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第 ９ 回　　（平成30年８月22日）

協　議 
１）高岡市社会福祉協議会賛助金について

賛助金として例年のとおり２万円の拠

出を了承。

２）平成 30 年７月豪雨による被災医療機関等

支援金の協力について

支援金として 30 万円の拠出を了承。

３）不安または不眠についての講習会の開催に

ついて

富山県医師会と共催で 10 月 22 日高岡

市医師会ホール会議室にて開催すること

を了承。

４）医療従事者研修懇親の会の開催について

９月 20 日ホテルニューオータニ高岡

にて開催、県内で活躍する若手実力派

JAZZ 演奏グループである「粟野秀クイ

ンテット feat. 門島友美」への出演依頼

を確認。

５）第２回呉西地区合同ゴルフコンペの開催に

ついて

10 月 14 日高岡カントリー倶楽部にて

開催することを確認。

６）中部医師会連合共同利用施設連絡協議会の

参加について

医師・職員が参加する方向で、担当理

事に一任することを確認。

７）第 40 回産業保健活動推進全国会議の参加

について

医師・職員が参加する方向で、担当理

事に一任することを確認。

８）自民党県連政経文化セミナーへの参加につ

いて

執行部に一任することを確認。

９）訪問看護ステーション病院看護師出向研修

事業について

10 月１日より５カ月間、看護師１名

を受け入れることを了承。

10）旧医師会館駐車場の転貸及び現状変更につ

いて

当会が高岡市に無償貸与している旧医

師会館の土地（駐車場）を済生会高岡病

院が子育て支援や在宅療養支援等を行う

ために一部を現状から変更したいという

要望について了承。

11）高岡中央ライオンズクラブ主催「糖尿病腎

症セミナー」への後援について

後援することを了承。

12）富山県透析患者等発生予防推進事業ワーキ

ンググループ委員の推薦について

酒井成先生を推薦することを了承。

13）その他

市政に対する要望を一部訂正し高岡市

に提出することを了承。

報　告 

１）委員会報告

・７／ 26　勤務医委員会

・�８／ 13　乳幼児学校保健（心臓検診）

委員会

２）諸会議報告

・�７／ 31　介護保険主治医研修会三市

打合せ会

３）その他

・会員の動向
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第 10 回　　（平成30年９月14日）

協　議 
１）定例会について

９月 21 日に開催する定例会について、

以下のとおりお知らせすることを了承。

・�高岡市特定健診秋受診について（高

岡市から説明）

・�高岡市糖尿病性腎症重症化予防事業

について（高岡市から説明）

ア　会員の動向

イ　レクチャー

ウ　�メンデル遺伝型マイコバクテリア

易感染症について

エ　保険診療について

オ　救急医療フォーラムについて

カ　その他

２）救急の日の北日本新聞広告掲載について

９月８日開催の救急医療市民フォー

ラム参加のお礼も含め掲載することを了

承。

３）第 44 回高岡こどもまつりの協賛について

協賛金として例年のとおり１万円の拠

出を了承。

４）高岡地域医療推進対策協議会部会委員の推

薦について

現委員を引き続き推薦することを了

承。

５）認知症・地域ケア相談医研修会の開催につ

いて

９月 29 日ホテルニューオータニ高岡

にて開催することを了承。

６）高岡市医師会の学術講演会等への共催、協

賛、後援について

継続事業であっても申請書の提出は必

要とし（ただし、医会事業に関しては申

請書の提出は不要）、内規に基づいて承

認することを確認。

７）小児在宅医療研修会の開催について

富山県医師会と共催で 10 月 18 日高岡

市医師会ホール会議室にて開催すること

を了承。

８）高岡市糖尿病性腎症重症化予防事業の実施

について

協力するが、事業主体は高岡市である

ことを明確にし、アンケート集約等は高

岡市で行ってもらうことを確認。

９）その他

開催案内

・10 ／２　在宅医療談話会

・10 ／４　多職種事例検討会

・10 ／ 26　摂食嚥下研修会

・11 ／ 29　緩和ケアグループワーク

報　告
１）諸会議報告

・９／２　富山県総合防災訓練

・�９／６　富山県医師会特定健診・が

ん検診委員会

・９／７　介護保険主治医研修会

・９／８　救急医療市民フォーラム

・�９／ 11　富山県医師国民健康保険組

合理事会

２）その他

・会員の動向
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７月のがん症例は胃がん１名（内視鏡）、食道がん１名（内視鏡）、大腸がん７名でした。

●がん検診委員会　平成30年8月28日 担当理事 寺 田 光 宏
副 担 当  民　野　　　均
副 担 当  堀　　　彰　宏

胃がん検診 大腸がん
検　診

前立腺がん
検　診

肺がん検診
Ｘ線 内視鏡

受 診 者 ６０名 ５０５名 １，５１７名 ２２名 受 診 者 １，８５７名

異 常 な し ４８名 ４３１名 １，４０７名 ２１名 精 検 不 要 １，７７９名

要 観 察 ７名 ０名 再 検 査 ０名

要 精 査 ５名 ７４名 １１０名 １名 要 精 検 ７８名

二次精密検査受診者 ３名 ３名 ８５名 １名 精密検査受診者 ３６名

が ん 症 例 ０名
胃　１名

食道　１名
７名 ０名 が ん 症 例 ０名

宇野内科医院　�宇　野　義　知

「トラキアの至宝：金製品」（ブルガリア　ソフィア国立歴史博物館）
紀元前から 20 世紀にかけてのブルガリアの歴史を全土から収集した数多くの展示品で

たどる国内最大の博物館。その中でも、特に古代トラキアの繁栄をしのばせる金銀の工

芸品は圧巻である。その細工の見事さは素晴らしいの一語。因みに「トラキア」とは、ヨー

ロッパの南東部、バルカン半島の東部地方を指す。マリツア（エブロス）川を境に、東

トラキア（トルコのヨーロッパ部）、西トラキア（ギリシアの北東部）に分かれる。歴史

的には、現在のブルガリアの南半部をも含む。

BC19 世紀から BC8 世紀頃インド・ヨーロッパ語族のトラキア人が定住。彼らは農耕、

牧畜、金銀細工などを行い、すでに国家を形成していた。その後、ローマ帝国が台頭する。

バラ祭りで有名な「カザンラク」の北東、トユルベト公園内にある世界遺産の「トラ

キア人の墳墓」は 1944 年偶然に発見された。そこには BC４世紀後半から BC３世紀の頃

のものとされるトラキア人のフレスコ画が描かれているとのこと。又、オリジナルの墳

墓は見学不可とのことだ。
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実行委員長　　宮崎あゆみ

伏木地区住民の皆さんと病院職員との交流

を深めるため２年ごとに開催している「ふし

き健康祭」は、今年の９月１日で５回目を迎

えました。毎回地域の保育園、幼稚園児達の

出演で盛り上げていただいていますが、今回

は節目を記念して、「ハジをかいてもハジける」

をコンセプトに、医局員はじめ職員自らが出

演する企画もたくさん用意しました。サプラ

イズオープニングとして実行委員長のサック

スソロや篠田健康管理センター長のボーカル

とスタッフのダンス、そして和田副院長と心

臓リハビリ患者グループによる心リハダンス

などなど。

一番の見物は、寸劇「もの忘れか認知症か、

それが問題やちゃ！」の公演でした。練習時

間が限られ、前日の直前リハーサルに誰一人

セリフを覚えてないという予想通り ( ？ ) の

過酷な状況下、総監督（実行委員長）の顔も

引きつりましたが、必ず本番には帳尻を合わ

せるという皆の見事な集中力とチームワーク

で、なんとか成功にこぎつけました。高嶋院長、

宮崎副院長も賛助出演。特に主役級の加藤名

誉院長の迷 ( ？ ) 演技は圧巻でした。１回の

公演では惜しい、と思う反面、皆エネルギー

を使い果たした感があります。

他、恒例となった「子どもけんか山」をは

じめ園児達のかわいいお遊戯や、富山県内外

でご活躍のデュオ、ハニーグレースの「えほ

んうたコンサート」、そして各種の健康ブース

に病院探検と、盛りだくさんの企画でしたが、

盛会のうちに終えることができました。今ま

で以上に地域の方々との距離が縮まったこと

と思います。

さて、以下のコラージュ写真には当院医局

員が複数登場していますので、お探し下さい。

特に左上のカツラのじいさんはいったい誰？

（文中にヒントあり）

「第５回ふしき健康祭」で職員と地域住民が交流

（JCHO高岡ふしき病院）
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する形で留置して動脈瘤への血流を完全に遮断

します。 動脈瘤は切除されずに残りますが、 動脈

瘤はステントグラフトによって蓋をされ血流が無くな

り破裂を予防できます。 手術翌日から飲水・食事・

歩行が可能で、７～ 10 日程度で退院が可能です。

手術死亡率は 0.5% 程度と人工血管置換術に比

べて低く、 低侵襲手術として手術症例数は急速に

増加しています。

比較的新しい術式のため厳密な長期成績が不

明であること、 解剖学的条件によって施行できな

い症例があること、 エンドリークやステントグラフト

の移動 ・ 破損などのため遠隔期の瘤の破裂や追

加手術が必要になる可能性があること等問題点は

ありますが、 特に高齢者の方や併存症が多く開腹

手術はリスクが高いと判断された方にはメリットが大

きいと考えられます。

認定を受けた施設 ・ 医師のみが施行できる手

術ですが、 当院も実施施設に認定され本年７月か

ら腹部大動脈瘤に対する血管内治療を開始して

おりますので、 今後も研鑽を続け地域医療に貢献

して参りたいと考えております。

■　定例会レクチャー 9月21日（金）

腹部大動脈瘤に対する血管内治療

高岡市民病院　　胸部・血管外科　　関　功二

腹部大動脈瘤は主に

腎動脈以下の大動脈壁

が動脈硬化により変性し

瘤化する疾患で、 動脈

径 が 30mm 以 上 （ 正 常

径 15 ～ 20mm の 1.5 倍）

に拡張した状態を腹部

大動脈瘤と定義していま

す。 早期診断には触診

やエコー検査が有効ですが、 動脈瘤が経過と共

に増大すれば破裂に至ります。 破裂の場合は多

くは突然死で緊急手術が施行できた場合も含めて

死亡率は 70 ～ 80% に達します。 破裂または切迫

破裂の状態になれば腹痛や腰痛の症状が出ます

が、 それ以外では症状を伴うことは稀であるため

『サイレントキラー』 とも称されます。

動脈瘤径増大と共にその破裂率も増大する

ため、 一般的に径 50mm 以上は治療の対象で

す。 治療は手術以外になく、 標準術式として開腹

による人工血管置換術が施行されてきましたが、

２～３% の手術死亡率があり、 高齢者の方や併存

症をお持ちの方にはリスクの高い手術でした。 そ

のため低侵襲手術として本邦では 2006

年から血管内治療 （ステントグラフト

内 挿 術 ： Endovascular Aortic repair

（EVAR）） が施行されています。 この

治療では両鼠径部を３～４cm 程度切開

し、 両側の大腿動脈からステントグラフ

ト （自己拡張力のあるステントを縫い付

けた人工血管） を収納したカテーテル

を大動脈内に挿入し、 ステントグラフト

を動脈瘤の前後の正常な動脈を橋渡し
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病診連携室

◇オープン病床の利用率について

◇れんけいネット利用状況について

高 岡 市 民 病 院 ５月 ６月 ７月 ８月

カルテ参照登録患者数 14 名 13 名 12 名 14 名

予 約 患 者 数 22 名 12 名 21 名 24 名

５月 ６月 ７月 ８月

高 岡 市 民 病 院 10.7% 9.7% 7.3% 0.0%

厚 生 連 高 岡 病 院 39.7% 61.0% 62.7% 62.3%

済 生 会 高 岡 病 院 35.0% 17.7% 13.3% 19.4%

JCHO 高岡ふしき病院 45.8% 54.8% 26.3% 41.0%

厚 生 連 高 岡 病 院 ５月 ６月 ７月 ８月

カルテ参照登録患者数 53 名 44 名 35 名 33 名

予 約 患 者 数 53 名 74 名 75 名 71 名

済 生 会 高 岡 病 院 ５月 ６月 ７月 ８月

カルテ参照登録患者数 10 名 11 名 7 名 9 名

予 約 患 者 数 9名 7名 6名 6名

地域保健だより 担当理事　酒井　　成

◇10月の地域保健・医療事業への協力について

・母子保健事業

内　　容 実施日
出　向　医　師　名

小　児　科 整形外科

３か月児健診
10月11日（木） 小栗　絢子 宮崎あゆみ 林　健太郎

10月25日（木） 荻野千鶴子 和田　直樹 今田　光一

１歳６か月児健診

10月９日（火） 斉藤悠紀子 吉田　礼子

10月16日（火） 窪田　博道 辻　　隆男

10月23日（火） 佐久間友子 清水　道郎

３歳児健診

10月10日（水） 今村　博明 山元　純子

10月17日（水） 市村　昇悦 西村　暢子

10月24日（水） 仲岡佐智子 新澤　　隆

乳幼児保健相談 10月12日（金） 行枝　貴子
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検査センターだより 担当理事　白崎　文朗

実　施　日 時　　間 場　　�所 担当相談医

10月４日 木 13:00�～�14:00 高岡市医師会 林　　治朗

10月14日 日 10:00�～�12:00 新湊漁港（東地区） 保健師�溝口里美

10月24日 水 13:00�～�14:00 高岡市医師会 坪田　　聡

高岡地域産業保健センターでは、平成 30 年 10 月は下記のとおり活動を行います。
高岡市医師会で行う健康相談は予約制です。働く人への周知方ご協力をお願いいたします。

１　健康相談

２　個別訪問産業保健指導（職場巡視）

産業保健だより 担当理事　杉森　成実

実　施　日 時　　間 事業内容 担当相談医

10月３日 水 13:00�～ 化学製品製造業 宮島　久仁

10月10日 水 13:00�～ 測量設計コンサルタント業 宮腰　久嗣

10月11日 木 13:00�～ コンクリート二次製品製造業
上田　芳彦

山岸　孝広

10月25日 木 13:00�～ 仏具花器製造業 吉田耕司郎

10月31日 水 13:00�～ 空中写真撮影・測量等 酒井　　成

風疹の流行について

突然ですが、アガサ・クリスティーの「鏡は横にひび割れて（原題：The� Mirror� Crack’d�

from� Side� to� Side)1962 刊行」という推理小説をご存知でしょうか。妊娠中の女性が風疹に感染

した人に接触したことで起こった殺人事件の話です。

夏頃テレビや新聞で、今年になって関東地区で風疹の患者が増えているので注意してください

という話題がとりあげられていました。何年かごとに風疹の小規模な流行が見られるということ

で、今年はそんな年なのでしょうか。

風疹は風疹ウイルスによっておこる急性の発疹性感染症で、主要な症状としては発疹、発熱、

リンパ節の腫れが認められます。小児が感染した場合は比較的症状が軽いので心配は少ないので



9

No.50830.　10高岡市医師会報

すが、妊娠中の女性が感染した場合、事態は深刻です。

妊娠初期（20 週頃まで）の女性が風疹に罹ると胎児が風疹ウイルスに感染し、難聴、心疾患、

白内障、そして精神や身体の発達の遅れなどの障がいをもった赤ちゃんがうまれる可能性があり

ます。（先天性風疹症候群といいます）

予防にはワクチン接種が最も有効とされ、時間の経過とともに抗体価が低下してきた人には、

追加のワクチンを接種することによって免疫を増強させる効果があります。

ただし妊娠中はワクチン接種を受けられません。妊婦への感染を防止するため、家族など周り

の人も感染を予防することで妊婦を感染から守る必要があると考えられます。もちろん感染した

人は他の人にうつさないようにする配慮は必要ですよね。アガサ・クリスティーの小説の時代は

予防接種はなかったのですね。

風疹に限らず、ムンプスや麻疹の抗体価について問い合わせが、ときどきあります。

風疹の抗体価が HI 法で 8倍の抗体価では感染しないのか…。予防接種の必要性は？

次の表をご参考になさってください。� （文責　荒井　栄）

予防接種が推奨される風しん抗体価について
（出典 ： 厚生労働省健康局結核感染症課ホームページ）　

抗体価 妊娠を希望する女性や十分な
免疫を保有していない妊婦の
同居者など確実に予防を行う
必要がある方

左記以外
EIA 法 HI 法

陰性又は判定保留 ８倍未満 免疫を保有していないため風疹含有ワクチンの接種を
推奨します。

陽性
(EIA 価 8.0 未満又は
国際単位① 30IU/mL 未満、
②国際単位 45IU/mL 未満）

８倍・16倍

過去の感染や予防接種によ
り風疹の免疫はありますが、
風疹の感染予防には不完全で
す。そのため、感染によりお
なかの赤ちゃんなどへの影響
が生じる場合があります。
確実な予防のため風疹含有
ワクチンの接種を推奨します。

過去の感染や予防接
種により風疹の免疫が
あり、風疹の重症化を
予防できると考えられ
ます。
確実な予防のため、
風疹ワクチンの接種を
希望される方は、かか
りつけ医等と接種につ
いてよくご相談くださ
い。

陽性
(EIA 価 8.0 以上又は
国際単位① 30IU/mL 以上、
②国際単位 45IU/mL 以上）

32倍以上
風疹の感染予防に十分な免疫を保有していると考えら
れます。
風疹含有ワクチンの接種は、基本的に必要ありません。

EIA 価：デンカ生研社の風疹 IgG 測定キットを使用
国際単位①：シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティック株式会社、極東製薬工業株式会社製風疹 IgG 測定キットを使用
国際単位②：シスメックス・ビオメリュー株式会社、ベックマン・コールター株式会社製風疹 IgG 測定キットを使用
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寄 稿 「８日間の恋」 ―少年のような老人の恋心―

宇野内科医院　宇　野　義　知

淡き恋、儚き恋。これが少年の魂をゆさぶ

る大切な、大切な一頁を彩るできごとです。

高校のテニス部のキャプテンに憧れたが、

好きとは遂に言うこともなく、人生を終えよ

うとしている今、思いもかけず、一陣の風が

吹き、そして閃光が駆け抜けたのです。

何ということでしょう。貴女を一目みて、

この世と別世界へ運んでくれたのです。

上品な佇まい、シックなオシャレと美的セ

ンスの良さ、そして人を引き込んでゆくその

目。どうにもならない感情の揺れを覚えたの

です。このような心のゆらぎが、少年の頃よ

り 70 年以上経った今、蘇ってこようとは。

神様も味なことをなされるものだ。しかし、

決して悪いことではないと自分に言いきかせ

た。ほんの少しの残り火が、次第に大きく

なって光り、燃えだしたのです。未だにこの

ような生命の力が潜んでいようとは。

心の底より嬉しく、そして神様に感謝し

たい。

貴女は罪な人ではなく、最後の潤いを与え

て下さった神様の使いです。多くの旅をして

きた私にとって忘れることのできない８日間。

本当に楽しかった。有難うございました。貴

女の幸せを祈って。

１）�少年の頃� �
口笛を吹いて街をさまった歌は

「嘆きのセレナーデ」
（作曲：Ｅ・トセルリ／訳詞：近藤　玲二）

愛に燃ゆるこの心

明け暮れ切なく　君をば慕う

優し笑顔あの瞳

涙にむせびつ　君をば慕う

されどはかなし　一夜の夢か

ただわびしき思いのみ残り

幻の影と消えぬ

愛しの面影今いずこ　忘れじの君

おおわが胸に

君よ再び帰れ　ああ　ああ　ああ　

２）私の好きなシャンソンの一つ

「人生は過ぎてゆく」
（作曲：J.ホルメス　訳詞：矢田部道一）

呟くように　囁くように唄う

好きよ　好きよ　好きよ　好きよ

やっと来てくださった

好きよ　好きよ　好きよ　好きよ

もう来ないと思っていた

好きよ　好きよ　好きよ　好きよ

なぜ？　私から目をそらせるの

好きよ　好きよ　好きよ　好きよ

こうしていつまでも抱かれていたい

ラ・ヴィ・サンバ　ラ・ヴィ・サンバ

時は過ぎてゆく

いつしか　いつしか　この手を逃れる

ラ・ヴィ・サンバ　ラ・ヴィ・サンバ

愛も過ぎてゆく

どうして　どうして　引き止められるの

好きよ　好きよ　好きよ　好きよ　
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異 動

月日 種�別 氏　　名 科�目 異動の事由

8/11 C 木
き

元
もと

　文
ふみひこ

彦 日本医師会、富山県医師会入会

9/1 B2a → A 矢
や の

野　宏
ひろ

樹
き

眼
H30.9.1開業
千羽・矢野眼科といで医院管理者に

9/1 A → B2a 千
せん

羽
ば

　真
ま

貴
き

眼
千羽眼科医院　閉院
千羽・矢野眼科といで医院勤務医に

9/1 B2a → A 堀
ほり

　　彰
あき

宏
ひろ

内　呼
管理者交替
高の宮医院　管理者に

9/1 A → B2a 堀
ほり

　　正
まさ

人
と

耳
管理者交替
高の宮医院　勤務医に

9/1 A 斉
さいとう

藤　周
のり

子
こ

眼 現住所変更

退 会

月日 種�別 氏　　名 科�目 退会の事由

6/28 B2a 林
はやし

　　武
た け お

雄 内 逝去（林内科医院）

7/31 B2b 高
たかくわ

桑麻
ま い こ

衣子 小 富山県立中央病院へ（高岡市民病院から）

7/31 B2a 堀
ほり

田
た

　孝
たか

裕
ひろ

内神 南砺市へ（高岡みなみ病院から）

今きたばかりなのに　もう帰るの

好きよ　好きよ　好きよ　好きよ　

誰かが待っているの

好きよ　好きよ　好きよ　好きよ　

隠さなくたって

好きよ　好きよ　好きよ　好きよ　

もう前から気がついていたの

ラ・ヴィ・サンバ　ラ・ヴィ・サンバ　

時は過ぎてゆく

※以下繰り返し

好きよ　好きよ　好きよ　好きよ

私より愛しているの？

好きよ　好きよ　好きよ　好きよ

でも私はあなたを愛しているわ

好きよ　好きよ　好きよ　好きよ　

私の愛は誰にも負けない

好きよ　好きよ　好きよ　好きよ　

お願いいつまでも傍にいて

ラ・ヴィ・サンバ　私の時は過ぎてゆく

いつしか　あなたもこの手を逃れる

ラ・ヴィ・サンバ　私の愛も過ぎてゆく

どうしてあなたを引き止められるの

行かないで　行かないで　行かないで

家に着き「ただ今」。

「お帰り。少し遅かったのね。食パンが全

くなくなっているの。スーパーへ連れていっ

て」。

夢の世界から厳しい現実の世界へ戻った瞬

間でした。

美しい思い出をありがとう

美しい夢をありがとう

―少年のような老人―より
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高岡市急患医療センターだより 担当理事　泉　　祥子

平成最後の8月の受診患者数について

平成最後の8月の患者数は、過去5年間で始めて2,000人を切り1,977人となり、累計患者数でも、10,000人
を切り9,703人となりました。　お盆も、11日・12日の連休が224人・206人でしたが、15日・16日は、患者様が
分散したのか157人・139人と、過去5年の平均より50人程少ない患者数でした。

累計患者数の前年同期比の増減率は、5月が△10.2%、6月が△9.4%、7月・8月が△7.9%と、減少率が毎月小
さく、前年との差が小さくなってきています。

出向医の先生方におかれましては、今後とも高岡医療圏の救急医療体制を維持するため、当センターの
診療業務に、ご理解とご協力をお願い申し上げます。� （文責　宮﨑　晃一）

時間帯別受診患者数

月別受診患者数の推移

平成 30 年 8 月（単位：人）

（単位：人）

４ ５ ６ ７ ８ ９ 10 11 12 １ ２ ３ 計 年間
前年度比

26 年度 2,067� 2,721� 1,543� 1,786� 2,102� 1,678� 1,490� 1,994� 2,836� 4,140� 2,148� 2,061� 26,566� 0.5%

27 年度 1,932� 2,884� 1,518� 2,043� 2,115� 2,223� 1,656� 1,919� 2,272� 2,575� 2,774� 2,763� 26,674� 7.5%

28 年度 2,082� 2,533� 1,603� 2,165� 2,243� 1,934� 2,028� 1,988� 3,648� 3,655� 2,498� 1,856� 28,233�△0.2%

29 年度 2,072� 2,766� 1,509� 2,039� 2,150� 1,894� 1,684� 1,620� 2,307� 3,340� 2,955� 2,286� 26,622� 0.2%

30 年度 2,077� 2,267� 1,409� 1,973� 1,977� 9,703� ―

内　

訳

内　科 745� 885� 462� 699� 648� 3,439�

小児科 856� 893� 527� 775� 819� 3,870�

外　科 476� 489� 420� 499� 510� 2,394�

患者数　人

30 年度
29 年度
28 年度
27 年度
26 年度

1,977

月0
500
1,000
1,500
2,000
2,500
3,000
3,500
4,000
4,500

321121110987654

月別

時
間
帯
別

内　科 小児科 外　科 合　計 転送患者数

初診 再診 計 初診 再診 計 初診 再診 計 初診 再診 計
二次病院 他院

診療科 本人 救急車

30年度

8月

午前 129� 3� 132� 162� 5� 167� 92� 5� 97� 383� 13� 396� 内 30� 1� 8�

午後 112� 7� 119� 140� 7� 147� 105� 1� 106� 357� 15� 372� 小 21� 0� 3�

夜間 383� 14� 397� 483� 22� 505� 298� 9� 307� 1,164� 45� 1,209� 外 10� 2� 7�

合計 624� 24� 648� 785� 34� 819� 495� 15� 510� 1,904� 73� 1,977�合計 61� 3� 18�

30年度

4～8月

午前 664� 17� 681� 737� 30� 767� 379� 37� 416� 1,780� 84� 1,864� 内 184� 10� 36�

午後 644� 29� 673� 736� 50� 786� 468� 22� 490� 1,848� 101� 1,949� 小 80� 3� 4�

夜間 2,025� 60� 2,085� 2,193� 124� 2,317� 1,454� 34� 1,488� 5,672� 218� 5,890� 外 66� 3� 37�

合計 3,333� 106� 3,439� 3,666� 204� 3,870� 2,301� 93� 2,394� 9,300� 403� 9,703�合計 330� 16� 77�

29年度

4～8月

午前 673� 18� 691� 804� 47� 851� 374� 36� 410� 1,851� 101� 1,952� 内 187� 15� 16�

午後 595� 15� 610� 780� 41� 821� 428� 18� 446� 1,803� 74� 1,877� 小 80� 7� 4�

夜間 2,135� 56� 2,191�2,640� 180� 2,820� 1,656� 40� 1,696� 6,431� 276� 6,707� 外 82� 3� 53�

合計 3,403� 89� 3,492� 4,224� 268� 4,492� 2,458� 94� 2,552�10,085� 451�10,536�合計 349� 25� 73�
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訪問看護ステーションだより 担当理事　吉田耕司郎

訪問看護ステーションです。訪問看護利用者の、ひとり暮らしの割合は、全体の約18％です。

薬の飲み忘れや、間違いが多く、内服管理は悩みの種です。

「服薬支援ロボットで、飲み忘れを防げたケースがある。」と聞きました。

「ロボット」と聞いて妄想は膨らみます。スタイリッシュな人型ロボットか、ペット型ロボット

が、「お薬です、どうぞ」と利用者さんに手渡してくれて、バイタルサインや映像を医療機関へ送信で

きる機能もあって、さらに心のケアもしてくれて‥と勝手にイメージを膨らませました。

Ｍさんは、80 歳代女性で、要介護１、ひとり暮らしです。パーキンソン病で内服治療中です。

週２回デイサービス、その他の日は、ヘルパーさんと訪問看護が入っています。歩行は不安定で、

認知機能の低下、たまに意識消失発作があります。日によって体調も気分も異なります。

訪問看護が薬を『おくすりカレンダー』にセットし、毎日訪問しているヘルパーさんに確認して

もらっています。時々本人から「薬がなくなった。」「朝の薬、飲んだと思ったが、何故か薬が残って

いる。飲んでもいいの？」と、慌てた様子でステーションに電話があります。気分の落ち込みがあっ

たり、頭がモヤモヤしていることが多く、看護師が様子を見に行くと、落ち着きます。

さて、薬は確かにカレンダーにセットし、ちゃんとなくなっているとしても、朝・昼・夜・寝る前

の薬が、実際確実に飲めているか、誰もわかりません。本人も薬のことは気になっていますが、日に

よって解らなくなり、混乱します。受診の時は娘さんが同行されますが、それ以上のかかわりはあり

ません。

そこで、聞いたばかりの、『内服支援ロボット』導入案が浮上しました。

主治医の先生の了解を頂き、取り扱っている薬局に問い合わせると、良い感触です。

本人も乗り気な状況。まず、薬剤師さんに、実物をステーション事務所まで持参していただき、説

明してもらいました。それは、縦横高さが、ほぼ30cm 前後のボックスで、前面に液晶画面があります。

７日分の薬が、１日４回分カセットに収納できて、時間になると「朝のお薬の時間です。」と音声

と、画面表示で知らせてくれます。本人が、取り出しボタンを押して、薬を取り出します。時間が来て

も動作がないと、10 分おきに１時間アナウンスが流れるしくみです。人感センサーもあり、前を横

切ったら声がけをしてくれるようです。履歴も残るので、確認もできます。薬剤師さんが、居宅療養

管理指導で訪問し、薬のセットをしてくれます。利用者さんの様子も見てもらえます。看護師サイド

も助かります。

さあ、少し認知症もあり、用心深いＭさんが、すんなり受け入れてくれるでしょうか。

決行当日、薬剤師さんの紹介・顔合わせと、ロボットの説明のため、Ｍさんのお宅に、薬剤師さんと

一緒に訪問しました。おや？玄関チャイムに反応がありません、鍵がかかっています。Ｍさんがいま

せん。何とか連絡を取ると、元気に外出中。せっかくのチャンスが‥。訪問時間を書いて部屋に貼っ

てきたのに。

後日、また時間調整し一緒に訪問しましたが、なんと再びＭさん不在。薬剤師さんには申し訳な

い。

思いついたら出かけてしまうＭさん。悪気はないようです。

結局、「ロボットが喋ってくれても、外出が多い人ならあまり意味がないでしょう。」とのこと。利

用中止になりました。残念なような、少しほっとしたような、複雑な気分でした。
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●８月の実績（平成 30 年 8 月 1 日～ 31 日）

介護保険対象者
医療保険対象者

65歳以上 40～64歳

男　性 ３６名 １名 １１名

女　性 ５５名 ２名 １２名

合　計 ９１名 ３名 ２３名

訪問回数

介護 ５４０回

医療　　１５７回

合計 ６９７回

合計� １１７名
重複� ０名

2
0

3

21

15

24

16

6
3 3

9

112
0 0 10

8月17日肺がん検診読影会
20日厚生連高岡病院・医師会症例検討会
21日胃がん内視鏡検診読影会
22日理事会

肺がん検診読影会
27日地域産業保健センター事例検討会
28日がん検診委員会

胃がん内視鏡検診読影会
29日肺がん検診読影会
30日救急医療市民フォーラム打ち合わせ

多職種事例検討会打ち合わせ
9月2日富山県総合防災訓練
3日急患医療センター管理運営小委員会
5日ドクターネットかたかご会

肺がん検診読影会
6日緩和ケアグループワークワーキング
胃がん内視鏡検診読影会

7日介護保険主治医研修会
8日救急医療市民フォーラム
9日高岡医師グリーン会
10日診療報酬明細書受付締切

済生会高岡病院症例検討会
11日ＪＣＨＯ高岡ふしき病院症例カンファレンス

胃がん内視鏡検診読影会
12日肺がん検診読影会

摂食嚥下研修会ワーキング
14日理事会

その後、ケアマネさんやヘルパーさんと相談し、出来る限り、小刻みに薬をセットする方法で落ち

着きました。今回の事があって、以前より多職種のつながりは強くなりました。ご近所さんも、まめ

に訪問されます。Ｍさんは、たくさんの人との会話を楽しんでいます。体調も変化ありません。

Ｍさんには、人を引き寄せるエネルギーがあるようです。毎日訪問するスタッフに、口うるさく

「お薬飲んだけ？」と言われ、「飲んだわ、みてみられ。」と元気に言い返す、会話のキャッチボールが

嬉しそうです。

近い将来、てきぱきと効率よく、正確に業務をこなすマルチなロボットがどんどん開発され、導入

されるのでしょうか。まあ、できることなら、相手を知り、仲良く付き合えたらいいですね。　

� （文責　野田美加）
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日 予定事項 時刻 場所

2日(火)
在宅医療談話会／ドクターネットかたかご会
胃がん内視鏡検診読影会

19：30
19：30

当会
当会

3日(水)
肺がん検診読影会
学術生涯学習委員会

19：30
19：30

当会
当会

4日(木) 多職種事例検討会 19：30 当会
5日(金) 急患医療センター管理運営小委員会 19：30 急患医療センター

9日(火)
ＪＣＨＯ高岡ふしき病院症例カンファレンス
胃がん内視鏡検診読影会

19：00
19：30

ＪＣＨＯ高岡ふしき病院
当会

10日(水)
診療報酬明細書受付締切
肺がん検診読影会

10：00
19：30

当会
当会

11日(木) 緩和ケアグループワークワーキング 19：30 当会
12日(金) 理事会 19：30 当会

14日(日)
第２回呉西地区合同ゴルフコンペ
健康相談（新湊カニかに海鮮白えびまつり）

  7：34
10：00

高岡カントリークラブ
新湊漁協

15日(月)
厚生連高岡病院・医師会症例検討会
済生会高岡病院症例検討会

19：00
19：00

厚生連高岡病院
済生会高岡病院

16日(火) 胃がん内視鏡検診読影会 19：30 当会

17日(水)

訪問看護ステーション事例検討会
高岡市民病院・医師会合同症例カンファレンス
肺がん検診読影会
医療安全・感染症対策委員会

13：30
19：00
19：30
19：30

地場産センター
高岡市民病院
当会
当会

18日(木) 小児在宅医療研修会 19：30 当会
19日(金) 定例会 19：30 当会
21日(日) 会員及び会員家族懇親会
22日(月) 不安または不眠についての講習会 19：30 当会

23日(火)
がん検診委員会
胃がん内視鏡検診読影会
小児科医会講演会

19：30
19：30
19：30

当会
当会
当会(ホール)

24日(水)
理事会
肺がん検診読影会

19：30
19：30

当会
当会

25日(木) 急患医療センター管理運営委員会 19：30 当会
29日(月) 摂食嚥下研修会 19：30 当会
30日(火) 胃がん内視鏡検診読影会 19：30 当会
31日(水) 肺がん検診読影会 19：30 当会
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一

台風 21 号、開業の先生方は午後の診療をどうされましたか。直撃する大阪
の交通機関の運休や休校などが前日から報道され、高岡でも給食後集団下校、
大和や富山のファボーレの休業などが発表されていました。報道に踊らされた
感はありますが、クリニックはどうすべきかと、非常に悩みました。今まで勤
務医時代から台風で休診になった経験はありません。正直、普通に診療したい
気持ちでした。ただ、患者さんの方が警戒してあまり受診されないだろうし、

遠くから通勤している従業員もいるので、今回は従業員の安全のため思い切って 15:30 で受
け付け終了としました。結局大したことはなかったのですが、冬に雪でスタッフが来れずひ
とりでクリニックを開けたら、大雪の中数人患者さんが来られ、受付、診察、会計等ひとり
でやる羽目になった経験もあり、中途半端はやめようと考えるようになりました。異常気象
と騒がれる昨今、診療よりも従業員の安全に配慮する機会が増えてくるのでしょうか。�H.A.

　


