に漢方薬を飲むと、汗をたくさんかいて、熱も下がり、非常にすっきりします。私も2
年程前にインフルエンザになった時に体験いたしました。
西洋薬は効果がしっかり得られれば、症状を早く楽にしてくれる、便利な薬です。し
かし、やめるとすぐに症状がもとに戻ってしまうようなこともあります。西洋薬を飲ん
でも、症状がすっきりしない、よくならないということも、よくあると思います。ま
た、検査では異常なく病気でもないが、つらい症状はある。そんな時に漢方薬を飲むと
よくなることがあります。
【漢方薬は費用が高くないか】
薬の値段を心配される方もいらっしゃると思います。漢方薬はしっかり保険適用されており、自
己負担は多くはありません。「柴胡」という生薬を含んだ薬は若干高めですが、3割負担でも月
3000円には達しません。その他の薬はもっと安価で安心して継続できます。ただ、国の方針のた
め、何度か漢方薬が保険適用から外される動きがありました。現在もそのような動きが見られます
が、関連する学会や団体から反対する声が大きいようであり、今すぐ外されるようなことはおそらく
ないでしょう。
【漢方薬の飲み方】
飲むタイミングは、食事の前が基本となります。食事の間でもかまいません。なぜかというと、漢
方薬は胃腸の粘膜で吸収されたり、腸内細菌に作用することによって効果を発揮するため、胃
腸に食べ物があると吸収が邪魔されてしまうからです。食事の前に飲むというのは結構忘れやす
いと思います。食事を口にした瞬間に「薬を飲むのを忘れた」と思ってしまうこともあるでしょう。1
日3回の飲み方の1つの忘れにくい方法として、「起床時、午後3時、就寝時」という飲み方もあり
ます。
顆粒や粉薬はそのまま飲むこともできますが、熱いお湯に溶いて、本来の煎じ薬に近い形に戻
すことも有用だと思われます。また、醤油皿のような小さいお皿に薬を入れて、少量の水に浸し
て、電子レンジで15秒ほど熱すると、ほとんどが溶けます。
【よく使われる漢方薬】
・葛根湯～風邪の初期や肩こりに使われます。
・麻黄湯～症状の強い風邪の初期やインフルエンザの初期に飲むと、気持ちよく発汗して解熱
を促します。
・半夏瀉心湯～口内炎や下痢によく効きます。抗がん剤の副作用で下痢を起こした時にも効果
があります。
・五苓散～下痢、嘔吐などの胃腸炎症状に効きます。特にお子さんに効きます。また、頭痛、め
まい、二日酔いなどにも効きます。
・小青竜湯～透明な鼻水がたくさん出る鼻風邪によく効きます。またアレルギー性鼻炎にも効果
があります。
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・桂枝茯苓丸～よく火照りやホットフラッシュなどの更年期障害に使われます。手足の微小な血
液循環を改善させて、打撲などによる腫れや痛みを取る作用もあります。
・六君子湯～漢方薬の代表的な胃薬です。弱った胃の働きを強めてくれます。
・補中益気湯～胃腸虚弱や体力が低下した時に飲むと元気が出る薬です。僕が昔飲んでいた
薬です。
・抑肝散～イライラや怒りを抑えます。子供が言うことを効かなくてイライラする時に、子供と親が
一緒に飲むと効果があります。また、認知症で怒りっぽくなっている時に飲むと落ち着きやすくな
ります。
・芍薬甘草湯～こむら返りによく使われます。筋肉が関連する痛みなら何でも効果が期待できま
す。肩こり、腰痛、生理痛、腹痛などなど。
・大建中湯〜よく腸閉塞を起こしやすい方が内服します。また、便秘に対してマイルドな下剤とし
ての作用も期待できます。
・牛車腎気丸～腰から下の症状に効きます。頻尿や排尿困難などの泌尿器症状。足のむくみ、
しびれ、痛みなどの整形外科的な症状にも効きます。
・麻子仁丸～漢方薬の代表的な下剤です。最もマイルドに作用し、硬い便が軟らかくなって、す
るっと出るように作用します。
【最後に】
長々と書き綴ってしまいましたが、ここまでお読み下さり有り難うございます。もし
漢方薬に興味がおありの方は、いつでも病院にいらしてください。

町民医学講座 その95
おくすり手帳について
薬剤師

矢崎 貴子

こんにちは。出身地の神奈川県から美幌町にきてこの美幌
町国民健康保険病院に勤務してから早いもので1年半が過ぎ
ました。北海道に憧れて移住してきましたが、気候や方言な
ど住んでみると色々な違いがある事がわかりました。
しかし、何処に暮らしていても変らないことがあります。
それは「体調が悪くて病院に駆け込んだ時、自分のことをう
まく説明できない」状態に陥る患者さまが多いことです。具
合が悪いのですから、記憶が曖昧になったり、うまく話すこ
とが出来なくなってしまうのは仕方がないことだと思いま
す。ましてや家族の事となると更にわからない…。
そこで、「おくすり手帳」をうまく活用して頂きたいと思います。
「おくすり手帳」は地区などにより様々なデザインがありますが、目的は同じ「患者さ
まの健康を守る」ためです。
保健医療機関（調剤薬局・病院など）で配布されているものしか使えないわけではな
く、ご自分で好きなノートなどで作って頂いてもかまいません。但し、他人に見せられ
る状態のものでお願い致します（日記に記しているので見せられない、という事もあり
ました）。お薬の記録は体調変化の記録にもなります。「A病院はA手帳」「Bクリニック
はB手帳」と分けている方もいるかとは思いますが、なるべく1つにまとめ、日付順に記
録を綴って頂きたいと思います。
ドラッグストアなどで購入した医薬品・健康食品、合わなかったお薬（食品）の記録も
記載されていくとよいと思います。「いつ」「何処で」「どんな薬（食品）」で「どん
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な症状」がでたかの記録は、自分自身を守るためにもとても大切な情報となります。
例えば、「抗生剤を使ったら吐き気がでた」
この記憶だけだと有効な抗生剤があるにも関わらず使用をためらわれてしまうことも考
えられます。記録するときはなるべく薬の正式名称を記録しておきましょう。お薬を作
る過程で使用される添加物（表示義務があるもの以外）によるアレルギー反応も考えら
れるためです。
記入例からは『□□錠2ｍｇが「ｼﾞｪﾈﾘｯｸ」」に変更されてからだるさや吐き気が出る
ようになった→原因は添加物の可能性もある』と読み取れます。
例としてｼﾞｪﾈﾘｯｸ医薬品についてふれましたが、ｼﾞｪﾈﾘｯｸ医薬品だから副作用が出るわ
けではありませんので、その点はご留意ください。
病院外来の受診や入院の場合、おくすり手帳はどうしたらよいのでしょうか。
前回受診から今回までの状態の把握に役立つため、外来診察時の医師への提示、入院時
に看護師への提示をお願い致しております。
また入院となりお薬のお持ち込みがある場合もお薬と一緒におくすり手帳の提示が必
要となります。薬剤師はお薬を「識別番号」によって識別しますが、元々識別番号がな
い場合や粉砕により判別ができない場合に、おくすり手帳が役立ちます。お薬の内容が
把握できれば、入院後に処方されるお薬との飲み合わせや使い合わせの確認が取れるよ
うになります。
特に複数の医療機関を受診されている場合には、重要な情報源となります。

当院で配布しているおくすり手帳の表紙裏には「私の大切な情報」が記載できるペー
ジがあります。この内容が全てではありませんが、これを参考にご自身の身体や健康状
態についての記録を残しておくことをお勧めします。
「保険証」と一緒に情報満載の「おくすり手帳」の常時携帯をお願い致します。
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最後に、今年度平成28年度の診療報酬改訂により、「おくすり手帳」の位置づけがよ
り明確になりました。
今までは、調剤薬局ではお薬を渡す時に「残薬（家に何故か残ってしまっている
薬）」や「副作用歴」「アレルギー歴」「併用薬（既に飲んでいる薬等）」の確認を
行っていました。改正後は、処方箋を調剤薬局に出した時、調剤前に事前確認するよう
変更されました。
面倒くさいと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、「患者さまの健康を守
る」ために薬剤師が努力していることですので、是非ご協力をお願い致します。
また、「患者さま自身の積極的な医療への参加」＝「おくすり手帳を保険調剤薬局に
忘れずにもっていく」ことが必要となりました。
調剤薬局に処方箋を持って行った場合の変更後の診療報酬内容は以下の通りです。
○
○
○

おくすり手帳を持って行った場合
：「管理指導料」410円
おくすり手帳を持って行かなかった場合
：「管理指導料」500円
原則半年以内に同じ調剤薬局に行った場合 ：「管理指導料」380円

窓口でのお支払いは上記金額の1～3割（成人で保険がある場合）となります。
「おくすり手帳」を持ち「かかりつけ調剤薬局」へ行く、これが一番よいことではない
かと思います。

町民医学講座 その96
在宅介護について
病棟看護師

内田 美和子

最近、96歳の祖母が三ヶ月間入院していた病院を退院。
「長年一人で暮らした家に戻りたい、そこで静かに死にた
い」と言いました。
膵臓がんの終末期。痛みは無く、食事を摂ることはできま
したが、筋力が低下し、ポータブルトイレに座るのがやっと
の状態でした。身内もはじめは看取る覚悟ができず、「退院
しても俺は知らんぞ」「もう少しの命なのに病院においても
らえないのか」「ご飯の面倒はみないよ」などいろいろな声

が飛び交いました。
医師との面談で、自宅で看ることは出来ないかを聞くと、訪問看護師さんを呼んで
色々と相談に乗ってくれました。がんの末期なので医療保険も使えると、訪問看護・訪
問診療も組んでくれました。介護保険サービスでは要支援2だったので、回数の制限はあ
りますが低い料金でデイサービスやヘルパーの訪問などを受けることができました。
介護用ベッドや介護バーはレンタル、ポータブルトイレは購入となりましたが、1割負
担で済み、経済的に助かりました。一般家庭ではポータブルトイレの中のバケツの洗浄
が大変なので、専用ポリ袋を購入し、汚物ごと捨てられるようにしました(ある程度はト
イレに流しますが)。
服薬については介助の負担も考え、内服薬を朝一回にしてもらい、食べ物は身内で持
ち寄って、安否確認もしています。
退院し家に帰れたことを何度も何度も手を合わせて感謝する祖母。少しでも安心して
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苦痛なく過ごせることを祈っています。
日本人の平均寿命は男性80.5歳、女性86.83歳。一般に、65歳以上の人口が7%を超えた
社会を高齢化社会、14%を超えると高齢社会、21%を超えると超高齢社会と言います。日
本は2007年に21%を超え超高齢社会へと突入。2013年には高齢化率25%、つまり日本の人
口の四人に一人が65歳以上の高齢者で、今後もさらに少子化が進み、高齢化率が高くな
ると言われています。
またこれに伴い医療費が増大し、診療報酬も厳しくなり、病院の生き残り競争も激
化。その結果、長期の入院が難しくなり、入所できる施設も足りない為、国はどんどん
在宅介護を勧めています。しかし現実的に一般家庭での介護力は十分とは言えず、介護
は今後もたくさんの家族が直面する問題です。上手に介護サービスの手を借り、悔いを
残すことなく乗り越えるそのお手伝いが少しでもできたらと思っています。
医療に携わっていない一般の人にとって、看取りはとても不安で大変なことでしょ
う。でも、それは医療が進んだ現代は病院で死を迎えるのが一般的になってしまっただ
けで、本来は家で親や祖父母を看取るのは自然なことだったはずです。
私の実家は酪農地帯だったので近所はたいてい大家族でしたし、当然のように家で介
護、看取りをしていました。自分の遺影や葬儀に必要なものを全て揃えて、朝ポックリ
逝ってしまうおばあちゃんもいました。仕事がら足腰が丈夫なので、亡くなる直前まで
トイレに歩ける人が多かったように思います。
実際、私の祖父も膀胱がんの末期を家で過ごし、最後までトイレに歩いて、97歳で静
かに息を引き取りました。夜中だったにも関らず訪問看護師さんが脈を確認し医師に報
告、体を拭いたりしてくれて、とても感謝しています。悲しくてどうしたらいいかわか
らなかった私と妹はすぐにお寺に電話してしまいましたが、死亡確認をしてもらった
ら、葬儀業者か地域によっては自治会に連絡して、葬儀日程などいろいろなことを決め
るのが正解でした。亡くなった後のことを考えるのは不謹慎だと避けたりせず、きちん
と話し合っておくべきだったと反省もしました。この話をきっかけに自分の娘ともいろ
いろな話をし、私が寝たきりになって食べられなくなったら、もう何もしなくていいか
らと話しています。食べることが楽しみな私は点滴や経管栄養、胃瘻を入れてまで長生
きを望まないからです。
皆さんもいざという時にあわてないで済むよう、言い出しにくいことですが話し合っ
ておくことをお勧めします。
介護保険についてよくわからないという方のためにおおまかに説明します。
介護保険制度は平成12年から始まった制度で、40歳以上の方が加入者として保険料を
納め、基本的に65歳以上で支援や介護が必要になった方が必要なサービスを受けられま
す(第一号被保険者という。65歳になっていなくても40～64歳の医療保険に加入していて
特定疾病により市町村の認定をうけた人を第二号被保険者という)。
サービスを利用するには、まず申請をして介護認定を受けます(結果通知までには認定
調査、審査、判定があり数週間から一ヶ月程度を要します)。
介護認定の区分は、要支援１～２と要介護１～５まで７つあります。美幌町役場の分
類によると、要支援１は、日常生活が基本的にできるが要介護状態とならないよう一部
支援が必要な状態。要介護１は立ち上がりや歩行が不安定で排泄や入浴などで一部介助
が必要。要介護２は起き上がりが自力で困難。要介護３は寝返りも自力ではできないこ
とが多い。要介護５は全てに介助を要し意思伝達も困難な場合が多い。と、大まかに述
べるとこのように分けられています。支援や介護が必要になった場合は、ケアマネー
ジャー(介護支援専門員)さんが相談に乗ってくれ、各介護度に応じて受けられるサービ
スのケアプランを作成してくれます。
介護保険で利用できるサービスには、在宅で利用するもの、通って利用するもの、施
設入所、など利用者の状況に合わせた様々なものがあります。
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もちろん無料ではなく、1割負担や2割負担などがあります。施設入所は利用料が安い
ところは100人以上待ちという人気ぶりでなかなか入れません。
在宅サービス・通所サービス
在宅介護を支えるサービスとして①訪問介護(ホームヘルパーが訪問し、食事、入浴、
排泄などの身体介護や調理、掃除などの生活支援)、②訪問入浴介護（移動入浴車な
ど）、③訪問看護（医師の訪問看護指示書に基づき看護師が訪問）、④訪問リハビリ
テーション、⑤居宅療養管理指導（医師、歯科医師、薬剤師等が訪問）、⑥通所介護
（日帰りで入浴やレクリエーションを受けられる。デイサービスといわれる）、⑦通所
リハビリテーション(デイケア)、⑧短期入所生活介護(特別養護老人ホームなどに短期間
入所。ショートステイといわれる)、⑨短期入所療養介護（介護老人保健施設などで医学
的な管理のもとで短期入所）、⑩特定施設入居者生活介護（有料老人ホームなど）、⑪
福祉用具貸与（居宅で必要なベッド、歩行器、手すり、徘徊感知器、移動用リフトなど
の貸与）、⑫特定福祉用具販売（腰掛便座、特殊尿器、入浴補助用具など）、⑬居宅介
護住宅改修支給（手すりの取り付け、床段差解消など）があります。
施設サービス
介護保険で受けられる施設入所には3種類あります。①介護老人福祉施設(特別養護
老人ホーム)②介護老人保健施設(老人保健施設、老健ともいい、原則3ヶ月を目標に集
中的にリハビリを行い、在宅復帰を目指す施設)③介護療養型医療施設(療養型病床
群。介護に重点を置いた医療施設。医療型と介護型があり、介護型は社会的入院の受
け皿とされ、医療費の増大を招いたとして平成29年末廃止予定)などがあります。
施設や介護度などにより金額が一ヶ月に数万円という場合もあれば２０～３０万円
以上という場合もあります。
地域密着型サービス
ほかに①認知症対応型通所介護(認知症のある要介護者の認知症型デイサービス)②
認知症対応型共同生活介護(グループホーム)③地域密着型介護老人福祉施設入所者生
活介護(特別養護老人ホームにおいて介護、援助、機能訓練を行う)④地域密着型通所
介護(小規模デイサービス)などがあります。
自立と判定された方のサービス
介護認定で自立と判定された方も利用対象条件に当てはまる場合は①特定高齢者訪
問介護(ホームヘルプ)②生きがいデイサービス支援③短期宿泊利用サービス④施設入
浴サービス⑤住宅設備改善助成事業⑥自立支援型デイサービスなどがあります。(町独
自の事業)
その他の高齢者福祉サービス
ほかにも町独自の事業として、独居や高齢者のみの世帯など利用対象用件に当て
はまる場合は①緊急通報電話貸与②除雪サービス③在宅高齢者配食事業④移送サービ
ス⑤介護用品(オムツ)支給事業⑥認知症高齢者見守り事業(やすらぎ支援事業)⑦愛の
ふれあい訪問(独居の高齢者に毎週2回乳酸飲料を配達し安否確認)などがあります。

他に、民間で運営しているケア対応型マンションも増えてきています。同じく民間
の有料老人ホーム(さまざまな種類があり、入所時に数百万、毎月20～30万、他に介護
費用がかかるのが一般的)もありますが、経済的な余裕がないとなかなか難しいようで
す。
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以上、介護保険について大まかに説明しました。疑問があれば最寄の事業所、もし
くは当院のソーシャルワーカーさん、ケアマネージャーさんにお聞きくださいね。
少しでも皆さんの介護負担が減り、笑顔で介護ができますよう願っています。

編集後記
総合診療科医師

酒井

英二

昨年の4月末に8年間過ごした宮古島をあとにし、あらかじめ船便で鹿児島に送っておいた車
に乗って、妻と犬一匹を連れ約10日間かけて3000ｋｍ以上離れたこの美幌に着いたのがちょう
どゴールデンウィーク明けの今頃で、一年が経ちました。
元は北海道人で、20年程前には北見に住んでいた事もあり、特に不安も感じずに生活しはじ
めましたが、台風銀座と呼ばれる宮古島でも経験しなかった台風23号による床下浸水、そして
皆さんが前年よりは少なかったと言われる大雪には少々驚かされました。やはり20年前とはこの
オホーツクの地の気象も少し変わってきているのかな？とも思いました。
そもそも北海道から宮古島に移住したきっかけには、冬はついつい閉じこもりがちな生活に
なっており、暖かく雪の降らない土地にも住んでみたい！という気持ちがありました。今回、北
海道に帰って来るのにあたり、なるべく閉じこもらずに、色々な北海道の冬も楽しんでみよう！と
いう気持ちがあり、今回の冬に関しては、まるで観光客のように流氷観光や温泉巡りなども楽し
んでみました。そして、長く厳しい冬を越え、春を迎えた何とも言えない歓びの感覚は大変新
鮮であり、とても懐かしくも感じました。またこうやって一年一年、喜びも新たに、長くこの土地で
過ごせて行ければいいなあ、と思っていますので、あらためて宜しくお願い申し上げます。
さて、病院での診療以外の仕事では、それぞれの医師に院内各委員会の委員などの仕事が
振り分けられますが、私は今までに経験のない広報委員会の担当になりました。早速、昨年の
「一期一会」第2号より編集発行をさせていただいています。
これまでの「一期一会」の最後には、院長である松井寛輔先生が「北海道の自然」シリーズを
毎回執筆されていました。初回「北海道の自然」の頁を見てみると、「道東の自然の美しさを紹
介することで、当院へ勤務を希望される方が増えることを期待して企画しました」、と書いてあり
ます。その成果なのか、昨年から当院には私も含めたくさんの医師が増えました。私にはとうて
い、松井先生と同じようなことは出来ませんし、今は皆さんに興味を持ってい頂いて、連載を続
けて行けるるようなテーマもまだ見つかりません。
しばらくは編集後記として、その時々で思いついたり、身の周りのことで気づいたことを書いて
いこうと思っています。
どうか皆さん、暖かく見守って頂ければ幸いです。
今回は、皆さんももうお気づきで、診察室で目にされた方も多いと思いますが、最近当院で導
入された電子カルテについて触れたいと思います。
正確には3月14日より稼働を開始し、すでに運用されて2か月が経ちます。稼働までには数ヶ
月間の準備を要し、特に１～２か月前は電子カルテへの必要なデータ入力などの事前準備、
シュミレーションなどもあり、院内各部署の担当者はかなりの苦労をしていました。また運用開
始後も、不具合への対処や、運用方法の変更・改善などの話し合いを続けています。これら多
くの人手と時間・費用を要しながら、従来の紙カルテから大掛かりな電子カルテシステムを導入
して、いったい何が変わり、患者様には実際、何のメリットがあるのだろうかと思わる方も多いと
思います。職員自体も操作・運用にまだまだ不慣れな時期で、今の時点であればまだ、紙カル
テに戻した方が日々の診療がスムーズに進むとも思われます。
この電子カルテのメリット、そしてデメリットについても少し書いてみたいと思います。
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まず、メリットとして挙げられるのは、紙カルテのデジタル化がなされるわけですか
ら、物理的スペースの削減と作業時間の短縮が可能になります。現在はまだ、同時に紙
カルテで患者様の経過などを確認していますが、今後は保管場所も減らすことも可能に
なり、カルテを探す時間やカルテの持ち運び作業も必要なくなります。また院内の各所
で同一の情報を閲覧し共有することもでき、受付から診察、検査、看護、リハビリ、会
計まで、これまで人が移動し時間を費やしてきた作業が一度に短縮できるようになり、
患者様の待ち時間短縮につながります。診察や検査の予約の管理も容易になり、混雑の
解消や診察待ち時間も短縮可能となるはずです。その他、言葉による伝達や読みづらい
癖字で起こりやすいミスも、電子カルテ上の文字であれば読みやすく、繰り返し確認で
きるため、事故防止につながります。
反面、デメリットとしては職員に端末操作の学習を行う必要があり、一時的に業務効
率が低下します（現在はまだその時期だと思われます）。また長時間の停電などによる
トラブルによっては、システム全体がダウンする可能性があります。緊急時には、いつ
でも従来の紙による運用が可能なように準備も必要です。その他、コンピュータウイル
スやデータの盗難に対するセキュリティへの配慮も必要となります。
私自身もまだまだ操作に不慣れで、診察室ではついつい画面とにらめっこしてしまう
時間が長くなり、患者様に顔を向ける時間が減ってしまっているのではないか、と感じ
ることもあります。しかし、日々少しづつではありますが作業効率が上がっていること
を感じているのも確かで、他の職員も同様ではないでしょうか？。
前任地の病院でも後半には電子カルテが導入され、同じような苦労を経験しました
が、半年から1年もすれば無くてはならないものに感じられ、実際に待ち時間の短縮や伝
達ミスなどの減少を実感しました。
町民の皆さん、もう少し時間を頂ければ、病院を利用していただいた時に、以前との
違い・メリットを感じていただけるのではないかと思っています。
どうかもう少々お待ちください・・・。
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外来診療案内

電話：０１５２－７３－４１１１

受付時間
午 前
午 後
診療科
総合診療科

再来受付機（再来の方のみ）

８：４５～１１：００

８：００～１１：００

１３：００～１６：００
※ 土日・祝日は休診です

１２：３０～１６：００

時間

月

火

水

木

金

午前

酒井英二

杉浦有重

酒井英二

杉浦有重

酒井英二

午後

杉浦有重

酒井英二

杉浦有重

酒井英二

杉浦有重

午前

循環器内科

受付窓口

午後
午前

松井寛輔
松井寛輔

高正光春

松井寛輔
松井寛輔

西村光太郎

高正光春

高正光春

小林秋人

松井寛輔
西村光太郎

小林秋人

小林秋人
内科

午後

西村光太郎

高正光春
小林秋人

西村光太郎

月曜日の午前、木曜日の午後の小林医師の診療は、循環器内科の部屋となります。
呼吸器内科

午後

禁煙外来

外科

整形外科

大松広伸
担当医：西村光太郎 西村光太郎医師の診療時間に受診してください。

午前

西野達生

午後

午後は手術等のため休診となります（急患の方の診療はお問い合わせ願います）

午前

又吉章政

午後

午後は手術等のため休診となります（急患の方の診療はお問い合わせ願います）

午前
泌尿器科

午後

西野達生

又吉章政

西野達生

又吉章政

野崎哲夫
野崎哲夫

西野達生

又吉章政

西野達生

又吉章政

野崎哲夫
野崎哲夫

金曜日の午前・午後は、手術により休診となります。
午前
腎臓内科

午後

野崎哲夫
野崎哲夫

野崎哲夫
野崎哲夫

金曜日の午前・午後は、手術により休診となります。

脳神経外科

午前

宮澤隆仁

午後

第２、第４

第２・第４月曜日が祝日の場合や、飛行機が欠航となった場合は翌週の月曜日が診療日となります。

小児科

眼科

午前

午後

午前

古賀正啓

古賀正啓

古賀正啓

15:00～診察

旭川医大出張医

旭川医大出張医

午後

予約検査
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古賀正啓

古賀正啓

予約検査

予約検査

