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胃がん検診について―ピロリ菌陰性時代の胃がん検診 

          内科医師     西村 光太郎 

 美幌町の皆様、今回は胃がん検診のお話をします。 

 胃がんは、昔から日本人の国民病と言えるほど多くの人々に発

症し、命を奪ってきました。昭和元年に出版された家庭の医学の

本をみると、胃がんの特徴的な症状は、上腹部にしこりを触れる

とか、鎖骨の上のリンパ節がはれるとか、下血がみられるとか、

嘔吐や吐血を繰り返して衰弱するなどと書かれています。いずれ

もかなり進行した症状ばかりです。現在では大腸がんと並び早期

診断・早期治療で治るがんの代表的なものとなりました。 

 最初の胃カメラは、実際に小さなフィルムを内蔵した超小型のカメラを飲ませて撮影

し、あとで現像してみるもので、とても診断に使えるものではありませんでした。昭和

30年台からバリウムを用いた造影検査が急速に進歩し、胃がんの診断の中心となりまし

た。その間も内視鏡機器の改善が進み、現在では造影検査だけでなく、内視鏡検査も胃

検診の一部を担っています。 

  

 ピロリ菌と胃がん検診 

 胃がんは、その99％はピロリ菌という胃の中に住み着く菌によって引き起こされるこ

とが分かっています。ピロリ菌感染の多くは家族内での感染と言われています。免疫機

能の未熟な乳幼児期に口から入り、胃に定着し、長い期間をかけて胃に慢性胃炎（萎縮

性胃炎と同じ意味）を引き起こします。成人後の感染はほとんどないとされています。 

 ピロリ菌の感染者は、1930年代生まれは70％を超えますが、衛生環境の変化や家族構

成の変化などの要因で減少しており、1970年代生まれでは20％程度となっております。   

 成人後の感染がほとんどないことから、日本人全体の感染者が年々減少しています。

日本における胃がんの罹患数はすでに減少傾向にあり、今後数十年で胃がんは欧米のよ

うに稀ながんの一つになると思われます。 

 様々な研究や統計から、ピロリ菌を持つ方は一生のうち10名に1名程度、胃がんが発生

することになり、持たない方は500から1000名に1名の発生数と推計されます。40歳代の

女性数万人の追跡調査で、ピロリ菌陰性で萎縮のない方は、10年間で0.4％しか胃がんが

発生しなかったという研究があります。そのような方に対して毎年内視鏡検査を行う

と、理論上25000件の検査でやっと1名の胃がんを発見できることになります。専門医で

ある私が20年以上かけて行った胃の内視鏡検査が15000名に満たないことから、25000件

がいかに途方もない数値かわかります。私が内視鏡検査を一番多く行ったのは20年前で

すが、そのころは8割程度の患者さんが慢性胃炎がみられ、がんの発見率も高い状況でし

た。検診でのバリウム検査の読影（診断）でも多くの方に慢性胃炎がみられました。現

在では、人間ドック受診者の7割程度の方は慢性胃炎を認めず、毎年異常がない状態で

す。わずか20年で、胃がんの発生母地である慢性胃炎の患者さんが目に見えて減って来

ています。 

 

 美幌町での取り組み 

 美幌町では町民を対象に、便検査によるピロリ菌の検診を行っています。ピロリ菌の

有無を検査し、陽性の方は受診し、まず内視鏡検査を行います。なぜならピロリ菌陽性

者は胃がんのハイリスク（高危険）群だからです。その後ピロリ菌の感染を再確認し、

必要に応じて除菌治療を行います。ピロリ菌は陰性化すると、胃がんの発生率は次第に

減少し、10年を過ぎると胃がんの発生率はおおむね半分以下となります。除菌は若いう

ちに行うほど将来の発がん防止に効果的とされています。美幌町では、中学生全員にピ

ロリ菌の検診を独自に行っており、内視鏡検査は省きますが、陽性者の除菌治療を通し
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て将来の美幌出身者の胃がん撲滅に向けて取り組んでいます。 

 

 内視鏡検査の必要な方 

 ピロリ菌感染者が少なくなった現

代で、内視鏡検査はどのような方に

必要でしょうか。私見も含みます

が、症状のない方でも50歳以上で一

度も内視鏡検査を受けていない方

は、一度行うとよいでしょう。人間

ドックでの胃検診を受けていない方

では、町内では当院か工藤医院に受

診していただき、診療の一環として

検査を行うことも出来ます。一度の

内視鏡検査で、今後検査を受ける必

要があるかどうか、ほとんどわかります。ピロリ菌が陽性で慢性胃炎があれば、除菌を

行ったあとも出来れば毎年、無理でも2～3年に1回の内視鏡検査がお勧めです。菌がなく

なっても胃がんの発生率が下がるのに年数がかかるためです。その他、検診で要精査の

方、町のピロリ菌検査で陽性になった方は必須です。他自覚症状のある方、酒をたくさ

ん飲まれる方（特にアルコール依存症の方は高率に食道がんを発症します）、たばこを

吸う方も同様です。 

 一方、酒やたばこをやらず、ピロリ菌陰性、萎縮のない方は、内視鏡検査の必要性は

極めて低いと思われます。バリウム検査も同様であり、内視鏡検査をしないからと言っ

て、バリウム検査を行う必要はありません。 

 

 ABC検診について 

 最近はピロリ菌の感染、胃粘膜の萎縮が血液検査によってわかるようになり、これら

の組み合わせで、胃がんのリスク診断を行えます。この方法を広く行い、内視鏡検査を

受ける方を絞り込みます。リスクの高い方に対して内視鏡検査をすることで、限られた

内視鏡検査件数で効果的に胃がんを発見します。これを導入している自治体や健保組合

では既に多くの効果が表れています。今後数年で広まるものと思われます。 
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 高齢者の胃検診、胃検査について 

 高齢の方でも胃がんのリスクの高い方には胃カメラを行うことがあります。しかし高

齢のため、診断がついても手術などが出来ない、または胃の治療が命を縮める可能性が

あるときには、検診で早期がんを見つけに行くメリットは少ないと思われます。年齢に

よって一律に線引きするものではありませんが、検診が患者さんの人生にメリットをも

たらすことが出来るかどうかが問題です。 

 

 国保病院では 

 現在当院で行っているがん検診は、年に1回の内視鏡検査、もしくは造影検査です。

これは健保組合などの方針であり、時代の変化で変わっていくものと思われます。今後

は胃がんのリスクの極めて少ない集団を、内視鏡や造影検査での胃検診から外し、その

代わりにまだまだ多く隠れているピロリ菌陽性者の検査に重点を移したいと考えており

ます。ピロリ菌陽性者は減っていますが、まだまだその方々の検査がきちんと出来てい

ない現状があり、進行胃がんで発見される患者さんが後を絶ちません。胃がんが国民病

でなくなる日まで、内視鏡検査の有効活用をすすめて行きたいと思います。 

 町民の皆さん、どうか内視鏡検査を怖がらないでください。そして一度はピロリ菌の

検査を受けてください。 
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痔について 

          外科医師     森﨑 善久 

１．はじめに 

 “痔”の文字は病ダレに寺と書きます。昔は「寺に行くまで

治らない」、つまりは「一生治らない」と思われるくらいに難

治性の疾病と考えられていたようです。実際に治療に難渋する

事もありますが、適切な治療により症状が取れてスッキリする

ことも少なくありません。今回は、痔の病気の代表的な「イボ

痔」「切れ痔」「痔瘻」について病状や治療などを説明し、痔

について理解していただければと思います。 

２．痔核（イボ痔） 

肛門の約1.5㎝奥に肛門と直腸の境界線である

歯状線があります。イボ痔はこの歯状線の内側

（奥の方）にできるか外側（手前）にできるかで

「内痔核」と「外痔核」に分かれます（図１）。  

内痔核も外痔核もその本体は静脈のうっ血によ

るコブ（瘤）です。痔核の元となる静脈叢は誰に

でも存在します。スポーツなどで腹圧がかかれば

静脈叢がうっ血し膨らみます。逆に、入浴などで

血行が良くなれば小さくなります。肛門にある静

脈叢は常に膨らんだり小さくなったりを繰り返し

ているのです。一般的に、ある限度を超えた場合

に痔核という疾病になりますが、痔核は誰でもあると言っても過言ではありません。イ

ボと表現しても、出来物（腫瘍）とは根本的には異なります。 

外痔核と内痔核はどちらも肛門の静脈のうっ血によって生じますが、症状や治療法は

全く異なります。外痔核は静脈のうっ血が持続し、静脈内に血栓（血の塊）が生じ、硬

いしこりを形成し、激しい痛みを伴います。一晩で親指の頭ほどの大きな腫れが生じる

こともあります。一方、内痔核は通常は痛みは伴いませんし、悪化の仕方も数か月から

数年かけて徐々に進行します。内痔核の主な症状は、出血と脱肛（内痔核が肛門の外に
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出てくる）です。排便によって内痔核の表面が擦れて傷がつくと、本来がうっ血した静

脈そのものですから、大出血になることもあります。排便時に便器の中が真っ赤になり

驚いた経験をお持ちの方も多いかと思います。そのような場合も痛みはほとんどありま

せん。脱肛に関してはⅠ度からⅣ度に程度の分類がされています（表１）。 

治療に関しては、外痔核、内痔核とも便通を整えることと入浴などにより肛門の血行

を良くすることが基本です。腫れが大きいと痔用の軟膏や座薬によって治療します。ま

た、ウオッシュレットは肛門の清潔を図ることと、マッサージ効果があることから有用

です。しかし、内痔核の程度がⅢ度やⅣ度、すなわち排便時に脱出した痔核が自然に戻

らなくなり、指で押し戻すようになったり、排便に関係なく常に痔核が脱出するように

なると、手術が必要となります。ただし、内痔核の治療を考える上で重要なことは、痔

の症状で日常生活にどれほどの制約や悪影響を及ぼすかということです。痔核が脱出し

ても日常生活で困らなければ、肛門を清潔に保つように心がけるだけで必ずしも手術を

しなければならないということではありません。痔核の治療は主治医とよく相談するこ

とが重要です。 

３．切れ痔（裂肛） 

切れ痔は専門的には裂肛と呼びます。肛門の粘膜が切れる状態を言いますが、硬い便

の通過や排便時の強いりきみによって肛門が無理に拡げられるために生じます。便秘の

時に一時的に肛門の粘膜が切れただけでは、便通を改善したり、軟膏を使用することに

より治癒します。しかし、慢性的に悪化と軽快を繰り返すことが少なくありません。最

初は肛門の粘膜の傷であったものが慢性的に繰り返し生じると慢性の潰瘍となり、肛門

が狭くなることもあります（表１）。肛門が狭くなるとさらに切れやすくなり、悪循環

を繰り返し、スムースな排便が出来ず、毎日トイレに行くたびに辛い思いをすることに

なります。痔疾患の中で最も厄介なものが裂孔といっても過言ではありません。 

 治療のポイントはⅠ度（肛門の粘膜の浅い傷がある程度）の段階で十分治療をするこ

とです。Ⅲ度以上（肛門に深い潰瘍ができたり、肛門狭窄を来した場合）となると、排

便の度に痛みがあったり、スムースに排便が出来なかったりして日常生活にも支障を来

しますので、手術を考慮します。手術は肛門狭窄を解除することを目的に、肛門括約筋

の切開や肛門形成を行います。術式は肛門狭窄の程度や肛門括約筋の緊張の程度などを

目安に選択します。しかし、内痔核手術と異なり根本的な手術ではないので、再発する

こともあります。切れ痔は慢性化したら便通を整えることを基本に“うまく付き合う”

ことが重要です。 
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４．痔瘻 

 「痔瘻」は「うみ痔」と呼ばれることもあります。痔瘻の形成過程は、まず肛門と直

腸の境界線に肛門小窩という小さな窪みがあり、そこから細菌が粘膜下に入り込み、ト

ンネルを掘るように肛門の壁の中に侵入することから始まります。このトンネルの中で

細菌が繁殖すると肛門周囲膿瘍という状態となり、激痛と肛門の腫れを来します。膿瘍

（膿の貯まり）は徐々に大きくなり、やがて肛門周囲の皮膚から膿が流出します。まさ

に火山の噴火のような現象です。膿が流出すると痛みは和らぎますが、通常は腫れた時

点で激痛のために受診され、切開排膿という処置を受けることとなります。肛門周囲に

膿が流出するとトンネルが開通し、痔瘻の完成ということになります。多くの場合は１

本のトンネルの様なものが肛門の外側につながる形（単純痔瘻）ですが、トンネルが途

中で枝分かれしたり（複雑痔瘻）、トンネルが奥の方に上行し、直腸を貫通して直腸周

囲膿瘍という重篤な病態に進むこともあります。なぜ細菌が肛門の粘膜内に入り込むの

か？その原因は局所の抵抗力の低下と言われていますが、明らかなことは解っていませ

ん。 

 治療は、痔瘻のトンネルを切開したり、くり抜いて切除したりします。複雑痔瘻や高

位に進展する場合には手術も難しくなります。放置せずに早めに治療することが重要で

す。 

５．おわりに 

 代表的な３つの痔の病気について説明しましたが、いずれも早期に適切に治療するこ

とが重要です。肛門の調子が悪くなったら早めに受診することをお薦めします。 
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 医師アタマ１）からみた上手い病院のかかりかた！？ 

         呼吸器内科医師    安井 浩樹 

１．はじめに 

 皆さんは、病院にかかる時にどんな事を考えてかかりますか？

頭が痛い！お腹がいたい！咳が出る！！考えるどころではありま

せんよね。それは、当然です！ 

 では、頭もお腹も痛くない、咳も出ない、元気な今こそ医師ア

タマの事を一緒に考えてみましょう。今度、国保病院にかかるよ

うな時には、きっと役に立つかもしれませんよ。 

 

２．医師アタマはどこをみているか？ 

 医師と患者さんの最初の出会いは、診察室から始まることが多いですね。医師は多く

の場合、診察が始まる前に、年齢、性別、当院にかかったことがあるか（投薬等の記

録）、職業（保険証の種類）等の情報を頭に入れています。あらかじめ、問診票がある

場合は、考えられる疾患、症状などを想定しながら、患者さんを迎え入れます。患者さ

んの顔色はもちろん、表情、歩き方、場合によっては匂い（タバコの匂いなどはすぐに

わかりますよ）、付き添っている方の様子、人数などの情報を医師アタマに入れた上

で、「今日はどうしましたか？」と聞くわけです。 

 患者さんの生活や背景、今までの病歴や服薬歴は、適切な治療のためには不可欠な情

報になります。医師側も患者さん側も、検査のデータやレントゲン写真のデータに振り

回され易い今日この頃ですが、やはり患者さん全体を診るということは、いつの時代に

もより良い医療の基本に違いありません。 

 

３．医師アタマは何を考えているか？ 

 例えば患者さんが、「熱があるんです」と言ったとします（これを、医療では主訴と
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言います）。その時点で医師アタマには、1０〜２０種類くらいの病名を考えます。た

だ、順番に考えるのではなくて、先程からの情報に加えて、発生した時期、時間帯、周

囲（家族）の環境もみながら考える訳です。たとえば、真冬に38度の熱がある時には、

インフルエンザの検査をしますが、真夏ではインフルエンザの検査はしません。 

 そして、ここからが大事です。一番医師アタマが優先して考えるのが、その病気が

“緊急性”があるかということと、“生命に関わるか”ということになります。誤解を

恐れずにいいますと、緊急性がない（時間的に余裕がある）、生命に関わらない訴え

（疾患の可能性）に関しては、医師アタマの中では、少しだけ後回しになってしまうこ

とがあります。これは医師アタマの宿命のようなもので、時間切れで死んでしまってか

ら、いくら正しい診断・治療をしてもそれはもう意味がないため、緊急性があり生命に

関わる症状・訴えが医師アタマの中では優先されるのです。 

 

４．上手い医師アタマとのつきあい方！ 

 以上の様な医師アタマとどう付き合って、元気になるかを一緒に考えてみましょう。 

 ささえあい医療人権センター（COML）という団体が、新・医者にかかる10箇条を提唱

しています２）。 

 

①伝えたいことはメモして準備 

 いろいろ悪いところや伝えたいことはたくさんあると思いますが、可能であればメモ

を作ってみましょう。医師に見せてもいいですし、見せなくてもいいです。自分の体調

を説明するのはなかなか難しいですが、自分の中でも整理することができます。大事な

要点を３つくらいに絞るとよいと思います。4つめ、5つめはむしろ医師の方から聞き出

してくれることもあります。 

 

②対話の始まりは挨拶から 

 極端に体調が悪い時は別にして、良い挨拶をしましょう。良い雰囲気作りは、より良

い患者―医師関係のスタートです。付き添いの方は出来れば1人、多くても２人位で

しょう。ご家族が心配なのは分かりますが、狭い診察室に何人も人がいて、多くの方が

話し出すと、情報が混乱して適切な診療が出来なくなってしまいます。 

 

③より良い関係づくりはあなたにも責任が 

 医師も看護師も同じ人間です。より良い人間関係のリラックスした環境でこそ、正し

い診断、治療ができます。患者さんにとっても、ストレスのない環境は、病気や症状に

良いことはあっても、悪いことは決してありません。 

 

④自覚症状と病歴はあなたの伝える大切な情報 

 先に述べた通り、ここから診断・治療がはじまります。なかなか話しにくいことや、

関係ないのでは？と思うことがあるかもしれませんが、思い切って話をしてみてくださ

い。ちょっとした一言が診断につながることはよくあります。お薬手帳は必ず持参しま

しょう。健康診断のデータもファイルしておくととても重要な判断データになります。 

 

⑤これからの見通しを聞きましょう 

 皆さんの不安なことは病名だけでしょうか。むしろこれからどうなるか、どうするか

ですよね。意外とそこが大事なのですが、聞かずに帰られる患者さんも多いです。どん

な検査をするのか、どのくらいの期間薬を飲むのか。もちろん分からない場合もありま

すが、分かる範囲でできるだけ説明します。患者さんや家族が安心して良くなってもら

うことが一番大切だからです。 
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⑥その後の変化も伝える努力を 

 診断や治療が適切に行えたかどうかは重要です。場合によっては薬を変更することも

あります。良くなったか、悪くなったのか、変わらないのか。大まかでも結構ですの

で、伝えてもらえると嬉しいです。一番避けなければならないのは、効いたのか効かな

かったのかわからない薬を漫然と継続して、何年も経って医師も交代し、何故その薬を

飲んでいるか、医師も患者もわからなくなることです。長い間飲んでいると、医師とし

ても止めるに止められないのが実情です。 

 

⑦大事なことはメモをとって確認を 

 病名、入院期間、今後の見込みや検査予定などは、メモをとっておくと良いでしょう

（入院の時には、入院診療計画書という書類が渡されます）。その場ではわかっても、

あとでよくわからないということは、さらに不安の元になります。 

 

⑧納得できないときは何度も質問を 

 納得して前向きに治療に取り組んでもらうのが医療の第一歩です。納得せずに治療す

ることは体調や症状にも悪影響を与えます。是非、分からない所は何度でも質問をして

みてください。繰り返すうちに、特に重要なことが伝わると思います。 

 

⑨医療にも不確実なことや限界がある 

 医療は万能ではありません。例えば、薬が効く可能性が50％しかない場合も、20％し

かない場合でも、治療をすすめなければならない時があります。診断がついていない段

階で治療に入る場合もあります。そのような不確実な中でも多くの医師アタマは、なん

とか治せないか、あるいは症状をとれないかと考えています。 

 

⑩治療方法を決めるのはあなたです 

 これは治療方法を決めるのを患者さんや家族に“丸投げ”するということではありま

せん。ただ、これからどのようにして生きて行きたい、どんな生活をしたい、そういっ

た目標をもった患者さんには、おそらく医師もかなり的確な治療アドバイスができると

思います。自分でどうしたいかわからない、治したくない！？…という患者さんへの対

応は、実はとても大変なのです。どのような人生を送りたいか、これからどうやって生

きて行きたいかを医師と患者さん・家族が共有して、支え合って行くのが理想の医療で

はありませんか。 

 

５．まとめ 

 皆さんは良い医師による、安心・安全の良い医療を受けたいと思いませんか。では、

良い医師はどうやったら出来るでしょうか。実は、良い医師を育てるのは、皆さま、患

者さんやご家族です。これは、どんなベテラン医師でも同じです。いや、むしろベテラ

ン医師こそ、１人の患者さんやその家族から多くを学んで更に成長していきます。美幌

町立国保病院は、美幌の皆さんの病院です。皆さんの元気で幸せな毎日のためにも、よ

りよい国保病院を一緒に作っていきましょう。 

 

（参考文献） 

１．尾藤誠司著 医師アタマ 医師と患者はなぜすれ違うのか？（医学書院刊, 2007） 

２．ささえあい医療人権センターCOML新・医師にかかる10箇条 

  （http://www.coml.gr.jp/shoseki-hanbai/10kajo.html） 
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 町民医学講座  その130 

 糖尿病ってどんな病気？？ 

          臨床検査科技師    吉田 和弘 

糖尿病って？ 

 膵臓から分泌されるインスリンの作用不足による慢性の高血糖

状態を主徴とする代謝疾患群で、血糖が高いままだと全身に様々

な影響が出てきます。 

 

糖尿病の原因って？ 

 糖尿病とは、インスリンの作用が十分でないため、血中の糖が

有効に使われず、血糖値が高くなることによって起こります。 

 

 糖尿病は、どんな種類があるの？  

○1型糖尿病 

インスリンを作る膵臓の細胞が何らかの原因で壊されることで、インスリンが作られ

なくなり、糖尿病になります。子どもや若年者に多くみられます。  

○2型糖尿病 

インスリン分泌の減少や働きが悪くなるために起こります。主に中高年以降にみられ

ますが、最近では若年者の発症も増加しています。日本の糖尿病患者の約90%が2型糖尿

病とされています。 

○特定の原因によるその他の型の糖尿病 

 遺伝子異常が同定された特定の機序や、他の疾患や条件（肝疾患、ステロイド服薬な

ど）によって起こることもあります。 

○妊娠糖尿病 

妊娠中に初めて発見または発症した、糖尿病に至っていない糖代謝異常のことを言い

ます。既に糖尿病が明らかで妊娠した場合は、糖尿病合併妊娠といいます。 

 

糖尿病三大合併症って？ 

血糖値が高い状態が長く続くと、合併症が起こる可能性が高くなります。 

○糖尿病網膜症 

網膜の血管が障害され、目のかすみ、視力低下などが現れ、症状が進むと失明してし

まうこともあります。 

○慢性腎臓病 

糖尿病により腎臓の働きが悪くなると、血圧が上昇する、尿中にたん白が出る、体が

むくむなどの症状が現れます。慢性に経過する腎臓病のことを慢性腎臓病と言い、腎不

全になってしまうと、人工透析を受ける必要がでてきます。 

○糖尿病精神障害 

神経が障害され、信号が体の隅々まで伝達するという働きが低下します。手足のしび

れ、ほてり、痛みなどが現れます。また、足の感覚が麻痺して、傷があったとしても気

づかずに放置してしまい、足の潰瘍や壊疽になることもあります。 

 

どんな検査して診断されるの？                                         

 糖尿病の診断には、血液検査が必要です。次の4項目を測定します。  

１．早朝空腹時血糖値 

 健康な人では、朝食前の血糖値が1日の中で最も低いとされています。 

２．75gOGTT（75g経口ブドウ糖負荷試験） 

 早朝空腹時血糖値を測定後、75gのブドウ糖溶液を飲み、30分後、1時間後、2時間後の

血糖値を測定します 
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３．随時血糖値 

 食事時間とは関係なく測定した血糖値です。 

４．HbA1c（ヘモグロビンA1c） 

 過去1～2カ月の血糖の状態を反映する指標です。糖尿病以外でも高くなることがあり

ます。 

 

診断の方法は？ 

 

 

  日本糖尿病学会 編・著：糖尿病治療ガイド 2016-2017, p.19-24, 文光堂, 2016より改変 

終わりに 

糖尿病は生活習慣病と言われ、日々の生活習慣の見直しが大切になってきます。適正

体重をもとに1日の摂取エネルギーを守り、栄養バランスのとれた食生活を心掛けましょ

う。適度な運動は血糖値を下げ、肥満予防にも効果的です。日々できる工夫から取り入

れましょう。健康診断などで自分の血糖値を知り、血糖値の悪化の予防・改善に努めま
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しょう。 

 

 

 町民医学講座  その1３１ 

 認知症介護とその家族の心理症状 

       医療ソーシャルワーカー   永倉 雅史 

１．はじめに 

 私は平成28年4月に美幌町立国民健康保健病院に入職し、今年

の4月で3年目を迎える事となりました。 

 それまでは在宅の介護支援専門員（ケアマネジャー）として10

年程働き、ご自宅で生活される方の日常生活や介護保険における

相談を受け、介護サービスの調整や日常の困り事を解決する為の

検討等、ご支援させて頂いておりました。 

 今年度からは医療ソーシャルワーカーとして働かせて頂いてお

りますが、同じ相談職でも、在宅のケアマネジャーと病院のソーシャルワーカーでは業

務の違いが多く、戸惑うことが多い毎日です。しかし相談の対象者は困っている方が多

く、困っている方の苦労が少しでも緩和されるようお手伝いさせて頂く、という部分で

は共通していると感じています。 

  

 今回は、「認知症介護とその家族の心理症状」として、家族及び介護者に視点を向け

ていた内容を掲載させて頂きたいと思います。これまでも「一期一会」において認知症

というテーマは何度か記載されており、認知症はどのような病気か、認知症を患った方

に対してどのように介護をしたら良いか等の内容が書かれていました。 

 認知症の介護を実際に実践されている方は充分にご存じでしょうし、そうでない方も

現代の日本においては社会問題となっている状況から、その大変さは知る所かと思いま

す。現在認知症介護を担われている方、これから担うであろう方の負担が、少しでも緩

和出来ればと思います。 

 

２．認知症患者の家族がたどる「4つの心理ステップ」 

 この4つのステップは「公益社団法人認知症の人と家族の会」の副代表理事でもある川

崎幸クリニック院長の杉山孝博先生が考案されたものです。 

 私もケアマネジャーとして働いている時には、認知症を患った方を担当させて頂く機

会が多かったですが、非常にわかりやすく、認知症介護で苦労するご家族の心理を的確

に表現されています。 

 

①とまどい・否定 

 今まで出来ていた事が急に出来なくなる、しっかりしていた家族が突然、変な事を言
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い出す、簡単な事が出来なくなる。このような姿を見て、ご家族の方はまず「とまど

い」ます。認知症も広く世間に周知されてきている昨今、「もしかしたら認知症かもし

れない」という考えにも及びますが、先月まで普通に暮らしていた人が急に認知症にな

るわけがない、また認知症と認めたくない、そ

の為「否定」したい心境になります。このス

テップでは、まだ認知症と介護者が受け入れら

れていない為、他者への相談も出来ず、悩みと

して抱えなければならず、家族は孤独になりが

ちです。 

 

②混乱・怒り・拒絶 

 「とまどい・否定」の態度をとったところで

認知症の症状は一向に改善されず、相変わらず

同じ事を何度も言うし、勝手な行動をとるの

で、どう対応していいかわからず、ご家族は

「混乱」します。何とか理解して貰おうと説得したり注意したり、以前と変わらず自分

の常識で認知症の方と接しますが、全く効果がなく、当然理解して貰えないので、それ

がしだいに「怒り」に変わります。そんなイライラした日々を過ごすうちに、ご家族も

精神・肉体共に疲れ果ててしまい、介護を「拒絶」してしまいたい気持ちになります。 

 この時期に適切な医療や介護サービスを受けず、自分の常識を認知症の方に押しつけ

る結果、「混乱・怒り・拒絶」が続き、認知症の症状は更に悪化してしまい、介護の負

担は大きくなり悪循環が続く事になります。 

 

③割り切り・あきらめ 

 人間がすごいと思えるのは、「混乱・怒り・拒絶」と辛く苦しい状況に追い込まれた

中からでも、何か気づきを得ている事です。それは、認知症という病気なのだから自分

の常識に当てはめてもしょうがない、怒ったからといって伝わるわけではない、といっ

た「あきらめ」や「割り切り」の境地に達する所です。 

 ここまでに至るには既に精神的・肉体的に限界に達している事も考えられますが、よ

うやく認知症介護に光が見いだせる状況になってきています。 

 

④受容・人間的、人格的理解 

 認知症の人の今あるがままの全てを受け入れられる状態になる事を「受容」と表現し

ます。介護者が人間的な成長を遂げ、自分も認知症になるかもしれないし、認知症の方

の不安な気持ちもよくわかる、そういう気持ちで介護に臨む、といったいわば悟りを開

いた状態と言えます。 

 

３．認知症患者の家族がたどる「４つのステップ」を理解した上で 

 認知症介護は、家族の負担がとても大きいです。 

 上記①～④のステップについても、早いうちに第④ステップにたどり着く方もいれ

ば、第②・第③ステップからいつまでも抜け出せない方も多いです。この4つのステップ

を理解する事で、いち早く第④ステップに辿り着ける事が出来れば、認知症患者の方に

も有益であり、ご家族も必要以上に苦しむ事が少なくなると思われます。 

 

４．終わりに 

 今回は認知症患者の家族がたどる「4つのステップ」について説明させて頂きました

が、何度も述べるように認知症介護は決して楽ではありません。介護者も人間であり、

精神的なゆとりがある時もあれば、些細な事でイライラしてしまう時もあると思いま
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す。 

 私が在宅で介護支援専門員をしていた時に、認知症介護を担っているご家族にいつも

伝えていた事があります。それは「100点の介護をしない」という事です。完璧な介護を

しようと意気込んでしまうと、出来ない時に自分を責めてしまったり、長く続かなかっ

たりするものです。「70点の介護」でいいから、自分の事もいたわりながら長く続けて

行く事が大事なのだと思います。 

 また時に認知症介護の日常の中では、良くないとわかっていても怒鳴ってしまう事も

あるかもしれません。もちろん良い事ではありませんが、その事で自分を責めて悩んで

しまうより、優しく出来る時にいつも以上に優しく接してあげて下さい。認知症介護を

担うだけでも立派な事で、怒鳴ってしまう事を悔いる時間より、一緒に笑顔を共有する

時間の方が有意義なはずです。 

 苦労が多い認知症介護ですが、「先行投資」だと思って頂ければわかりやすいと思い

ます。症状が出始めた頃に充分な介護を行わない事で症状が悪化してしまうと、その後

の介護が更に負担の大きいものになります。症状が出始めた初期に、本人が不安やスト

レスを感じる事なく過ごす事が出来れば、予後の経過が良好になる場合が多いようで

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。 

 今年の冬はいかがお過ごしですか？寒いことについては毎年のことですので、今更ど

うこう言うつもりはないのですが、これまでニュースで見た日本海側地域での大雪や吹

雪に比べると、今年のこの地域はまだ良い方なのかなぁ、と個人的には思っています。

でも、まだまだこれからなのでしょうね。実際に、昨日から降り続く雪を横目にこれを

書いています。 

 さて、広報でもお知らせいたしました通り、本年4月から当院にまた新しい診療科として、婦人科

が新設されます。これまで長い期間、婦人科疾患またはそれが疑われるような患者様には、北見

や網走などの遠い病院まで行って頂かなければならず、ご不便をお掛けして、紹介する我々医

師も心苦しい思いをしておりました。診察体制などの詳細については、次頁の外来診療案内にも

まだ掲載しておりませんが、実際に今月から婦人科診察室の新設工事も始まる予定です。 

 赴任する小松孝之医師は、私と大学同期であり、卒業以来一緒に働くのは初めてではあります

が、以前から「地域医療に貢献したい」という思いは聞いていており、私もその活躍に大変期待を

しております。 

 

  

 この原稿を書いている2月初旬現在、全国や札幌などの地域からやや遅れてインフルエンザ患

者が急激に増え始めました。今年の特徴はA型、B型が同時に流行っており、罹患して治って

も、すぐ違う型に感染することも十分に考えられます。今シーズンは既にワクチンも無くなってお

り、咳やくしゃみが出る方のマスク着用や、手洗い、人混みを出来るだけ避けるなどの対策を十

分にとって頂きたいと思います。皆さんがこれを読まれている3月には、この流行が下火になって

いること願って筆を置きます。 
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外来診療案内 

診療科 時間 月 火 水 木 金 

総合診療科 
午前 酒井英二   酒井英二   酒井英二 

午後   酒井英二   酒井英二   

内科 

循環器内科 

午前   松井寛輔   松井寛輔   

午後 松井寛輔   松井寛輔   松井寛輔 

内科 

呼吸器内科 

午前     安井浩樹 安井浩樹   

午後 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。 

内科    

消化器内科 

午前 西村光太郎 西村光太郎 小林秋人 西村光太郎 小林秋人 

午後 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。 

禁煙外来 
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。 

                                

外科  

午前  森﨑善久 横山康弘 森﨑善久 横山康弘 横山康弘 

午後 横山康弘 森﨑善久 横山康弘 森﨑善久  

整形外科 
午前 又吉章政 又吉章政 又吉章政 又吉章政 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） 

泌尿器科 

午前   野崎哲夫   野崎哲夫   

午後 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。 

腎臓内科 

午前   野崎哲夫   野崎哲夫   

午後 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    

第２、第４ 
        

午後 

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 
午前 

古賀正啓 古賀正啓 
古賀正啓 

古賀正啓 古賀正啓 
午後 15:00～診察 

                                

眼科 
午前 

旭川医大出張医 
旭川医大出張医 

予約検査 予約検査 
午後 予約検査 

午後及び金曜日の午前は手術等により担当医が変わる場合があります。 

受付時間 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   

電話：0152-73-4111 


