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町民医学講座 その112
かかりつけ医の重要性について
内科医師

西村 光太郎

初めに
美幌町の皆様、内科の西村でございます。早いもので美幌に赴任し
て２年がたちました。以前の勤務地は高知県の山間部の診療所で、か
かりつけ医として患者さんの様々な問題に対処してきました。
今回は当時を振り返りながら、町民の皆様に改めてかかりつけ医の重
要性をお伝えしたいと思います。私の個人的な意見や感想も含まれて
おり、異なるご意見やご批判もあろうかと思いますが、どうか軽い気持ち
で最後まで目を通していただけましたら幸いです。
かかりつけ医の役割
かかりつけ医は患者さんの疾患、生活などを包括的に把握し、全体のバランスを考えながら治
療を行います。患者さんによっては本人だけでなく、家族やほかのスタッフ、地域のケアサービス
担当者や介護者などとも連携・協力し、患者さんの診療に当たります。
国保病院に入院が必要となり、紹介される患者さんは、地域のかかりつけ医の先生によって糖
尿病、逆流性食道炎、頻尿、認知症などの複数疾患の治療がなされていることが多いようです。
かかりつけ医の先生方は、患者さんの主治医として全体像を把握し、いろいろな状況に対応して
います。新たな症状に対しても、普段の患者さんの状況を把握していることから、対応しやすい
状況にあります。定期的な診察や処方、悪化時の相談などもかかりつけの先生にお願いすること
が一番の近道です。
かかりつけ医を経験して
私も前任地では７年近くかかりつけ医としての仕事に取り組みました。かかりつけ医は患者さん
が思う以上に、患者さんのいろいろな状況を把握して、幅広く診療しています。かかりつけ医は
患者さんを継続的に診て、専門医が必要な時にはかかりつけ医の紹介で介入するという方法
で、大抵の方はとてもうまくいきます。
しかし私の経験では、多くの患者さんや家族には、設備の整った大きな病院を有難がる傾向が
ありました。都市部に住む患者さんの親族が久しぶりに故郷に帰って来て、こんな田舎の病院に
かかっているのではよくならないと、いきなり町の病院に連れて行かれたりすることもあり、かかり
つけ医が軽く見られているようで寂しい思いをしました。
主治医としては、十分に分かってバランスを見ながら対応していることでも、親族の気持ちとし
ては、もう少しどうにかならないのかと思うのです。そうしていくつもの病院にかかることになり、内
服薬が足し算的に増えて、主治医が全体像を把握しきれなくなります。遠くの専門医が3か月に
１回程度診ている疾患の症状が悪化して、自分のところを受診しても、専門医からの処方は修正
しにくいのです。本当は専門医とのやり取りも含めて大まかな方針を決めて、かかりつけ医が処
方を継続・調整を行う方がうまくいくことが多いのでは？と思います。僻地という特性もあって、多
くの患者さんにおいて、そのようにして治療してきました。多くの疾患
を抱える患者さんや、病状が重くて自由にならない方ほど、近くの何
でも相談できる主治医の存在が重要になると考えていました。
ひいおじいさんの在宅の看取りから、おばあさんの腰痛、内科疾
患、おじさんの糖尿病、おばさんのうつ病、高血圧、若旦那の禁煙、
お孫さんの風邪や予防接種など、４世代にわたって関わった家族も
ありました。とても元気だった患者さんが加齢とともに次第に衰弱し、
最期を看取った方もおりました。私はこうした住民の方の生活を、影
からそっと支える地味な医療をやりがいと感じながら実践してきまし
た。高齢者はのどかに年を取るように思われるかもしれませんが、高
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齢になるほど体調を崩す頻度が高く、急な問題にもよく直面しました。これらの経験から、私は高
知県の山間僻地で過ごした７年間で、専門の消化器内科の診療経験は少し停滞しましたが、か
かりつけ医の重要性を身をもって経験しました。私のようなよそ者が７年間程度、地域に居たこと
と比べると、開業医の先生方は何倍もの覚悟と信念をもって地域に根を張って診療をされている
と思います。
美幌に来て思ったこと
美幌は、前任地のように僻地でもなく、どこの医療機関にもある程度、気軽にかかることができ
ます。私どもが診ている患者さんにも、疾患の数だけ主治医がいるような方が多くおります。赴任
して間もない頃、肩こりを訴える患者さんに注射をしようとすると、外科を受診するようにスタッフか
ら提案された時、ここは前任地とは違うと身に染みてわかりました。内科の患者さんの中には、糖
尿病などでかかりつけの先生にかかっている患者さんで、胃薬だけ内科で処方している方がおり
ます。ふらつきがあり、繰り返し受診する患者さんで、認知症の可能性を家族に電話して伝えた
ところ、すでに認知症で他院にかかっているとのことがわかりました。そんな重要なことも知らず
に、何度も診療していたのです。
国保病院内科での仕事
国保病院内科では、内科のかかりつけとして慢性疾患の患者さんの定期診察の他、紹介患者
さんを含む症状や異常を有する初診患者さんの診断・治療、そして健診関連の仕事が主な仕事
です。地域のかかりつけ医の先生方と異なり、新たな症状を持つ方の診断治療や入院治療が仕
事の中心となります。
外来で診療をしていると、かかりつけの地域の先生がおられるのに、便秘が一年前からあると
紹介状を持たずに受診したり、風邪が治らないと受診する方が多く居ります。その大半の方は、
かかりつけの先生にもう一度相談したら、私などより余程適切に解決してくれたであろうと思って
います。昔、私が僻地に努めていた頃に、私が診ていた患者さんたちも、こうして私を飛び越え
て設備のある病院に受診していたのだろうと思います。
後医は名医？
前任地で風邪をこじらせて肺炎になった方で、経過中にもう一度受診してくれていたら、肺炎
の診断治療ができたのに、総合病院にかかり、肺炎の発症を私の誤診と信じている方がおりまし
た。初めは風邪のようでも違う疾患はあるし、風邪もこじらせることはあります。良くならなかった
ら、こう考えてこうしようと思っているところを、ほかの病院に情報も持たずに受診して、良くなれば
そこの先生のおかげと思うのですから、初めに診た医者はたまったものではありません。
後医は名医という言葉があります。後で診る医師は初めに診る医師より、その後の患者の経過
も、その後出現したより疾患らしい症状や検査結果も、そして先に診た医師の治療の効果までわ
かっているのですから、断然有利です。その上、方針変更によって改善するのですから、後医が
名医に見えてしまうのです。そういう傾向は住民の皆様もぜひ知っていただきたいと思います。
私がかかりつけ医の立場の時には、このことを言いたくてもどうしても言えませんでした。私たち
は前医である地域の先生方の日々の苦労に思いをはせながら、紹介状を持参した患者さんに
対して、必要に応じて診断機器を活用しながら診断治療を進めます。私たち病院の医師は道具
や２４時間体制のスタッフに助けられて、しかも得意分野の患者さんを中心に受け持つことで、何
とか診療が成り立っています。国保病院でも行えない判断や治療が必要なら、北見などの病院
に紹介となります。いずれにしても患者さんの治療においては、普段の状況の把握がとても重要
であり、紹介状がないと重要な情報のやり取りができず、とても大きな支障になるのです。
病院のはしごはやめよう
美幌のように便利な町では、病院のかかりやすさも相まって、患者さんが紹介状を持たずに気
軽に病院を渡り歩く傾向があるように思います。これまで述べましたように、紹介状を持たない受
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診は、非効率で不適切な診療の原因になりますので、緊急時以外はできりだけ避けてください。
かかりつけ医の重要性を、住民の一人一人が理解して、きちんと活用したら、もっと良い医療を
効率的に安価に受けることができるのではないかと思います。北見などの大きな病院にかかって
おられる患者さんでも、人によっては美
幌地域の医療機関や当院で対応可能
ではないかと思います。かかりつけ医
が健康問題にバランスよく対処し、必要
に応じて専門医を紹介する。専門医で
状態が安定したり治療方針が立てば、
またかかりつけ医が継続してみていく。
そのような田舎では普通のスタイルが、
医療の効率を改善し、医療崩壊を防ぐ
ばかりでなく、患者さんの健康や生活
維持にも貢献すると思います。

町民医学講座

その113
骨粗鬆症の診断と予防と治療
整形外科医師
又吉 章政
骨粗鬆症の年代別の有病率は、女性の方が男性に比べて3倍から4
倍以上高く、40歳以上では、腰椎で女性が19.2％、大腿骨頸部では
26.5％と報告され、罹患患者数は1280万人にのぼると推測されておりま
す。団塊の世代が、高齢化するにつれて、罹患患者数はまだまだ増え
ると思われます。骨粗鬆症は、高齢化が進む日本において、国民病で
あり、骨折頻度や生命予後、健康寿命に与える影響は大きくなっていま
す。
健康寿命とは、健康上の問題がない状態で日常生活が送れる期間の
ことです。平均寿命と健康寿命の間には、男性で約9年、女性で約13年の差があります。誰もが
最後まで健康でいきいきと生活を送りたいと思っています。その健康寿命にも骨粗鬆症の影響
が大きいといわれています。
骨粗鬆症の診断法として、骨密度測定機器、骨代謝マーカーなどがあり、当院では主に骨密
度測定器（DXA法）を使用しています。腰椎、大腿骨頸部で測定し、骨粗鬆症の診断をしていま
す。約6か月に1度の検査をすすめています。
一般的に骨粗鬆症の予防は、運動、日光浴、
バランスの良い食事と言われております。しかし
ながら、高齢になるにつれて外出が少なくなり、
運動不足や食事摂取量も少なくなることが現状
です。地域的にも北海道は年間日照時間が少
なく、降雪により外出も少なくなり、また外出した
としても滑って転倒・骨折の危険性があり、外出
を控えることもしかたがないと思います。そのため
室内での運動療法指導も行っています。骨粗鬆
症に対する予防としては、それでも不十分である
ことが多く、それを補うのが薬物療法（骨粗鬆症
薬）です。しかしながら、大腿骨近位部骨折や椎
体（脊椎、主に胸腰椎移行部）骨折患者の骨粗
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鬆症薬治療率はわずか20％程度という結果が得られています。治療率の低さが浮き彫りになっ
ておりますが、高齢者の現状では、内科的疾患などで投与されている薬が多く、整形外科的に
は骨粗鬆症薬は優先順位は高いですが、内科的疾患（心疾患、高血圧、腎,肝臓疾患、糖尿病
など）の全身的、生命予後に直接影響するような疾患の治療薬と比べると骨粗鬆症薬は優先順
位は低いと思います。骨折などで健康寿命の低下をきたし、長期的な観点からは生命予後に影
響を及ぼすこともありますが、直接的な死亡原因になることが少ないことも優先順位を下げている
と思います。骨粗鬆症薬の種類によっては、抜歯などの
歯科での治療の際に休薬を余儀なくされる薬剤もあり、
なかなか骨粗鬆症薬による治療が継続できないこともあ
ります。認知症の患者も継続投与が困難と思われます。
また最近では、骨粗鬆症薬の新薬（注射製剤）もどんど
ん開発されてますが、効果は期待できる分、薬価も高価
です。患者の状態（他疾患の既往）により骨粗鬆症薬投
与するか、投与せずに経過観察するか日々考えていま
す。
骨折発生率は、1987年以降5年おきに行われている大腿骨近位部骨折（頸部、転子部）の全
国調査によると、1987年は大腿骨近位部骨折の新規発生率は約5万件でしたが、2012年には17
万5700件（男性3万7600件、女性13万8100件）と大幅に増加しており、2020年には約25万件、
2030年には約30万件の大腿骨近位部骨折が発生すると推計されます。
大腿骨近位部骨折の9割以上は転倒が原因であり、患者数は80代が最多で、全体の半数以
上を占めています。また室内での転倒が約60％を占めています。転倒を予防することが骨折の
予防とされています。室内を明るくする、室内での段差をなくす、手すりを付けるなど、転倒予防
には様々な方法が挙げられます。
骨折後に適切な手術を行い、適切な後療法（リハビリ）を行ったとしても、すべての患者が骨折
前の日常生活レベルにまで復帰できる訳ではありません。骨折前に独歩だった患者が杖を必要
になったり、杖で歩いていた患者は押し車が必要になったりと、日常生活のレベルが落ちる場合
が多くあります。歩行能力の回復には、骨折前の歩行能力と年齢が大きく影響し、骨折前から不
安定性があった場合や認知症がある場合が落ちる傾向にあります。そのため、日常生活が健康
に送れなくなることになり、健康寿命の低下に対する影響が大きいと思われます。骨折後の死亡
率は、高齢者の骨折が多いため、1年で約20％前後、5年で約50％前後となっており、死亡率は
高くなります。
健康寿命を維持するためには、転倒による骨折の予防、骨粗鬆症の診断と予防、治療が重要
だと思います。

町民医学講座 その114
歩くとコワイ！息切れがする！！本当に歳のせいだけですか！？
〜呼吸リハビリテーションのすすめ〜
呼吸器内科医師

安井 浩樹

はじめに
美幌町の皆様、はじめまして。
１月より勤務させて頂いております、安井浩樹です。
私は平成５年に三重大学を卒業し、三重県内各地の病院で、内科、
呼吸器内科医として勤務したのち、平成１５年からは三重大病院で臨床
５

研修医の指導や、学校医・産業医業務に従事しました。平成２１年に名古屋大学に移り、地域医
療に関係する教育や研究を行ってきました。その間の平成１０年頃でしたでしょうか、わずか１週
間程ではありますが、北海道のとある病院で勤務する機会をいただき、その時以来、いつかは北
海道で地域医療に参加したいと思っておりました。
今回、その美幌町への赴任が実現し、自分でも大変驚いております。前任地の名古屋大学で
は、学生に対して地域医療は医師だけで作るものではなく、看護師さんや薬剤師さん他の多職
種チームで作るものであると、更には、患者さんやご家族と一緒に作り上げていくものだと繰り返
し伝えてきました。そして今回、私自身がそれを実践する機会をいただく事になりました。
はじめての土地での生活には正直不安もありますが、それを超えるワクワク感と期待に胸を膨ら
ませているところです。北海道民、美幌町民１年生の私ですが、どうぞよろしくお願いいたしま
す。
さて、美幌もすっかり春ですが、少し前まで「雪かきをしたら、胸がコワクなった。」、「少し歩くと
息切れがする。」、そんな症状はありませんでしたか？確かに年齢的なものもあるかもしれません
が、本当にそれだけでしょうか？もし、慢性閉塞性肺疾患等の呼吸器疾患や運動不足（専門用
語でデコンデショニングといいます）が原因で息切れがある場合には、呼吸リハビリテーションが
有効な場合があります。今回は、それらの病気と呼吸リハビリテーションについてお話します。
1.慢性閉塞性肺疾患（COPD）とは
COPDとは、タバコ煙を主とする有害物質を長期に吸
入曝露することで生じた肺の炎症性疾患といわれてい
ます。気管支の閉塞、肺胞の気腫化等の病態が、様々
な割合でおこり、慢性の咳・痰の他、労作時息切れ、酸
素不足といった症状をきたします。その影響は、気管支
や肺にとどまらず、栄養状態、免疫状態、精神状態も悪
化させ、現在では全身性疾患であることが知られていま
す。つまり、肺を治療するだけでなく、全身状態、生活
習慣からの介入が重要です。

肺気腫の肺胞

正常な肺胞

2.デコンディションングとは
みなさんは普段歩いたり雪かきをしたりする時に、どの足をどの順番で動かして、どのくらい呼
吸をして酸素を取り入れて、…なんて事を考える人はいないですよね。普段から運動している人
にとっては、運動や呼吸はほとんど自動で行われます。ところが息切れのせいであまり動いてい
ない人が歩こうとすると、足がうまくだせなかったり、呼吸の調整が遅れたり、筋肉が足りなくて転
んだり、さらに歩けなくなってしまう事があります。これがデコンディショニングです。こちらはＣＯＰ
Ｄとは違って、酸素はちゃんと足りているにもかかわらず、それらの症状が起こります。
3.息切れを来すその他の疾患
ＣＯＰＤやデコンディショニングの他にも、間質性肺炎、肺血栓塞栓症、心不全、精神的要因
等、息切れには様々な原因がありますので、家族や自分自身で気になる方は、まず受診をお願
いします。
4.呼吸リハビリテーションとは
息切れには様々な原因がありますが、それらの患者さんの多くに共通
するのが呼吸筋や胸郭（肺が入っている肋骨で囲まれた部屋）が固く
なっていたり、栄養状態が悪く筋肉が落ちていたり、きちんと吸入薬が
吸えていなかったり、風邪をひきやすかったりといった事が見られます。
そのため呼吸リハビリテーションでは、まず呼吸をする筋肉（胸や肩の
腹式呼吸
６

筋肉、そして、横隔膜）をしっかりと柔らかくする練習（マッサージ、リラクゼーション）をしたり、重
い胸郭を使わない呼吸（腹式呼吸）、口をすぼめて、肺をふくらませる呼吸（口すぼめ呼吸）と
いった呼吸練習を行います。そして、それらの呼吸法を実践しながら、歩行、エルゴメータ（自転
車）等で少しずつ運動能力を高めて行きます。
5.国保病院の呼吸リハビリテーションプログラムについて
美幌町立国保病院では、呼吸練習だけでなく、理学療
法士、医師による6分間歩行試験（運動能の評価）、薬剤
師による服薬/吸入指導、栄養士による栄養指導、そし
て、看護師による生活指導（例：感染予防の仕方、安全な
お風呂の入り方など）を、組み合わせた3週間の呼吸リハ
ビリ入院プログラムを行っています。3週間の間には、2回
の試験外泊も含まれており、実際の生活環境の中での課
題を明らかにしたり、克服したりしていきます。平成29年4月末までに、既に5名程の患者さんが、
この呼吸リハビリ入院プログラムに参加して、息をするのが楽になった、息切れがしなくなった、
なんだか元気になったという感想もいただいています。
6.まとめ
今回は、簡単に呼吸リハビリテーションについて説明しました。
息切れの原因は様々ですが、どんな人であっても、この素敵な美幌町の
おいしい空気を吸いながら、前向きで、楽しく幸せな生活を送るお手伝いが
できたらと思っています。いつでもお気軽に呼吸器内科外来へお声かけく
ださい。
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手術室看護の役割について
手術室看護師
小田島 泉
手術を受ける患者様は、麻酔・手術手技・体位・環境などにより全身
の機能に大きな影響を受けます。そのような手術侵襲を最小限にし、安
全で最良な看護を提供する為に、私たち手術室スタッフは心理的支
援、麻酔看護、体位管理、感染予防、体温管理、体内異物遺残防止、
機器管理、チームマネジメントなど、広範囲にわたり実践しています。
この実践メンバーには、手術を進行する医師達に器械を渡しサポート
する器械出し看護チーム、手術野以外の様々な仕事を担当する外回り
看護チーム、これに医療機器を管理・駆使する臨床工学技士（ME）、レ
ントゲン技師などコ・メディカルと呼ばれる技師達のチームが加わり、常に患者様を中心に置き協
力することで手術看護は成り立ちます。
よくTVドラマなどでも手術中のシーンが出てくるので、手術看護とは手術室の中だけと思われ
るかもしれませんが、それは氷山の一角。スムーズに手術が進むよう、そこまでの準備が大切
で、手術の出来は８割が段取りで決まると教わりました。
準備には、まず手術が決まったら、使用する機械の準備、例えば整形外科ならその部位の専
門の器械セットの発注、届いたあとのネジの一本一本の確認、その後の洗浄・消毒・滅菌、在庫
確認、補充、清掃、患者様の情報収集などがあります。手術が終わったあとは、また器械の洗
浄・消毒・滅菌をして、次の手術に備えるなど、挙げればキリがありません。
それでもやはり手術中の看護が一番重要な仕事となるので、今回は手術中の看護の中で、あ
まり知られていない仕事を紹介します。
冒頭の方にも出てきた、手術患者様の体温管理についてです。
７

どんな麻酔法でも、薬によって痛みをなくすことは、人間本来の色々な機能も麻痺させること
になります。寒い時には鳥肌が立ち、血管をギュッと収縮させて体温を上げようとしたり、暑い時
には血管を拡げ、筋肉も緩めて、汗をかくことで体温を下げようとすします。それは普段は意識し
なくても体が勝手に働いてくれるのですが、麻酔をかけることで、勝手に働いてくれていた色々な
機能も抑えられてしまいます。それに加え、手術によりお腹を開いたり、メスで色々な場所(創)を
拡げることで、そこから熱が奪われたり、出血、アルコール消毒液によっても熱は奪われます。こ
れらのことから、手術室の環境、手術自体、麻酔などは体温を低下させる方向に働くことが多い
ので、体温管理は体温の低下を防ぐことが重要となってきます。
では体温が低いと、どんな影響があるのでしょうか。
１）麻酔薬などの影響で代謝時間が延長し、麻酔から覚めにくくなります。
２）血小板・凝固因子の機能低下により、止血しにくくなります。
３）免疫機能や血流が低下する事で、傷の治りが遅くなったり、感染が起こり易くなります。
４）目が覚めた時の不快感が増強したり、悪寒も出てきます。
この様な影響を少なくするために、次の様な対策をしています。
1）手術室の環境を整える：室温、湿度、被覆状態などをチェック。
2）触診：額、手、足（末梢）を触って、暖かいか、冷たいか、汗をかいていないかなどをチェック。
3）視診：鳥肌になっていないか、皮膚の色はどうか、仕草、顔色などをチェック。
他に体温管理用医療機器という便利な道具があり、手術
用ベッドの上に敷いている温水循環マットは麻酔の種類や
術式によって３７～４０℃に設定します。そのマットの上にや
や厚めでふかふかのシート、更にその上に吸収性シートな
どを敷いて消毒液などの垂れ込みから皮膚を保護し、蒸れ
ない様に注意しています。術中の体温消失の９０％が体の
表面や術野から失われると言われているので、出来るだけ
バスタオルなどで体を覆っています。
温水循環マット

また麻酔中の呼吸でも熱が奪われるので（麻酔の吸入ガ
ス）気道から熱の喪失を防ぐために人口鼻（フィルター）を使用してい
ます。更に保温庫では体温と同じ温度になるように３７.４℃に設定し、
点滴、消毒液、洗浄液（手術中にお腹の中やその他の傷を洗う生理
食塩水）を温めています。
最後に体温管理に伴う合併症として、全ての加温機器に熱傷の危
険が伴います。中でも気を付けなければならないのは低温熱傷で、
長時間の低温熱源の直接接触により受傷します。特に手術、麻酔に
よってもたらされる状況（不動、無痛）は低温熱傷を発症させやすくな
ります。更に血流障害、循環不全を生じている部位や、患者自身が
低温の場合では低温熱傷を発症しやすくなります。また低温熱傷の
起きやすい場所は床ずれの起きやすい場所と重なるので、赤くなっ
ていた場合、熱傷か床ずれか判断が難しい場合がある、ということも
念頭に入れておきます。

保温庫

このように手術室の中では様々な準備と観察、ケアを行いながら、手術室の外では、無事に手
術が終わるように願いながら、電気掛け毛布でベッドを温めて患者様を待っています。

８

町民医学講座 その116
入院で起こる不穏・せん妄について
2階病棟看護師
深尾 由紀
１．初めに
入院中に患者さんが攻撃的になり大声で叫ぶ、ベッド上での安静が
守れず歩き回る、点滴治療の針を自ら抜いてしまう、昼間は穏やかに
過ごしているが夜になるとそわそわ落ち着かなくなる、などというエピ
ソードを聞いたり、実際にご家族で体験したことはないですか？これら
は専門用語で『不穏』・『せん妄』と呼ばれ、高齢者に多く見られる行動
ですが、実は年齢を問わず、誰しもがおちいる可能性があります。
２．『不穏』・『せん妄』とはどういう状態？
『不穏』とは、文字通り「穏やかでないこと」を意味します。「過剰な動き」、「行動の増加した状
態」などとされ、落ち着きがなくなったり、叫んで暴れたりする状態のことをいいます。
『せん妄』とは、軽い意識の障害です。日時がわからなくなる、今おかれている場所や現状が
わからない、幻覚や妄想を生じる、寝てばかりいるなどの多彩な行動が現れます。
３．『不穏』・『せん妄』の原因は？
環境の変化、ストレス、アルコール、脳血管障害、全身性感染症、薬剤など身体や脳に何らか
の影響がもたらすものが挙げられます。特に高齢者は入院をきっかけに生活のリズムが狂い、
『不穏』や『せん妄』を引き起こしやすい傾向がみられます。しかし若い人でも同様に、大きな病
気や使用する薬剤によって、また中毒や入院そのものがきっかけになって起こることがあります。
４．認知症との違いは？
認知症は加齢などが原因の脳の変化(ＣＴなどの画像検査でも認められる)によっておこり、完
全に元にもどることはありませんが、不穏やせん妄は一時的な症状のため改善します。
５．『不穏』・『せん妄』時の対応は？
不安やストレスがきっかけになることもあり、患者さんが予想しないことが起こらないように、と考
えます。その対策としては、
①入院中は今後のスケジュールを丁寧に説明する。
②患者さんの大きな安心につながる関わり方をする。例えば好きな音楽やテレビ番組を流す。家
族や身近な人との交流をもってもらう、など。
③患者さんが置かれている状況を丁寧に伝え、少しでも理解に繋げる。時間や場所、今後の治
療について繰り返し伝える。

６.安全対策用品を使用することもあります。
転倒・転落予防のために病棟で使用している用品を紹介します。

衝撃緩和マット
ベッドの横に敷いて、 ベッ
ドから転落した際の衝撃
をやわらげます。

９

低床ベッド
通常41cmですが、約
８㎝まで低く設定でき、
高さ33㎝になります。
万が一ベッドから転落し
たときの衝撃が緩和で
きます。

高さ33ｃｍ

ナース コール
マット
ベッドの横に敷くマット
状のセンサー（マットス
イッチ）です。

まとめ
『不穏』や『せん妄』は、急な入院、病気や手術、中毒など、高齢者だけではなく、きっかけがあ
ればどんな人でもおこる可能性があるものです。
急に様子が変わってしまい驚いてしまいますが、あらかじめに『不穏』や『せん妄』について
知っていると、もしものときに慌てることが少なくなります。
患者様の安全を最優先にし、それぞれの不安や身体的苦痛に対応し、効果的な援助を心が
けています。時にはご家族の協力も必要とすることもあるかもしれません。

参考文献
大上俊彦「不穏への対応」，『エキスパートナース』2014年12月号，ｐ.72－111，小学館
茂呂悦子(2014)『せん妄であわてない』医学書院
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新人自己紹介
外科医師
横山 康弘
４月１日からお世話になります外科の横山康弘と申します。小生すで
に60歳を過ぎており、どのくらいお役に立てるかわかりませんが、美幌
町の一町民となり、地域医療の一翼を担って働けるチャンスをいただい
たこと、老馬ながら誠に有り難く感じております。
外科医一人で出来ることは限られておりますが、国保病院には既に
整形外科と泌尿器科の優秀な先生が赴任されておりますので、手術の
サポートなどチームとして連携しながら、外科診療の充実に努めて参り
たいと考えております。
また、人生は仕事だけではありません。美幌町は、自然・文化・スポー
ツにおいても有名、積極的であると聞いております。何卒、皆様のご交誼、ご指導を賜り、美幌町
での生活の方も充実したものにして参りたいと考えておりますので、どうぞよろしくお願い申し上
げます。
看護師
辻 夕奈
昨年１１月より、２階病棟で看護師として働かせていただいています。
今年の４月で２年目になる新人看護師で、以前はがん専門病院で勤務
していました。２階病棟配属になり、整形外科と泌尿器科でほとんどが初
めてのことばかりで不安もありましたが、今は先輩方に支えられ、日々成
長を実感しています。時には大変さを感じる事もありますが、患者様の
言葉や、元気に退院していく姿を見て、看護師としてのやりがいを感じ
ている毎日です。知識や技術面では、まだまだ先輩方には及びません
が、毎日少しずつ様々なことを吸収し、信頼される看護師になれるように
頑張っていきます。
看護師
酒匂 琴美
昨年の１１月から３階病棟で勤めさせていただいています。
今までは内科、外科病棟に勤めていました。今までの経験を活かし、
先輩看護師に助けていただきながら、日々進歩していきたいと思ってい
ます。
私の出身は白糠町で、美幌町に移住するまでは釧路市に住んでいま
した。今年で美幌町民２年目になります。まだまだ、わからないことがたく
さんあり、患者様等にお話を聞きながら、もっと美幌町を知っていけたら
いいと思っています。これから皆様の役に立てるように頑張っていきたい
ので、よろしくお願いします。
看護師
川邊 清果
4月から３階病棟で勤務させていただいてます。
以前はリハビリ目的で入院してくる患者様が多い病院に勤めていまし
たので、比較的病状が安定している患者様が多い病棟でした。こちらの
病院に勤めて、はじめて経験することが沢山あり、スタッフの皆さんにご
迷惑をかけることが多いのですが、１日でも早く仕事が覚えられるよう頑
張ります。よろしくお願いいたします。

１１

看護師
伊藤 あずさ
１月から透析室に配属になりました。
前の病院では整形外科の外来で勤務していて、透析は全く経験がな
く未知の世界でした。３ヶ月が経過しましたが、毎日覚えることばかりで、
とても大変ですが、１日でも早く仕事と透析室の雰囲気に慣れるように
頑張っていきたいと思います。
小さな子供がいるので、迷惑をかけることもあるかと思いますがよろしく
お願いします。

看護師
世羅 知恵
４月から２階病棟で勤務させて頂いています看護師の世羅知恵です。
これまで網走市内の病院で勤務していました。久しぶりの病棟勤務
で、整形外科病棟は勤務したことはありましたが、泌尿器科で勤務する
のは初めての為、まだまだ分からないことだらけで、毎日が勉強の日々
を過ごしています。看護師年数は１０年ですが、経験実年数はトータル
で６年と浅く不慣れなため、ご迷惑ばかりお掛けしています。また子供
が年長・年少・２歳児とまだ小さいため、仕事と子育てを両立させながら
頑張っていきたいと思っています。病棟では毎日楽しく仕事をさせて頂
き、優しいスタッフのみなさんについ甘えてしまいますが、少しでも早く
仕事に慣れ、看護業務をこなしていきたいと思います。これからもよろし
くお願いします。
薬局助手
菅野 由真
平成２８年１０月より、薬局助手として勤務している菅野由真です。
以前は美幌町内で接客関係の仕事をしていました。医療分野での勤
務経験がなく、ご迷惑をおかけしている事もあるかと思いますが、日々
周りの方々に支えられながら業務にあたっています。
薬局の業務が少しでもスムーズに進むよう、助手の業務をしっかりと勤
めてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

看護助手
富田 智恵
４月より外来の看護助手として勤務させていただいております富田智
恵です。医療現場で働くのは初めてで、覚えることがたくさんあり、毎日
必死ですが、皆さんに元気をもらい楽しく仕事させて頂いています。
笑顔、気づかい、言葉づかいを心がけ、温かい気持ちで業務に就か
せて頂きたいと思っております。
どうぞよろしくお願いいたします。

１２

事務職員
大江健太郎
４月から、事務で働いております大江と申します。
美幌町は、私が生まれ育った町です。進学や就職のため離れた時期
もありましたが、今こうして２０年振りに戻ってくることになり、不思議な縁
を感じる共に、身の引き締まる思いがいたします。
入職したばかりで、まだまだ右往左往する毎日ですが、スタッフがやり
がいを持って働ける職場であるために、そして何より患者様に頼られ、
選ばれる医療機関であり続けるために、少しでも力になれるよう日々精
進して行きたいと思います。
今後ともよろしくお願いいたします。

編集後記
総合診療科医師

酒井 英二

美幌町の皆さん、こんにちは。
長く厳しい冬も終わりましたが、待ち望んだ穏やかで暖かい春を実感する間もなく、ゴールデ
ンウィークには沖縄よりも暑い真夏日を記録したり、また寒くなったりと、相変わらずこの時期のオ
ホーツクの天気は気まぐれです。つい最近までインフルエンザも流行していましたが、私自身、
何とか風邪一つひかず冬を乗り越えてきたのに、今になって感冒症状で苦しめられております。
皆様はいかがお過ごしでしょうか？
私がこの『一期一会』の編集を担当して２年、そしてこの編集後記を書き始めてちょうど１年が
過ぎました。振り返って読んでみると、その時々の病院の状況などを報告していますが、徐々に
ではありますが確実に、この1、２年間で病院は大きく変化してしていると思います。今年になって
呼吸器内科の新設や外科診療も再開され、対応可能な疾患の幅が大きく広がりました。今も
時々医師応募の問い合わせがあるようで、今後もまだ常勤医が増える可能性もあり、多くの疾患
において地元で医療を完結できるような診療体制の充実が期待でき、また我々職員も医療の質
の向上にいっそう努力していきたいと思っています。
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外来診療案内

電話：0152-73-4111

受付時間
※受診の際は、下記の診療
体制をご確認の上ご来院願
います。

受付窓口

再来受付機（再来の方のみ）

午

前

8：45～11：00

8：00～11：00

午

後

12：30～16：00

12：30～16：00

※ 土日・祝日は休診です

手術等により診察時間の変更や休診となる場合がありますので、詳しくは当院までお問い合わせください。
診療科
総合診療科

時間

月

午前

酒井英二

火

水

木

酒井英二

酒井英二

午後

酒井英二

酒井英二

内科

午前

松井寛輔

松井寛輔

循環器内科

午後

内科
呼吸器内科
内科
消化器内科

午後

安井浩樹
安井浩樹

午前

西村光太郎

午後

小林秋人

安井浩樹

安井浩樹

安井浩樹

西村光太郎

小林秋人

西村光太郎

小林秋人

西村光太郎

小林秋人

西村光太郎

火曜日の午後は内視鏡治療のため休診となります。

午後
午前
午後

呼吸器内科の安井医師、消化器内科の小林医師の診療時間に受診してくだ

横山康弘

午後

横山康弘

横山康弘

横山康弘

月～木曜日の午後、金曜日の午前・午後は手術等のため休診となります。
又吉章政

又吉章政

又吉章政

又吉章政

又吉章政

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

午前
泌尿器科

松井寛輔

月曜日の午後の診療は総合診療科のお部屋(6番）となります。

午前

整形外科

松井寛輔

午前

禁煙外来

外科

松井寛輔

金

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。
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

小児科

眼科

午前
午後
午前
午後

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

予約検査
１４

古賀正啓

古賀正啓

予約検査

予約検査

