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 年を取ってくると物覚えが悪くなり、とっさに人や物の名前がでて

こない、などということがおこってきます。そういう時、「自分はボケて

きた、もしかしたら認知症なのではないか」と心配することになりま

す。 

 加齢に伴って生じるボケ、いわゆる老人ボケは、自分の記憶能力

が低くなってきたことを自覚しているのに対し、認知症は、そのような自覚がなく日常生活に

支障をきたすようになります。 

 認知症の原因の約５０％はアルツハイマー病といわれています。 

 最初は物忘れなどの記憶障害からはじまり、放っておくと、その物忘れがひどくなる、人や

場所がわからなくなる、あちこち徘徊する、また、自分の物がなくなった、あるいは盗まれた

と強く信じこむ、などの症状が出てきます。アルツハイマー病は、長い時間をかけてゆっくり

進行していきますので、最初の段階では加齢によるボケとの区別は難しいと思われます。 

 では、まず加齢によって生じるボケと判断される例を挙げてみましょう。今日の朝食や昼食

に何を食べたか思い出せない、知っている人の名前がすぐ出てこない。しかし、ちょっとし

たヒントを与えられると、すぐ思い出す。３０分前の事ならしっかりと覚えている。今日が何月

何日で、何曜日かはわかっている。自分が今いる場所がどこなのかわかっている。物忘れ

がどんどん進んでいる、ということはあまりない。色々なことに対する判断力はほとんど落ち

ていないので、日常生活にそれほどの支障はない。物忘れや記憶力の低下を自覚してい

て、自分が認知症ではないかと心配になり病院を受診する。以上のような例に当てはまる場

合は、加齢によって生じたボケの可能性が高いと考えられます。 

 次に、アルツハイマー病を疑わせる例を挙げてみます。今日、朝食や昼食を食べたこと

や、自分がしたことを全く忘れてしまう。少し前のことも忘れてしまい、思い出せない。自分

が話した内容を忘れ、同じことを何度も話したり、同じことを何度も聞く。今日が何月何日

で、何曜日なのかわからない。自分の住所が分からなくなる。判断力が低下し、日常生活に

支障をきたす。自分自身は物忘れの自覚が乏しく、異変に気付いた家族に付き添われて

病院を受診する。このような症状があれば、アルツハイマー病の可能性があると考えられま

す。しかし、前にも述べたとおり、この病気は初期の段階での診断は困難です。日常生活

に支障がない程度の物忘れは良いと

して、最近の出来事を忘れるとか、少

し前の記憶が非常に悪くなるとか、物

忘れが年相応以上であるなど、症状

がどんどんひどくなるような場合は要

注意です。アルツハイマー病の可能

性を考え、一度病院受診をしてみま

しょう。 

誰もがぼけたりなどしたくはないで

しょうが、これも人生において避けて通

れない通過点なのかもしれません。 

健やかにお暮しください。 
記憶障害記憶障害記憶障害記憶障害    出典：出典：出典：出典：認知症サポーター養成講座標準教材認知症サポーター養成講座標準教材認知症サポーター養成講座標準教材認知症サポーター養成講座標準教材  
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 外来で、「腹が痛い、ムカムカ吐き気がする」と患者さん、

「昨日、刺身か何か食べませんでしたか？」、「いやぁ、知っ

てる人からサクラマスもらったから、刺身にして食べたんだよ

ねぇ」。胃カメラをしますと、胃の壁につき刺さった虫を見つけることがあります。皆さん、知っ

ている方もたくさんおられると思いますが、その虫は”アニサキス“という寄生虫です。これまで

は食道、胃、大腸の癌の話ばかりでしたが、今回はこの”アニサキス症“について少し書かせ

ていただきたいと思います。 

 イカ（スルメイカ）を調理したことのある人なら見たことがあるかもしれませんが、イカ刺しを作

るとき、身の中に径約５mm程でしょうか、白く不透明な部分を見かけることがあります。そこを

ほじってみますと、中にとぐろをまいた虫がいます。またニシン等の煮魚、焼き魚で、はらわた

の中に小さなミミズの様な虫をよく見かけます。これがアニサキス（の幼虫）です。径約０.５

mm、長さ２～３cmの線虫です。 

  

 アニサキスはクジラやイルカなどの海棲哺乳類を最終宿主とし、成虫はこれらの動物の腸

管に寄生しています。産卵されたアニサキスの卵は糞便とともに海中に放出された後、オキ

アミなどの甲殻類に捕食され、その体内で感染性をもつ第３期幼虫まで発育します。そのオ

キアミなどの甲殻類が魚やイカに捕食され、その体内で更に成長します。その魚やイカがク

ジラやイルカに食べられ、その体内で成虫となります。  

 スルメイカ、サクラマス、タラ、サバなどを生で食べ、その中にアニサキスがいると胃壁や腸

壁に穿入し、即時型過敏反応を起こし腹痛を発する場合があります（ほとんどの場合は素通

りして体外に出てしまいますが）。 

 

 アニサキスの胃、腸壁穿入による症状には「劇症型」と「緩和型」があります。「劇症型」とは

過去に感染して感作されている人の場合で、再感染によって強い即時型過敏反応を起こし、

消化管に攣縮と炎症による浮腫、狭窄などを生じる場合です。一方「緩和型」とは、初感染の

場合で異物反応だけにとどまるため軽症に経過するとされています。しかしこの腹痛のメカニ

ズムに関しては不明な点が多くまだはっきりしておりません。 
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  胃の「劇症型」の場合は食後２～８時間で強い心窩部痛を訴え、しばしば悪心、嘔吐を

伴います。一方「緩和型」の場合は軽症で気付かないことがあります。 

腸の場合は食後、数時間ないし１０数時間後から、強い下腹部痛を生じ悪心、嘔吐、腹

部膨満感などを伴い、時に急性腹症として開腹手術を受ける場合もあります。 

 予防ですが、アニサキスも熱には弱く、６０℃では、数分で死にます。加熱調理すれば、

アニサキスも身のうち、安心して食べられます。マイナス２０℃で冷凍すると、数時間で死滅

すると言われておりますが、家庭の冷凍庫はそこまで低温ではありませんので注意が必要

です。よく、アニサキスを酢でころすということを聞きますが、通常の料理で使う程度の酢で

は死にません。細かく包丁を入れると死にます。 

 ここで注意すべき魚やイカの種類ですが、スケソウダラ、サクラマスには１００％いるようで

す。他、マダラ、オヒョウ、ニシン、スルメイカ、アジ、サバ、イワシ、カツオ、ソイ、ホッケ、サン

マ等にもいますので注意して下さい。マグロ、ヤリイカにはいません。ヒラメ、オコゼにもいな

いとされています。（しかし、この間、ヒラメを食べたと言って、アニサキスがいた人が二人い

ましたので何とも言えません、注意しましょう。）     

 アニサキス幼虫の、人の体内での生存期間は平均４，５日と言われております。もし、その

間痛みを我慢することが出来れば、やがて症状がなくなってしまうこともありえますが、やは

り検査を受けられることをおすすめします。内視鏡でアニサキスを確認できれば、即、鉗子

で摘出、症状もすぐになくなります。また、検査することにより、今まで気づかずにいた他の

病気が見つかるかもしれません。 

 

 最後に、検査する側から一つお願いがあります。腹痛で受診する時、出来ましたら何も食

べずに来ていただきたいのです。食後ですと、内視鏡、超音波、ⅭＴ検査などは診断しにく

い場合があります。特に、このアニサキス症ですと、虫がいる確率の高い場所は、私の経験

上、食道胃接合部から胃底部、胃体部です。胃内視鏡検査時、患者さんに横になってい

ただくと、胃底部、胃体部が胃の出口方向の前庭部、幽門部より低い位置となって、食べ

た物がたくさん残るので、検査がやりにくくなります。 

 さて、今が旬、イカ刺しが美味しい季節です。もう一度言います、アニサキスは、ヤリイカ

にはいませんが、スルメイカにはいます。ただし、他の刺身と同様、注意して調理すれば大

丈夫ですからたくさん味わってください。私も大好きです。（私の場合、ミョウガをタテに細く

きざんで一緒に食べるのが好きです。なんだか料理の話になってしまいました・・・笑） 

脂脂脂脂
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 「治療抵抗性高血圧」とは、「生活習慣が守られ、しかも利尿剤

を含む降圧剤３種を服用しても目標血圧まで下がらない場合」と

定義されています。しかし、生活習慣が守れず、血圧のコントロー

ルが不良な人は多いのが実情です。そのため、「治療抵抗性高

血圧」を、このような人も含めた広い意味としてとらえることが現実

的な対応と言えます。このような患者では、 

① 食塩摂取量が十分に制限されているか 

② 肥満はないか 

③ お酒を飲みすぎていないか 

の３つの生活習慣を確認することが大切となります。それぞれの項目について詳しく述べる

ことは今回省略しますが、この３つは高血圧治療の基本となるチェック項目です。 

 

「治療しても血圧が下がらない」とおっしゃる方の

なかで、自宅では血圧が正常なのに、病院に来る

と血圧が上昇する方がおられます。これは「白衣高

血圧症」といいます。「白衣」を見ると血圧が上昇す

ることからこのような病名がついています。精神的な

緊張がその原因ですが、一時的な血圧上昇であれ

ば問題はないとされています。また、血圧コントロー

ルの不良な方の中には、医師が降圧剤を処方して

も、薬を指示通りに服用されていない方がおられま

す。たまに薬を飲み忘れることは誰にもあるでしょ

う。しかし、あまりに飲み忘れが多ければ血圧をコン

トロール出来るはずがありません。服薬が守れない

ようであれば、そのことを正直に主治医に報告し、

対策を講じる必要があります。 

 

次に、生活習慣には問題がなく、白衣高血圧でもなく、薬も定期的に服用しているのに

血圧が下がらない、という本物の治療抵抗性高血圧の場合です。このような患者では、高

血圧をきたす別の原因がないかを探ります。①血圧が上昇するような薬を服用していない

か、②血圧を上昇させる別の疾患がないか、です。①の血圧を上昇させる薬としては、「ス

テロイド剤」とか「非ステロイド系鎮痛剤」、「経口避妊薬」などがあります。これらの薬は容易

に中止することができない場合が多いのですが、なかには、必要性が低くても長期間薬を

飲み続けている、という場合もあります。必要性が低いと認められる薬は、できるだけ中止あ

るいは減量したいところです。②の血圧を上昇させる疾患として多いのが腎不全です。この

疾患では、腎機能の悪化を防ぐために通常より血圧を低めにコントロールすることが求めら

れるのですが、降圧剤を増量してもなかなか血圧は下がりにくく、しかも無理に血圧を下げ

ると腎機能が悪化することがあります。治療としては、腎保護作用のある降圧剤とループ利
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尿剤をベースに他の降圧剤を追加していきますが、実際にはなか

なか血圧が下がらないので、医師も薬の処方に苦労します。その

他の高血圧をきたす疾患として、「原発性アルドステロン症」、「睡

眠時無呼吸症候群」などがあります。「原発性アルドステロン症」は

意外と多い疾患です。若いのに血圧が異常に高い人は、一度主

治医に相談して血液中のアルドステロン濃度を測定してみることを

お勧めします。また、「時々、睡眠中に突然イビキの音が止まり、

呼吸が止まっていることがある」と家族に指摘された方や、昼間な

のにひどい眠気に襲われる方は、「睡眠時無呼吸症候群」かもし

れません。この疾患も高血圧の原因となりますので、疑いのある方

は耳鼻咽喉科を受診されることをお勧めします。 

 

 治療抵抗性高血圧に対して、最近、特殊な治療法が話題となっ

ています。それは「腎動脈交感神経アブレーション」という方法で

す。アブレーション(ablation)とは英語で、”除去”とか“切除”を意

味します。足の付け根の大腿動脈から細い電極カテーテルを腎

動脈に挿入し、腎動脈周囲に分布している神経を焼灼（しょうしゃ

く―焼き切ってしまうこと）するという方法です。脳が血圧に関与し

ていることは昔から知られていました。脳から腎臓へ交感神経の

刺激が伝わると、腎臓の血管を収縮させナトリウムの再吸収を促すため、血圧を上昇させま

す。逆に、腎臓から脳へ刺激が伝わると、脳は全身の交感神経を緊張させ血圧が上昇する

ようです。この連絡網を遮断する目的で、腎

動脈周囲の神経を焼灼するのです。治療成

績はずいぶん良いようで、治療後３年経過し

ても収縮期血圧が30mmHgも低下していると

報告されており、海外では症例数がかなり増

えてきています。日本では、まだ１１の施設で

臨床試験が開始されたばかりですが、北海

道では札幌医大で治療が開始されていま

す。始まったばかりの治療法ですので、十

年、二十年後の長期的成績は解りません。

正常な神経を焼切ってしまうという、ちょっと

荒っぽく感じる治療ですが、治療抵抗性高血

圧患者には有望な治療法になりそうです。 

 

 もう一つ、画期的な治療法が試みられています。人間の首の頸動脈には頸動脈洞とい

う圧受容体があるのですが、ここをペースメーカーのようなもので持続的に電気刺激すると、

交感神経の活性が低下し血圧が下がるのです。こちらも良い成績が得られているようです

が、まだまだ研究段階と言えるでしょう。 

 

 治療抵抗性高血圧の患者では、糖尿病や腎臓病、肥満症などを合併すると病気の経

過が悪くなると言われています。これまでに述べたような新しい治療法が開発されることは素

晴らしいことではありますが、できればそのような治療を受けなくても済むように、日々の生活

習慣に気を付けたいものです。 

腎動脈交感神経アブレーション：腎動脈交感神経アブレーション：腎動脈交感神経アブレーション：腎動脈交感神経アブレーション：    

岩手医科大学ＨＰより岩手医科大学ＨＰより岩手医科大学ＨＰより岩手医科大学ＨＰより    

ＳＡＳ：睡眠時無呼吸症候群 

 http://www.ketuatu.jp より 
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町民医学講座町民医学講座町民医学講座町民医学講座    その４８その４８その４８その４８    

 口腔ケア口腔ケア口腔ケア口腔ケア    

    

                        ２階病棟看護師２階病棟看護師２階病棟看護師２階病棟看護師        藤井いず美藤井いず美藤井いず美藤井いず美    

 今回は病棟で行っている口腔ケアについてお話します。ご自

宅に、自力で歯磨きなどができないご家族の方がいらっしゃる場

合、参考にしていただけたらと思います。 

 

 口腔ケアとは、口の中を清潔に保つために行う処置のことです。その目的は、口腔内の細

菌の繁殖を抑え、う歯（虫歯）の発生を予防し、歯肉を強化することで、口内炎、歯肉炎、歯

槽膿漏などの口腔疾患を予防することです。口腔内を清潔にすることで気分を爽やかに

し、それによって咀嚼、嚥下などの摂食機能や、会話のための発語機能を維持することが

できます。また、口臭を予防する効果が高まり、食欲の増進にもつながります。さらに、口腔

内細菌の繁殖を防いで、誤嚥性肺炎などの二次感染を予防する大きな効果があります。以

上のようなことから、口腔ケアは、その人自身のQOL（クオリティオブライフ＝生活の質）を向

上させる重要な役割を持っています。 

 

口腔ケアの方法 

 ご自分で歯磨きやうがいが出来る方には、歯ブラシ、歯磨き粉、うがい用水、うがいした後

の水を受けるガーグルベースという入れ物など、必要な物を準備すれば行えますので、ここ

では、自力で歯磨きやうがいを行えない患者様の場合についてお話します。 

 

１ 声かけ 

 口腔ケアを始めるにあたり、まず注意すべきことは、ケアを受ける方の不安の排除と、誤嚥

の防止です。口の中に手を入れられることは不安であり、恐怖に感じられる方もいらっしゃ

います。「これからお口の中を綺麗にさせてもらいますよ」と声かけをおこなうことによって、

相手の方の意識状態を確認し、了解を得ることが、安全に口腔ケアを行う手順の一歩にな

ります。うがい水などの誤嚥の多くは、きちんと覚醒していない場合に起こりやすく、声かけ

は誤嚥防止に効果的といえます。 

 

２ 用具の配置 

 誤嚥などの緊急時の対応も考え、途中で席をはずさなくてもよいように、全ての用具を前

もって準備しておくことが大切です。用具は、ケアを受ける方の状態により選択します。ブ

ラッシングのための歯ブラシ、口腔ケア用のスポンジ、口腔内の清掃のための歯磨き剤、保

湿剤などです。うがい水も、コップまたは横飲みのどちらで行うか考え、ケアを受ける方が使

いやすい物を選びます。うがいが出来ない、むせるなど誤嚥の可能性が高い方の場合は、

スポンジなどに口腔内用の清拭剤を含ませたものを使って清掃を行っています。 

 

３ 姿勢・安全性の確保 

 ケアを受ける方の自立度（自分で行える・介助が必要・座れる・寝たきり）によって、ケアを
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受ける側とケアを行う側、両者の安全で無理の

ない姿勢を確保します。 

 嚥下障害がある方の体位は、ベッドに対して

上半身を３０度程度にギャッジアップ（挙上）さ

せ、首の後ろに枕を入れて、頚部前屈位といわ

れる誤嚥しにくい体位をとります。 

 ケアするときのポイントとして、ケアを受ける方

の目線と同じ高さで行うことです。相手の方より上からの位置でケアを行うと、相手の方の顎

があがってしまい誤嚥しやすくなります。 

 脳卒中などで片麻痺のある方に対し、本人が寝たままの姿勢でケアを行う場合は、上下肢

ともに健側（障害のない側）を下にした側臥位（横向き）にして行います。半座位（支えがあれ

ば座れる方）の姿勢のときは、お顔を麻痺側に向けて行います。 

 開口を維持出来ない方の場合、病院では医療用の硬い素材の指サックを用い、ケアを受け

る方の奥歯部分に噛ませて、開口状態を保つようにしています。この時、指がサックから抜け

ないように注意します。 

 

４ 口腔内の観察 

 口腔内に食事の残渣物が残っていないかを確認します。また、口腔の状態をチェックする

ため、出血や変色、腫れ、口臭、乾燥の有無や程度を観察します。 

 

５ 実際の口腔ケア 

 まず、口腔内の汚れの除去を行います。 

 食物の残渣物、喀痰の除去のため、歯に対しては歯

ブラシを使用しますが、状態によって、デンタルフロス

やスポンジを用います。歯ブラシで、歯に硬く、こびり

ついた汚れを除去する際、歯肉にかかっている部分を

強くブラッシングをすると、傷をつけ、出血する原因に

もなるので注意して行います。汚れがかたまってひど

いときは、水を含ませたスポンジで何回かぬぐうように

拭いたり、保湿剤を塗っておくと、汚れが柔らかくなり

除去しやすくなります。歯のない方の場合も、スポンジ

を使って汚れの除去を行います。口腔内細菌の繁殖

しやすい舌や口蓋の清掃には、舌ブラシやスポンジを

使用します。 

 口腔内はデリケートな粘膜なので、傷つけないように

注意して行うことが重要です。口腔内に異常がある場

合（出血や変色や腫れなど）は、その部分を刺激しな

いよう注意しながら、汚れのみを除去し、無理にはがし

取らないようにします。通常、食事をしたり会話をするこ

とで、唾液が分泌され口腔内は潤いを保っています

が、病気や体調不良になると、口腔内も乾燥して傷が

できたり、時には口唇にまで亀裂が入ったりすることも

あります。さらに、充分な口腔ケアが行われず、口腔内

の環境が良くない状態もこのような異常を引き起こす

＜歯磨き＞＜歯磨き＞＜歯磨き＞＜歯磨き＞    

歯ブラシは鉛筆を持つようにします。 

歯の汚れの残りやすい部分を丁寧に

磨きます。 

歯ブラシの当て方はソフトタッチ、揺ら

すように。一度に、１～２本ずつ磨きま

す。 
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原因になるので、毎日、観察を行い、悪化しないようにケアを続けることが大切です。口腔ケ

アは汚れの除去と潤いを保つことが重要なので、当院も含め、最近は口腔内用の保湿剤が

用いられます。これはジェル状の保湿剤で、口臭予防の効果もあります。口腔内細菌は嫌

気性菌が多く、就寝中に繁殖するため、特に夕食後のケアは入念に行う必要があります。 

 

 

 

 

 

 

 

＜含嗽法（うがい）＞＜含嗽法（うがい）＞＜含嗽法（うがい）＞＜含嗽法（うがい）＞    

唇をしっかり閉じて 

大きく頬を膨らませて 

口に含んだ水を勢いよく動かします 

 

＜口腔清拭＞＜口腔清拭＞＜口腔清拭＞＜口腔清拭＞    

体を起こすことができない時 

水を口に含めない時 

歯ブラシが歯肉を傷つける時 

以上のようなとき、口腔清拭を行います。 
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６ 義歯の清掃・管理 

 高齢になると、う歯や歯周疾患の悪化により多数の歯が欠損し、義歯の装着を余儀なくされ

ます。口腔内は、適度な温度と湿度のため細菌が繁殖しやすく、義歯も細菌の温床になりや

すいのです。特に義歯の内側はその傾向が強く、口臭や誤嚥性肺炎を引き起こす原因にもな

ります。義歯は変形や破損をきたしやすいので、義歯の清掃をする場合は丁寧に取り扱いま

す。熱湯を用いての清掃は、義歯の変形の原因となりますので避けて下さい。 

  

終わりに 

 寝たきり状態などで経口摂取が困難になると、唾液の分泌が減少し、口腔内の自浄作用が

低下します。口腔内に細菌が繁殖すると、口内炎や歯周病、さらに二次的な誤嚥性肺炎を起

こしやすくなるので、嚥下障害、開口障害、意識障害のある方の口腔の清潔保持は、看護の

分野でも欠かすことのできない重要なケアです。障害の程度によってそれぞれ手技も異なるも

のの、在宅療養患者の方が増えている現在、ご家族の方による口腔ケアの必要性も高まって

いると感じます。当院では、ご家族の方への指導も行っておりますので、お気軽に声をかけて

いただければと思います。 

＜総入歯＞＜総入歯＞＜総入歯＞＜総入歯＞    

＜部分入歯＞＜部分入歯＞＜部分入歯＞＜部分入歯＞    

                ※感染予防のため手袋をして洗いましょう※感染予防のため手袋をして洗いましょう※感染予防のため手袋をして洗いましょう※感染予防のため手袋をして洗いましょう    

                参考資料 サラヤ株式会社ホームページ 

                              http://pro.saraya.com/fukushi/kokucare/jissai/hoho.html     
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町民医学講座町民医学講座町民医学講座町民医学講座    その４９その４９その４９その４９    

        透析患者様のかゆみ透析患者様のかゆみ透析患者様のかゆみ透析患者様のかゆみ    

    

                                                                    透析室看護師透析室看護師透析室看護師透析室看護師        北崎北崎北崎北崎    美雪美雪美雪美雪    

 透析を受けている患者様の場合、多くの方にかゆみの症状が生じ

ます。 

 かゆみを生じる要因は、大きく２つに分けられます。ひとつは、衣・

食・住の生活環境により改善できる外因性のもの。もうひとつは、適切

な透析管理によって改善が期待される内因性のものです。外因性の

かゆみは、内因性のかゆみとは違って対処しやすいのが特徴で、まず欠かせないのが日常

のケアです。ポイントは、「肌を清潔にすること」と「乾燥に注意すること」です。 

 一方、内因性のかゆみは、ある種の尿毒素がかゆみを誘発する、あるいは、皮膚のカルシ

ウムやリンなどの含有量がふえるなど、さまざまな原因が複合して誘発されると考えられます

が、はっきり分っていません。 

 何れが要因の場合でも皮膚ケアは欠かせないもので、軽度・中等度のかゆみに対しては、

特に有効です。具体的な皮膚ケアの方法としては、「皮膚を清潔に保ち保湿すること」です。

また高度のかゆみに対しては、主治医に相談したり、皮膚科を受診して、適切な薬剤を処方

してもらいます。 

 

皮膚を清潔に保つための入浴のポイント 

高温、長湯は避けましょう。 

皮膚の乾燥を招きます。 

石鹸を使う際は、よく泡立ててよ

くすすぎましょう。 

石鹸は油分を取り除くので、

使いすぎないようにしましょ

う。 

ごしごし洗いはやめましょう。 

ナイロンタオルなどでゴシゴ

シこすりすぎると皮膚を傷つ

ける原因になりますので、や

さしく洗いましょう。 

 

 

皮膚の乾燥を防ぐ保湿のポイント 

乾燥肌はかゆみの原因となるので、積極的に保湿剤を塗りましょう。 

特にお風呂から上がってすぐは、体温が高く皮膚が滑らかなので、軟膏がよく浸透します。

体が冷えないうちに塗りこみましょう。 
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参考･引用文献   

高森 建二監修 冬のかゆみ対策大作戦             鳥居薬品株式会社 

鈴木 正司監修 透析患者さんのためのかゆみ対策ハンドブック  日研化学株式会社 
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新しいスタッフの自己紹介新しいスタッフの自己紹介新しいスタッフの自己紹介新しいスタッフの自己紹介    

    

総務グループ 総務担当 花田順裕総務グループ 総務担当 花田順裕総務グループ 総務担当 花田順裕総務グループ 総務担当 花田順裕    

５月１日付け人事異動により、国保病院の総務担当に配属に

なりました花田といいます。今回、時期はずれな人事異動とい

うことで自分自身も困惑しているところはありましたが、病院のス

タッフの方々に色々助けていただきながらの日々を送らせてい

ただいているところであります。 

人事異動は、いつどこの部署に発令されるかわからないもの

であり、今回病院に配属されたのも一つの縁でありますので、

広報誌の題名でもあります「一期一会」の気持ちで患者の皆

様・スタッフの方々と接していければと思います。 

まだまだ不慣れな点も多くご迷惑をお掛けすることもあるかと

思いますが、一日でも早く仕事に慣れるよう頑張りたいと思いま

すので、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。       

    

看護補助者（２階病棟）看護補助者（２階病棟）看護補助者（２階病棟）看護補助者（２階病棟）    折手三希子折手三希子折手三希子折手三希子    

 ６月より外科病棟で看護補助者として勤務しています折手で

す。 

 ５月にホームヘルパー２級の資格を取得したばかりで経験が

ないので、皆さんに迷惑ばかりかけていますが、職員の方々に

指導を受けながら助けていただきながら仕事を身につけて頑

張っていきたいと思っています。よろしくお願いします 

 

 

看護補助者（２階病棟）看護補助者（２階病棟）看護補助者（２階病棟）看護補助者（２階病棟）    丸山歩美丸山歩美丸山歩美丸山歩美    

 ５月から２階の看護補助者として働かせていただいている丸

山歩美と申します。 

 以前、北見のデイサービスで勤めた経験があり、ものすごく大

変であることと同時に、やり甲斐がある仕事だと思っています。

今までの経験を活かし、少しでも早く皆さまのお役にたてるよう

日々努力していきたいと思っています。 

 また、皆さまに早く自分の顔と名前を覚えていただけるよう頑

張りたいと思います。 

 まだまだ不慣れな面があり、ご迷惑をおかけすることもあると

思いますが、どうかご指導のほどよろしくお願いします。 

 



１４ 

北海道の自然北海道の自然北海道の自然北海道の自然    第１０回第１０回第１０回第１０回    

                    秋のキノコ秋のキノコ秋のキノコ秋のキノコ    

                                                                        

                                            循環器内科循環器内科循環器内科循環器内科    松井松井松井松井    寛輔寛輔寛輔寛輔 

 今回はちょっと趣向を変えて、阿寒の森にひっそ

りと生きている「キノコ」の話をいたします。 

 阿寒の森は、人が植えた「人工林」ではなく、自然

のままの「天然林」です。この「天然林」では、倒木

や枯れ木はそのままの状態で風雨にさらされ、やが

て朽ちて分解され、土となって他の植物の栄養源

になります。キノコはこれらの倒木を分解する働きを

なすもののひとつであり、森の自然のサイクルを回

す重要な役割を担っています。 

キノコは、生物学的には菌類ですからカビの仲間になります。「キノコとカビが同じ仲間？」

と、釈然としない方もいらっしゃるでしょう。私たちが「キノコ」と聞いて思い浮かべる形は、実

は「子実体」と呼ばれるキノコ本体のごく一部分にすぎず、その「子実体」の下には、カビと同

様の糸状の構造物が驚くほど広がっているのです。 

山を歩いているときにいつも目にしながら、ほとんど知らなかったキノコの謎に魅かれ、私

は、阿寒のネイチャーガイドとともに歩く「秋のキノコツアー」に参加してみましたので、ここで

少し紹介させていただきます。 

 私が参加したのは昨年の９月末、阿寒川沿いのひんやりした林の中をガイドの方について

歩きました。あたりには苔むした倒木がそこかしこに横たわっていて、キノコも次々と見つかり

ます。最初のキノコ（写真２）は、典型的な傘型をした「タマゴタケ」です。小さい時は卵のよう

な形（写真３）をしていますが、大きくなると傘型に変わってきます。小さい時の卵の殻状のも

のが、割れてバラバラになって傘の上に残っていれば、それは別の種類の「テングダケ」とい

う毒キノコです（写真４）。 

 

 

 

 

 

 

 

キノコの分類の仕方にはいろいろあるようで、以前は外見的特徴をもとにグループ分けさ

れていました。しかし、最近は菌のＤＮＡで分類されているようです。それによると、大きく「担

子菌門」と「子嚢菌門」の２つに分けられます。胞子が細胞（担子器）の外に形成されるのが

「担子菌門」で、これに属するキノコは、柄の上に傘が広がり、裏面にはヒダがある、いかにも

キノコらしい形態をしたものが多いようです。 

写真１写真１写真１写真１    阿寒川阿寒川阿寒川阿寒川    

写真２写真２写真２写真２    タマゴタケタマゴタケタマゴタケタマゴタケ    写真３（左）写真３（左）写真３（左）写真３（左）    タマゴタケタマゴタケタマゴタケタマゴタケ    

h�p://d.hatena.ne.jp/

kinkinkinokino/20070809    よりよりよりより    

写真４写真４写真４写真４    テングダケテングダケテングダケテングダケ    



１５ 

 「子嚢菌門」は、細胞（子嚢）の内部

に胞子が形成されます。お椀型で、そ

の内側に胞子を作るものが多く、それ

ゆえ、胞子も上に向かって放出されま

す。  

 この分類で考えると、先程の「タマゴ

タケ」が「担子菌門」に属すのは明らか

です。しかし、「ホウキタケ」（写真５）も

「担子菌門」に属すると言われると、見

た目だけで判断するのは難しいことが

分かります。 

 

  

 

 

 

 

次に、「子嚢菌門」に属するキノコをご紹介します。代表

的なのはチャワンタケ（写真６）やアミガサタケで、地中に子

実体のあるフランス料理の高級食材トリュフもこのグループ

に含まれます。次に、「子嚢菌門」の変わった種類をひとつ

ご紹介します。漢方薬として有名な「冬虫夏草」という名前

を聞かれたことがあると思います。この「冬虫夏草」は、地中

に生息するコウモリ蛾の幼虫から発生するキノコですが、チ

ベット高原や中国の高山地帯でしか採れないため、大変高

価な漢方薬として扱われています。実は、コウモリ蛾に限ら

ず昆虫に付くキノコであれば、広い意味で「冬虫夏草」と呼

ばれます。冬の間、キノコは地中にいる幼虫の体内で育ち

ますが外観は虫のままです。夏になると、そのキノコが幼虫

の体から草のような芽を出すことからこの名が付きました。

驚いたことに、阿寒の森にもこの「冬虫夏草」がいました（写

真７）。ただし、残念ながらこの冬虫夏草は漢方薬にはなり

ませんので念のため。 

 

 今回の原稿は、新井文彦さんという方の著書「きのこの話」

（筑摩書房出版）を参考にさせていただきました。新井さん

は夏のあいだ阿寒に転居してこられる「キノコ博士」です。軽

快な文章と色鮮やかなキノコの写真がつまった、新井さんの

この著書を読むと、キノコに魅せられた新井さんが、阿寒の森の中で大きなカメラを構えて、小

さなキノコを優しいまなざしで見つめている姿がうかんできます。幸運にも、阿寒の森の近くに

住んでいる私たちが、この魅力あふれるキノコたちに関心を持たないなんて、なんとももったい

ないと感じます。今回はごく一部しかご紹介できませんでしたが、他にも、不思議で可愛いキノ

コたちがたくさんいます。今度は是非、皆さん自身で阿寒の森を歩いてみられてはいかがで

しょう。 

担子菌門と子嚢菌門の胞子形成の違い担子菌門と子嚢菌門の胞子形成の違い担子菌門と子嚢菌門の胞子形成の違い担子菌門と子嚢菌門の胞子形成の違い    

                                            私編私編私編私編    雑科学ノートＨＰより雑科学ノートＨＰより雑科学ノートＨＰより雑科学ノートＨＰより    

写真５写真５写真５写真５    ホウキタケホウキタケホウキタケホウキタケ    

写真７写真７写真７写真７    冬虫夏草冬虫夏草冬虫夏草冬虫夏草    

写真６写真６写真６写真６    チャワンタケチャワンタケチャワンタケチャワンタケ    

http://oota824.blog18.fc2.comhttp://oota824.blog18.fc2.comhttp://oota824.blog18.fc2.comhttp://oota824.blog18.fc2.com    よりよりよりより    

    



１６ 

 外来診療案内  初診の方：初診の方：初診の方：初診の方：保険証を持って受付窓口へおいで下さい 

  午前８時４５分～午前１１時００分  午後１時００分～午後４時００分 

    診察券をお持ちの方：診察券をお持ちの方：診察券をお持ちの方：診察券をお持ちの方：再来受付機をお使いください 

  午前８時００分～午前１１時００分 午後０時３０分～午後４時００分 

 

外科 

 

総合診療科 

（杉浦、雨宮） 

腎臓内科 

（雨宮） 

 

内科 

 

 

循環器内科 

 

 

小児科 

 

 

 

眼科 

     旭川医科大学からの出張医の診察となります。 

     予約検査は医師不在です。 

 

    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    

午前午前午前午前    内澤内澤内澤内澤    中野中野中野中野    松岡松岡松岡松岡    中野中野中野中野    松岡松岡松岡松岡    

午後午後午後午後    内澤内澤内澤内澤    中野中野中野中野    松岡松岡松岡松岡    中野中野中野中野    松岡松岡松岡松岡    

    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    

午前午前午前午前    雨宮雨宮雨宮雨宮    杉浦杉浦杉浦杉浦    雨宮雨宮雨宮雨宮    杉浦杉浦杉浦杉浦    雨宮雨宮雨宮雨宮    

午後午後午後午後    杉浦杉浦杉浦杉浦    雨宮雨宮雨宮雨宮    杉浦杉浦杉浦杉浦    雨宮雨宮雨宮雨宮    杉浦杉浦杉浦杉浦    

    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    

午前午前午前午前    高正高正高正高正    高正高正高正高正    國本國本國本國本    高正高正高正高正    休診休診休診休診    

午後午後午後午後    休診休診休診休診    國本國本國本國本    高正高正高正高正    國本國本國本國本    高正高正高正高正    

    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    

午前午前午前午前    休診休診休診休診    休診休診休診休診    松井松井松井松井    休診休診休診休診    松井松井松井松井    

午後午後午後午後    松井松井松井松井    松井松井松井松井    休診休診休診休診    松井松井松井松井    休診休診休診休診    

    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    

午前午前午前午前    高橋高橋高橋高橋    高橋高橋高橋高橋    高橋高橋高橋高橋    高橋高橋高橋高橋    高橋高橋高橋高橋    

午後午後午後午後    

    

高橋高橋高橋高橋    

13:30～～～～    

高橋高橋高橋高橋    

13:30～～～～    

高橋高橋高橋高橋    

15:00～～～～    

高橋高橋高橋高橋    

15:00～～～～    

高橋高橋高橋高橋    

13:30～～～～    

    月月月月    火火火火    水水水水    木木木木    金金金金    

午前午前午前午前    出張医出張医出張医出張医    出張医出張医出張医出張医    出張医出張医出張医出張医    予約検査予約検査予約検査予約検査    予約検査予約検査予約検査予約検査    

午後午後午後午後    出張医出張医出張医出張医    出張医出張医出張医出張医    予約検査予約検査予約検査予約検査    予約検査予約検査予約検査予約検査    予約検査予約検査予約検査予約検査    


