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町民医学講座

その117
心不全患者の入浴
循環器内科医師

松井 寛輔

私は温泉で有名な別府市に住んでいたことがあります。別府温泉は
湧出量が日本一と言われるだけあって、市内の病院はリハビリ治療に
温泉を利用しているだけでなく、病院のお風呂も温泉です。湯の中に
は多くの鉱物・植物成分が含まれていることから温泉は病気に効果が
あると考えられています。しかし、温泉と普通のお風呂に効能の差はあ
るのでしょうか。温泉が数多くの病に効くということの真偽のほどは別に
して、私たちが毎日入浴する家庭のお風呂にも、体の清潔を保ち心の
緊張をほぐしてくれる良い効果があると言えるでしょう。一方で、日本では年間およそ１１０００人も
の高齢者が入浴中に死亡しているのをご存知でしょうか。お風呂には良い効果があるけれど、体
への負担もあります。そこで今回は、入浴が心臓や血管に与える影響についてお話しします。
私が別府の病院で働き始めたのは３０歳の頃でし
た。温泉で有名な町に勤務したのを機会に、学会発表
の研究テーマとして「入浴が循環器系に与える影響」を
取り上げ、若い入院患者に協力してもらい心臓の動き
を観察できる心エコー検査を行いました。ハバードタン
ク（図１）というひょうたん型の浴槽にお湯を満たし、寝た
姿勢の患者を電動リフトでお湯に浸けます。お湯に入
れる前後に心エコー検査を行い、患者の心機能を計測
しその変化を観察します。お湯の温度を変えたりお湯
に浸ける深さを変えたりして、血圧や心機能の変化を
観察しました。その時、学んだ知識を基に、お風呂の心
臓に与える影響についてご説明します。

図1

私たちの体にある血液の約７５％は静脈に存在し
ています。私たちがお湯に浸かると水圧で皮膚が押さ
れ、皮下の静脈に大量に溜まっていた血液が急速に
心臓へ押し戻されます。すると心臓は「フランク・ス
ターリングの法則」
（図２）という機序
に基づいて動きが
変化します。その
図2
法則とは「たくさん
血液が心臓に戻ると、その量に応じて心臓は収縮を強め、心
臓から多くの血液を送り出す」というものです。実際、私の観
察では患者がお湯に入ると心臓に流れ込んでくる血液は増
加し、心臓から送り出す血液の量も増えました。ところが、心
機能の低下した心臓では戻ってくる血液は増加しますが、そ
の量に応じた充分な血液を押し出せません。するとどうなるの
でしょう？図３にあるように、ヒトでは全身から戻ってきた血液
は心臓の右側に入ります。そして右側の心臓から血液は肺に
送られます。次に、肺に流れ込んだ血液は酸素を取り込み心
臓の左側に戻ってきます。そして左側の心臓から血液は全身
に送り出されます。ですから右側の心臓へ流入してきた血液
と同じ量の血液を心臓の左側から送り出せない心不全の患
図3
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者では、肺に「うっ血」が起こります。「うっ血」とは血管を道路に例えると車が渋滞しているような
状態です。すると、「うっ血」している血液の水分が血管の外に滲み出てしまいます。健康な肺は
スポンジのような構造をしていますが、血液の水分が滲み出ると、まるで肺は水を吸ったスポンジ
のようになります。そうなると、空気から酸素を取り込むことが困難となり、呼吸が苦しくなります。
この状態はまさに心不全なのです。ですから、心不全と診断された心機能の低下している人が
浴槽に浸かると、心不全は悪化しやすいのです。重症の心不全患者は浴槽に入らずシャワーで
体を洗うのが安全です。心不全でも重症でなければ浴槽に入ることが可能です。お湯が胸の高
さより下であれば下半身からの血液の戻りが増えますが、上半身からの血液の戻りは増えませ
ん。一方、首まで浸かった場合は下半身だけでなく上半身からの血液の戻りも加わり心臓への
負担が大きくなります。さらに、水圧が高くなり腹部が強く圧迫されると横隔膜の動きが制限され
ますし、胸郭自体も圧迫され息苦しく感じます。このような理由から、心不全の患者は半身浴にし
て、肩にはお湯を掛けるようにしたほうが心臓への負担が少なく呼吸も楽です。
次は、お湯の温度と血圧についてお話します。お湯により体は暖まり全身の血管は広がり、さ
らに気持ちはリラックスするため血圧は低下します。ですから心地よい適温のお湯に入ると血圧
は下がります。しかし、４２℃を超えるような熱いお湯だと、人は驚いて交感神経が緊張し身も心
もまさに戦闘体勢となります。すると血圧は急上昇し脈拍も増えます。ですから、血圧はお湯の
温度により相反する反応をします。高血圧の人の場合、高温のお湯に入ると著しく血圧が上昇
する危険があります。高齢者には熱いお湯の好きな人が多いのですが、血圧の高い方にはぬる
めのお湯が安全です。具体的なお湯の温度としては３９から４０℃がお勧めです。
浴槽に浸かっている時間ですが、一般には１０分以下が良いとされています。心不全の人は
たとえ胸の高さまでしか浸かっていなくても浴槽に浸かること自体が心臓への負担になります。で
すから、あまりに長時間浴槽に浸かっているのは危険です。また、温度にもよりますが、１０分前
後から多量の汗が出てきます。多量の発汗を続けると脱水傾向となり脳梗塞や心筋梗塞のリスク
が高まります。サウナでは急速かつ多量の汗が出ますので、水分を補わないと脳梗塞などのリス
クが高まります。特に、心房細動という不整脈をお持ちの患者は心臓内に血栓ができやすいの
で注意が必要です。心房細動の患者は原則としてサウナには入らないようにすべきでしょう。健
康な人でも、水を補ってからサウナに入るのが良いでしょう。
次に、浴槽から上がるときの注意点です。前に述べたように適温でリラックスしていると血管は
拡がり血圧は下がります。汗をたくさんかくとさらに血圧は下がります。そこで浴槽から出ようとし
て急に立ち上がると、体を圧迫していた水圧が一気にゼロとなり、増加していた心臓に戻る血液
量が急激に減少します。すると心臓から押し出される血液も減少し血圧は低下します。また、人
は立つとき重力の作用で血液が下半身に貯まりやすくなります。すると、心臓に戻る血液量が減
少し血圧が低下します。これが起立性低血圧のメカニズムですが、この瞬間、若くて健康な人は
下半身の血管が収縮して下半身に血液が貯まらないように神経反射が起こります。しかし、入浴
するとお湯の熱で血管がしっかり拡がっており血管収縮が生じにくくなります。すると下半身に血
液が集まりやすく血圧低下が著しくなります。このように、浴槽から出る際は、水圧がゼロになるこ
とで心臓に戻る血液が減少し、また立つことでさらに血液の戻りが悪くなり血圧は一層低下しま
す。その結果、脳へ送られる血液が不足します。浴槽から出る時にめまいを感じる人や、失神し
て倒れる人がいるのはこのためです。幸い、倒れて横になると脳への血流は増加し、すぐに意識
は回復しますが、倒れたときに頭部を打撲したり、四肢を骨折したりする危険があります。また、
公衆浴場だと浴槽が広く、完全に出る前に失神してしまうと浴槽内で溺れてしまう危険さえありま
す。浴槽から出る際にふらふらした経験のある方は、急激に立ち上がらず、ゆっくり時間をかけて
湯船から出るようにしましょう。
日本人にとってお風呂や温泉に入るのは、体を清潔にするためばかりでなく、心をリラックスさ
３

せることのできる大切な習慣のひとつです。しかし、高齢者では風呂に関連した事故が多発して
いるのも事実です。自分の病気を充分理解し、入浴に関連した事故に巻き込まれないよう、賢く
お風呂そして温泉を楽しみましょう。

町民医学講座

その118
「足の動脈と静脈」検診―外科で痛くない検査やってます
外科医師

横山 康弘

——足の健康は、健康長寿につながります——
４月に着任した外科の横山です。国保病院外科では乳がんのマンモ
検診やエコー検診もやっておりますが、足の動脈や静脈の検査も担当
しております。実は、高齢化に伴い、足の血管の病気も増えているので
す。
足の血管の病気として多いのは、動脈では「閉そく性動脈硬化症」、
静脈では「静脈瘤（じょうみゃくりゅう」」です。
写真１．は先日外来に来られた患者さんの足先です。足指の皮膚が黒くなって血流が悪くなっ
ているのがわかります。水虫と言われ、１ケ月治療をしていたそうです。この方は右足の動脈が詰
まっており、「閉そく性動脈硬化症」でした。放っておくと足に酸素が行かなくなり、腐ってしまい
ます。原因としては、高齢化やタバコが考えられます。
写真 1

チェックポイント—-閉そく性動脈硬化症
□少し歩くと足がはる、あるいは痛くなってくる。休むと治るが、歩くとまたはってく
る。
□足先が冷たい、あるいは赤黒い。
□最近足が細くなってきた。
□夜寝ていて足が痛い。

□タバコを吸う。高血圧や糖尿病、脂質異常症がある。

一つでもチェックのついた方、外科外来へいらしてみて下さい。次頁写真２．のような機械です
ぐ結果が分かります。手足の血圧を測るだけなので痛みもありません。「血管年齢」まで分かりま
す。必要な方はCTなど精密な検査も追加出来ます。

４

写真 2

写真３．は、足の静脈瘤の患者さんです。血管がボコボコ膨れていて、一カ所は黒くなって破
れそうになっています。静脈瘤で足の皮膚の循環が悪くなって、皮膚が薄くなっているのです。
写真 3

チェックポイント—-足の静脈瘤
□足の血管がこぶのように膨れて見える。
□足のむくみ、だるさを感じる。
□寝ていて足がつる。

□かゆみ、治りにくい湿疹がある、色がついてきた、硬いところがある、など。
□脚の太さが右と左で違う。

一つでもチェックのついた方、外科外来へいらしてみてください。何らかの静脈瘤は中年女性
の３人に１人にはあると言われています。もちろん、男性にもあります。
５

静脈瘤の診断はエコーをあてるだけなので痛みもありません。血管がふくれて見えなくとも静脈
瘤という方もいます。皮膚科で治らない下肢の湿疹が、実は静脈瘤だったという人を何人も見て
います。必要な方は静脈造影など精密な検査を追加出来ます。炎症が起きると血栓が出来て足
がはれたり、肺の血管が詰まることもあります。
余談ですが、昔札幌で静脈瘤を切りまくっていたころ、大きな病院で手術予定だが、その前に
ちょっと見てくれ、と来院された方がありました。エコーで診察したところ、この方は二次性静脈瘤
といって本当は手術してはいけないタイプの静脈瘤でした。静脈瘤は外見だけでは判断出来な
いのです。他にも、閉そく性動脈硬化症のある方には静脈瘤の手術はおすすめ出来ない、など
注意点はあります。
余談をもう一つ。先日町内を歩いていたら、人の
乗っていない車のエアコンのつけっぱなしが何台
もあって気になりました。それにしても美幌の人は
車が好きですね。車に乗っている人はたくさん見
かけますが、歩いている人はあまり見かけません。
せっかくの美幌の青い空、ずっと大事にしません
か？そして車に乗る何回かに一回でも歩いてみま
せんか。人間は足と共に老いるといいます。歩くこ
とは閉そく性動脈硬化症や静脈瘤にも良いです
し、ボケの予防にもなりますよ。
ちなみに小生、週に２回は町内を走るようにして
います。正確には、町内をぶら歩きしながら時々走っています。また初心者ですが、町内の茶道
教室にも通っています。こちらは自転車で通っているのですが、男は自分一人なので、自然とこ
ぐ足に力が入ります。まあ、動機も成果も人それぞれですが、美幌は空気もいいし、花もきれい
で美人も多い。自分に与えられた時間が楽しめます。
広報誌の表題「一期一会」はお茶会の心構えを説いた言葉でもあります。外来で、皆様の健康
に寄与すべくお話が出来ることを願っております。

町民医学講座

その119
睡眠時無呼吸症候群(SAS)について
総合診療科医師

酒井 英二

最近、こちらに移り住んで初めての自動車免許の更新（もちろん、
ゴールド免許です！）を行いました。講習では、前回の更新から今回ま
での間の道交法改正により、居眠り事故の危険性が高くなる睡眠時無
呼吸症候群を含む睡眠障害、てんかん、統合失調症や、認知症など
への対策が強化されていることにも触れられていました。これら疾患が
原因と考えられる悲惨な交通事故のニュースについては、皆さんもいく
つか記憶に残っていると思います。
今回は私の外来や、今年赴任された呼吸器内科の安井先生の外来で診させていただいてい
る疾患、睡眠時無呼吸症候群（Sleep Apnea Syndrome、以下SAS、サス）についてお話ししたい
と思います。
SASとは？
SASとはその名の通り、睡眠中に無呼吸状態になる病気です。無呼吸とは１０秒以上の呼吸停
止のことを言い、SASはこの無呼吸が1時間に5回以上または7時間の睡眠中に30回以上あるも
のと定義されます。
６

国内での潜在患者さんは200～400万人、またはそれ以上とも言われていますが、なにしろ睡
眠中のことなので自分では気づきにくく、治療を受けている方は数十万人と圧倒的に少ないの
が現状です。
原因
SASは原因によって二つのタイプに分けられます。最も多いのは
「閉塞型ＳＡＳ」で、95%以上がこのタイプです。胸や腹の呼吸運動
はおこなわれているにもかかわらず、喉での気道が閉塞するため
に無呼吸となるものです。これは主に肥満に伴う上気道周囲への
脂肪沈着や扁桃肥大、巨舌症、また日本人に比較的多いと言わ
れる小顎症などによる形態的異常や、上気道筋の活動低下などに
よる機能的異常によるものです。２つ目は「中枢型ＳＡＳ」で、中枢
神経系の疾患により、呼吸筋に対しての刺激が上手く働かず、呼
吸運動そのものが消滅してしまうものです。このタイプは大変稀だ
と言われていて、以下では主に「閉塞型SAS」についてお話しま
す。
症状
症状としてはいびき、日中の眠気、熟睡感の欠如、起床時の頭痛、集中力の低下、夜間に何
回もトイレに起きる、インポテンツ（ED）などで、同居されている方に無呼吸そのものを指摘されて
来院される方も多くいます。
合併疾患
SASは睡眠中に体内が酸素不足になり、様々な悪い影響を引き起こします。患者さんの多くは
高血圧、狭心症や心筋梗塞などの虚血性心疾患、脳梗塞や脳出血などの脳血管障害、糖尿病
などの疾患を高率に合併すると言われています。放置すると生命の危険に及ぶこともあり、約４
割の方がこれら合併症のために９年以内に亡くなっているというデータもあります。もちろんSAS
特有の眠気により交通事故を起こす危険もあり、早期に適切な治療を受けることが大切と言えま
す。
検査・診断
問診では下記のような日中の眠気のテストを行います。

全項目の合計点を算出し、次頁の表を参考に程度を評価します。

７

余談ですが、最近では無呼吸症候群やいびきのチェック・記録ができるスマートフォンアプリも
いくつか出ているようです。
診断には，簡易検査（アプノモニター）と脳波を含めた精密検査(ポリソムノグラフィー：PSG)の
２種類があります。当院では原則的にPSGによる診断を行っていますが、これには入院が必要で
す。ただ入院と言っても、夕方以降に入院し、翌朝には退院となりますので、お仕事をされている
方でも十分に検査可能です。検査結果については約２週間後に外来にてお知らせしますが、こ
の検査で呼吸が止まったり、浅くなったりする回数（無呼吸低呼吸指数：AHI）が１時間に５回以
上に増加するとSASと診断されます。 またAHIが5以上15未満：軽症、15以上30未満：中等症、30
以上：重症されています。

治療
閉塞型SASの治療に用いられる大変有効な治療方法に、持続陽圧呼吸療法（CPAP、シー
パップ）があります。原因に対する根本的な治療にはなりませんが、症状に対して最も有効な治
療法と考えられています。CPAP装置の本体から、エアチューブ、マスクを通して、あらかじめ設
定した圧力で空気を気道へ送りこみ、気道の閉塞を防ぐものです。前述のAHIが20回以上の場
合に健康保険が適応され、自己負担は3割負担で月に約5000円程度です。ただしこの場合、毎
月必ず外来受診し、治療状況の確認することが必要です。最近では、ワイヤレスモジュールを活
用したデータ管理システムが導入され、装置に保存された解析データが自動的に病院に送られ
てきます。
この装置により睡眠中に気道が閉じなくなる為、無呼吸よる酸素不足が解消され、質の良い睡
眠がとれるようになります。日中の眠気や無呼吸時の酸素不足による合併症も予防可能です。ま
た、いびきも無くなりますから、御家族がいびきの音に悩まされる事もなくなります。
マスクには色々なタイプがありますが、それでも最初は違和感や口の乾燥などを訴える方が多
いです。口や鼻の乾燥に対しては加温加湿器などの併用で対処でき、違和感については個人
差がありますが、徐々に慣れていくものです。この治療法は副作用もほぼなく、大変効果的な治
療方法ですが、あくまでも対症療
法であるため、SASの原因が無くな
らない限りは続ける必要がありま
す。
また軽症の場合には、生活習慣
の改善や減量により無呼吸が軽減
することもあります。生活習慣の改
善には、上気道の筋力を低下させ
る飲酒や精神安定剤の服用の制
限や血中酸素濃度を低下させたり
咽喉頭部の炎症を引き起こしSAS
を悪化させる要因となる喫煙の制
限、舌根沈下による気道閉塞の原
因となる仰向け寝に対する指導、
などがあります。
日中の眠気を自覚されていたり、 また家族に睡眠中の酷いいびきや息が止まっている方がい
らっしゃれば、是非お気軽に外来にご相談ください。
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知っておきたい薬の知識

薬剤師
吉村 則明
（1）小児に対する薬の飲ませ方と飲めない場合の注意
小児用の製剤は味や香りなど工夫されて服用しやすくなってき
ていますが、お子様のなかにはきちんと服用出来ずに苦労される
事も多いようです。服用しやすくするため、砂糖や各種飲料水、
補助食品、服薬補助ゼリーに混ぜて飲ませる事もあると思います
が、なかには味が悪くなるものもあり注意が必要です。
<小児への薬の飲ませ方>
乳児：薬に少量の水や白湯で練った薬を上顎や頬の内側につけ
て、そのあと水や白湯を飲ませて下さい。水や白湯で溶いて、スポイトなどで与えても
良いでしょう。
幼児：出来れば薬単独で与えるのが良いでしょう。
<一般的な注意点>
・ミルクに薬を混ぜてしまうと味が変わってしまい、ミルク嫌いになったり、飲み残し
により全量服用出来なかったりするので避けなければなりません。
・熱い汁物は薬の成分が分解する可能性があるので避けなければなりません。
・溶かしてから時間がたつと苦味が徐々に出ることがあり、溶かしたら早めに服用させ
て下さい。
<薬剤との飲み合わせ>
・抗生物質のドライシロップの苦味を軽減出来るものとして、牛乳、コーヒー牛乳、コ
コア、スキムミルク、ピーナッツクリーム、チョコレートクリーム、プリン、バニラ
アイスなどがあります。
・逆に抗生物質ドライシロップの苦味が増してしまうものとして、乳酸菌飲料、リンゴ
ジ ュ ー ス、オレ ン ジ ジュ ー ス、ス ポ ー ツ ドリ ン
ク、ヨーグルトなどがあります。
インフルエンザ時に処方されるタミフルドライシ
ロ ッ プ は、バ ニ ラ ア イ ス、乳 酸 菌 飲 料、リ ン ゴ
ジュースでは飲みにくくなってしまうようです。
上記の飲み合わせはあくまで一般的なものであ
り、お子様の味の好みに応じて判断して下さい。
（2）坐薬の入れる順番
坐薬を２種類処方された場合、挿入する順序に気をつける必要があります。坐薬には
２種類あって、水溶性（基剤は水溶性で薬の成分は脂溶性：ダイアップ坐薬、ナウゼリ
ン坐薬など）と脂溶性（基剤は脂溶性で薬の成分は水溶性：アルピニー坐薬、アンヒバ
坐薬など）のものがあります。どうしても同じ位の時刻に2種類挿入しなければならない
時には、水溶性の薬剤を挿入してから少なくとも30分程度間隔を開けて、脂溶性の薬剤
を挿入する必要があります。脂溶性坐薬を先に挿入すると直腸に基剤が残ってしまい、
後で挿入される水溶性坐薬の主成分が基剤にとりこまれて直腸から吸収されないため、
薬の効果が減弱してしまうからです。坐薬が2種以上出た場合は、お薬を受け取る際に薬
剤師に使い方を確認したほうが良いでしょう。
（3）２種類以上の目薬を点眼する場合の間隔と順序
複数の点眼薬を使用する際、結膜嚢の最大容量は決まっているために、最初に点眼し
た薬剤は後に点眼した薬剤によって洗い流されてしまいます。点眼液同士の配合変化も
あることから出来るだけ間隔をあけることが望ましく、一般的に最低5分以上あければ相
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互の影響はなくなるとされています。しかし緑内障の点眼薬などには吸収されにくかっ
たり、他剤の吸収に影響を与えるために、10分以上の間隔が必要な点眼液もあり、注意
が必要です。
一般的な点眼順序は水性点眼液→懸濁性点眼液→油性点眼液→眼軟膏の順になりま
す。
（4）湿布の光線過敏症
ケトプロフェン成分（モーラスが汎用されてます）のテープ剤で特に多いとされてい
る副作用です。湿布の貼付部位と紫外線が反応して、貼付部位に発疹、腫れ、かゆみ、
水ぶくれなどの症状が現れます。そのためにこの成分を含有する湿布やテープ剤を使用
される際は以下の点に注意が必要となります。
・貼付部位に紫外線があたらないようにし、サポーターで覆うなどの対策を取る。
・紫外線の多い時は紫外線のあたる時間を少なくする。
・剝したあとも１か月程度は成分が貯留し発症した例もあるので、注意が必要です。
光線過敏症はケトプロフェン成分のテープや湿布の発現頻度が高いだけで、ケトプロ
フェン含有の塗り薬や他の湿布でも同様の注意が必要なものもあります。
（5）尿の色・便の色が変わる薬
薬を服用することによって尿や便の色が変わる事があります。これは薬そのものの色
や薬が代謝（体の中で変化）されたために起こるものです。ただしこの変化は必ず起こ
るものではなく個人差があり、服用量によっても異なります。しかし可能性があること
を認識していれば不安になることもないので、下に主な当院の薬剤を紹介します。
<尿の色を変える薬剤>
ビタミン剤
→ビタミンB2（黄色）
下剤
→アローゼン、プルゼニドなど （黄褐色～赤色）
糖尿病治療薬 →キネダック（黄褐色～赤色）
抗生物質
→セフゾン（赤色）ミノマイシン（黄褐色～茶褐色、緑、青）
抗結核薬
→リファンピシン（橙赤色）
止血剤
→アドナ（橙黄色）
鎮咳剤
→アスベリン（赤色）
泌尿器用剤
→オダイン（琥珀食・黄色）
免疫調節薬
→アザルフィジンEN（黄色～黄赤色）
パーキンソン病薬→ネオドパストン（黒色）
<便の色を変える薬剤>
貧血治療剤 →フェロミア フェログラデュメット （黒）
抗結核薬
→リファンピシン（橙赤色）
抗生物質
→セフゾン（赤色 ミルクや経腸栄養剤など鉄添加物との併用時）
バリウム
→硫酸バリウム（白色）
ただし尿や便の着色は薬の影響で心配ないものがある
一方、副作用や病気により尿路や消化管での出血による
こともあり注意が必要です。
以前に問い合わせのあった事項を数例紹介させて戴き
ました。お薬で不安なことがありましたら、遠慮なく医
師や薬剤師にお尋ね下さい。
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認知症になった人の介護について
３階病棟・認知症ケアグループ代表
小林 みゆき
【認知症になった人の気持ち】
病棟に入院してきた認知症の人はここはどこだろう、何をされるだろ
う、どうなるんだろうと、不安でいっぱいです。こちらの説明もすぐ忘れて
しまったりします。わからないことを知られたくなくて、わかっている振り
をすることもあります。
認知症の人は周りの雰囲気、敵と味方、好き嫌いにもとても敏感で
す。ここは怖くないこと、味方であることが伝わるように配慮する必要が
あります。ゆっくりわかりやすく話したり、本人のお気に入りを持ってきて
もらったり、時間や日にちがわかるようにしたり、案内表示をわかりやすくすることはとても大切で
す。
ご家族に話を伺うと、夜中に歩き回り、トイレに
行ったばかりなのにまた行くと言い、事実じゃない
ことを事実だと思い込んで言い張り、本当に困ると
言います。でも、一番困っているのは認知症に
なった本人だということを知っておいてほしいで
す。
だんだん介護する側が疲れきって手を上げそう
になることもあると言います。そうなっては、介護す
る側・される側どちらにも良くないので、一人で抱
え込まないことが大切です。
【急増する認知症】
認知症患者の増加は著しく、2025年には認知症高齢者が700万人に達すると言われていま
す。2013年から５カ年計画として開始されたオレンジプランでは間に合わず、誕生したのが新オ
レンジプランです。新オレンジプランは７つの柱から成っており、認知症の理解(認知症サポー
ター)、認知症の人の介護者の支援、適切な医療・介護の提供、認知症や高齢者にやさしい地
域作りなどいろいろな取り組みを行っています。
当院でも、認知症ケアグループを立ち上げ、認知症の理解と接し方について検討し、定期的
に勉強会をおこなっています。
【認知症の方との接し方の注意点】
・ゆっくりはっきり耳元で話す・・・高齢者の多くは老化によって耳が遠くなっています。このため、
普通に話しかけても聞こえない事があります。そのため、本人の耳元でゆっくりはっきり話すこ
とが高齢者と接する上で基本となります。
・目線の高さを合わせる・・・ベッドや車いすで過ごす高齢者に話しかけるときは、立ったままでは
なく、目線の高さを合わせて話すことも大事です。立ったまま話しかけると、どこか見下された
印象を与えるばかりか、不安を与えてしまう事もあります。
・認知症が進み、記憶力が低下しても、羞恥心やプライドは変わりま
せん。「否定しない」「叱らない」が大原則です。
・アイコンタクトやスキンシップが持つ可能性・・・認知症の症状の特
徴として、比較的新しい記憶から失われていく傾向があります。逆
に幼少期の記憶は失われていない事が多いです。この特性を生
かした「回想法」という手法があります。子供の頃に遊んだもの、写
真なども思い出してもらい、脳の活性化や情緒の安定を試みる方
法もあります。また、触れるなどのボディタッチも有効です。
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・相手を肯定する・・・認知症患者は感情がなくなるわけではありません。むしろ記憶が失われて
しまうことに不安を感じています。まず、相手を安心させるためにも肯定して話を聞いてあげま
しょう。
・相手のペースに合わせる・・・認知症になったからと言って何もできなくなったわけではありませ
ん。動きが緩慢になってもできることはたくさんあります。できるだけ相手のペースに合わせて、
可能な限り自由にやりたいことをやらせてあげましょう。
・きつい口調で話さない・・・記憶が欠けると自分がどこにいるかわからなくなって不安になり、帰り
たがる方もいます。また、名前を間違えたり食事が終わったのに食べていないと訴えるケース
も珍しくありません。そんな時は家族もショックを受けてしまい、厳しい口調になってしまうことが
あります。そうするとさらに不安になり悪循環に陥ってしまいます。
・物とられ妄想・・・財布がない、盗まれたという場合のために、同じかもしくは似た財布を用意し
ておき、安心させます。
【認知症の種類】
アルツハイマー型認知症
認知症の割合として最も多く、脳にアミロイドβという物質がたまり、正常な神経細胞が壊れ
脳萎縮がおこるといわれています。その原因についてはまだはっきりわかっていません。これ
まで加齢、遺伝が関係することはわかっていましたが、加えて近年、糖尿病や高血圧も関係
することがわかってきました。そのため、予防には生活習慣の改善が重要になります。
脳血管性認知症
アルツハイマー型に次いで多く、認知症全体の約20％を占めます。脳梗塞や脳出血など脳
の血管障害によって起こるものでダメージを受けた脳の部位によって症状の出方が異なりま
す。原因となる血管障害は生活習慣病が原因となることが多く、高血圧、高脂血症、糖尿病
の予防が大切です。
レビー小体型認知症
異常なたんぱく質が脳にたまることで起こることがわかっていますが、その原因はまだわ
かっていません。認知症を伴うパーキンソン病と言われる症状は、実はこのレビー小体型認
知症であることが最近わかってきました。体の動きが緩慢になるパーキンソン病と似た症状
で、歩行障害や体の硬さを伴うため転倒しやすくなります。幻視が現れることも多く、虫や人
が見えることがあります。睡眠時に踊ったり手足を動かしたり、認知症状も変動しやすく気分
や態度、行動がコロコロ変わります。
前頭側頭型認知症
この型は症例がとても少なく初老期に発症することが多いと言われています。原因はま
だわかっていませんが、異常構造物が神経細胞にたまる場合と、異常な蛋白質がたまる場
合が発見されています。症状としては人格や性格が極端に変わり、決まった時間に決まっ
たパターンで行動しないと機嫌が悪くなる、状況と関係ない言葉が出てくる、電話など物が
わからない、次第に言葉が出なくなり、うなり声などを発するようになります。
アルコール性認知症
アルコールを長期間多量に摂取しているとビタミンB１が欠乏し、脳でのエネルギー代謝
ができず脳障害を起こします。脳の萎縮により記名力障害、見当識障害、作話がみられま
す。
以上が主な認知症の種類ですが、認知症の型も一つではなく、アルツハイマー型と脳血管性
の混合など、二つの型が組み合わさっていることも多いです。ほかにもクロイツフェルト・ヤコブ病
や大脳皮質基底核変性症、ハンチントン病、進行性核上性麻痺などがあります。
認知症と似た症状でも、正常圧水頭症や内臓疾患（肝性脳症など）が原因のこともあるので
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注意が必要です。
環境の変化は認知症の進行を早めることがあります。出来る限り、住み慣れた環境で穏かに
過ごせる工夫ができると良いと思います。ご家族の介護負担が重くならないよう、周りの身内や
地域、最寄りの介護相談窓口や病院などたくさんの手を上手に借りましょう。
介護する側、される側が共に笑顔でいられ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

美幌町の皆さん、こんにちは。
７月の北海道は記録的な暑さでしたが、８月に入って初旬である現在までは、涼しさも感じる
日が多くなって、このまま夏が終わってしまうのではないかと少々心配しています。またこれから
は北海道も無縁ではなくなっている台風シーズンも到来します。趣味の川釣りをしていると、今
年はどの川もほぼ例外なく倒木や流されてきたと思われる大きなゴミが目立ち、昨年の台風の
爪痕を感じます。今年は大きな被害がないことを願うばかりです。
さて昨年の同時期のこの編集後記を見てみると、当院の外科医師が退職となり、病院機能上
に大きな影響が出ることをお伝えしています。しかし今年春から横山康弘先生が赴任され、外
科診療が再開。そして８月からは外科としてもう一人、森崎善久先生が赴任されました。
これにより当院で可能な外科手術も増え、また外来診療も現在の午前のみだけではなく、午
後も可能になる予定です。なにぶん現時点で着任されたばかりで、詳細はまだ決まっておりま
せんが、確実に当院での診療体制の充実、向上に繋がると思います。
次頁の外来診療案内には今のところ反映されておりませんので、これまで外科外来に通われ
ていた患者様についても、受診の際には確認、またはお問い合わせください。
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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

整形外科

午後

安井浩樹
安井浩樹

松井寛輔
安井浩樹

安井浩樹

安井浩樹

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

西村光太郎

午後

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

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。
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
さい。

午前

※9月から外科医師２人体制となり、午後診療も開設予定です。急患の方も

午後

含め、診療時間につき確認またはお問い合わせ願います

午前

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

午後

います）

午前
泌尿器科

松井寛輔

午前

禁煙外来

外科

松井寛輔

金

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。
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
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

