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　今もし森本断層直下型地震が襲った場合にも慌てず
入院中の患者さんや病院職員の安全を守ることができ
るように、昨年度から地震を想定した防災訓練実施を
計画してきました。その第１回目として去る７月14
日に防災訓練を行いましたので概要を紹介します。

　地震の想定としては、「岩出町周辺の震度は６強、病院建物に一部亀裂が見られるも崩
壊はない、非常電源・水道・医療ガスなどのライフラインは確保できているが、入院患者
さんの一部に負傷者が見られる」としました。今回の訓練は、初期対応に主眼を置き、発
災直後に各部署が入院患者さんや面会者、職員の安否確認と設備・医療機器等の被災状況
を確認し、対策本部に報告するまでの行動としました。当日は165名もの職員の参加があ
り、大きな混乱なく終了しました。
　訓練を通して見えた最も大きな課題は、発災直後の情報処理でした。つまり各部署が一
斉に本部へ電話報告をしたために、本部担当者が話し中となり想定以上の時間を要したの
です。また本部は、電話で受けた被災状況を正確かつ迅速に記録することに四苦八苦しま
した。このことから今後は被災状況の伝達と記録方法の見直しを行うことにしました。
　当院の入院患者さんのほとんどはベッド上の生活で、しかも約４割の方が人工呼吸器を
使っています。これは被災時に自分で身を守ることのできない方が大半であることを意味
します。今回の教訓を生かして今後も訓練を重ね、災害時には職員が率先して初期対応が
できるように指導していきたいと思います。

いつ起こるかわからない！「地震想定防災訓練」 を実施しました！
医療安全係長　神野　利枝
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あなたの肺年齢は大丈夫？

　肺年齢とはその人の肺機能が年齢相応の働きをしているかど
うかを分かりやすく表現したものです。実際に検査して得られ
た測定値が何歳に相当するかを示すもので、見た目には判らな
い「肺の健康を知るヒント」です。

　肺年齢を知るには、まず努力性肺活量検査（通常 FVC）を受けていただきます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　
１．まず、肩の力を抜いて楽に何度かふつうの呼吸をします。
２．次に、胸いっぱい息を思いっきり吸います。
３．その次に、ろうそくの火を消す感じで一気に息を吐き出します。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　↑ここがこの検査のポイントです。
　　　　　　（本人のやる気により検査結果が左右されます。思いっきり吐きましょう！）
４．最後そのまま吐けるまで息を吐き続けます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1 秒量（FEV1.0）：息を思いっきり吸い込んだ状態から最初の 1 秒間に吐き出した空気の
量この値が分かれば年齢や性別、身長から自分の現在の肺機能の状態すなわち肺年齢を知
ることができます。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　
　　　　　　　　　　　
　日本では 40 歳以上の約 10 人に一人が慢性閉塞性肺疾患（COPD）と推定されています。
肺への空気の通りが悪くなりゆっくりと進行していく病気で主な原因は喫煙です。
　進行すると咳や痰、息切れなどの症状が出ますが初期では自覚症状が少なく早期診断に
は肺機能検査が不可欠です。肺機能を測定し肺年齢を知ることで肺の健康維持や病気の予
防・早期発見に役立ててください　

研究検査科　米田　昭代　
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検査のおはなしシリーズ　６

肺年齢とは

肺年齢を知るにはどうしたらいい？

努力性肺活量検査（FVC）の受け方

検査結課の見方

肺疾患と予防

注意 肺年齢の評価はあくまでも目安です。
最終的には受診した上で主治医の指導を受けてください。
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　今年の夏は異常気象で、土砂崩れなど各地で大変な災害が起こり
ました。
初秋は残暑も終わり、過ごしやすい気温になって、湿度も低く、気
分が爽快になる季節です。胃腸の調子も回復し、いよいよ食欲の秋
と張り切る人も多いでしょう。しかし、なんとなくだるい！やる気
がでない！・・・夏の疲れを引きずっているのでは？
「疲労」
　疲労には、心臓病や肝炎、貧血や喘息などの疾患による症状としての疲労と、働いたり
運動したりすることで感じる基礎疾患のない疲労があります。

栄養管理室長　上田　広美

≪材料≫（４人前）
とんかつ用豚肉（80ｇ）… ４枚
塩・コショウ …………… 少々
小麦粉 …………………… 適量
オリーブオイル ………… 大さじ１
リンゴ …………………… 中２個
バター …………………… 15g
砂糖 ……………………… 小さじ4
水 ………………………… 200cc
醤油麹 …………………… 大さじ2
醤油 ……………………… 大さじ2
メイプルシロップ ……… 小さじ2
香草（みじん切り） …… 小さじ1

（パクチー、イタリアンパセリなど）

≪作り方≫
☆リンゴと香草の和風ソース
①リンゴは皮をむき５㎜程の角切りにします。
②フライパンにバター・リンゴを入れ中火で炒め

ます。しんなりしてきたら砂糖を加えさらに炒
めます。

③色が少しついてきたら水を加え煮ます。
④沸騰したら、醤油麹、醤油を加え、汁が少し残

るくらいまで煮詰めます。
⑤最後にメイプルシロップを加え、味を整えます。
⑥火を止めてから、みじん切りにした香草を加え、

さっと混ぜます。
☆ポークソテー
①とんかつ用豚肉は筋切りをして塩・コショウし

ます。
②小麦粉をまぶして、オリーブオイルを熱したフ

ライパンで両面にうっすら焦げ目がつくまで焼
きます。

③器に盛り、リンゴと香草の和風ソースをかけ、
残った香草を全体に散らします。

夏バテしないで元気に過ごしましょう
おすすめレシピの紹介（連載第６回）

ポークソテー・
リンゴと香草の和風ソース

「疲労の原因」
①疲労物質である乳酸がたまる。
②エネルギー不足。
③発汗による水分とミネラルの不足。
④脳の情報交換がスムーズにいかない。
　など・・・

「予防と回復」
①クエン酸やビタミンB₁の摂取で乳酸を分解する。
②アリシンなどによって血行を促進し、乳酸排泄を
　促す。
③たんぱく質（アミノ酸）の摂取で筋肉を修復する。
④脳や筋肉のエネルギー源となる糖質を補給する。
⑤充分な水分補給を心掛ける。

「疲労回復によい食品」
豚肉………ビタミンB₁が豊富。たんぱく質（アミノ酸）の供給源
ニンニク…糖質をエネルギーに変えるB₁と結合して糖質の代謝

を促し、疲労回復を早める働きのあるアリシンを多く
含んでいます。

　　　　　ニラや玉ねぎにも多いです。
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世の中から消えかけながら、復活を遂げたゾンビのような薬がある
薬 剤 科

－このページは医王病院薬剤科がおくすりに纏わる『ホンマでっか ! ？』な話を紹介して
いくコーナーです。『ホンマでっか ! ？』といった目でご覧ください。－　

　携帯電話、車、電化製品等々、やっぱり新しいものは良く見えま
す。でも、おくすりの世界は古くてもいまだに大活躍している薬は
たくさんあります。メトホルミンもそういった「古くて新しい」薬
のひとつです。

・メトホルミンのルーツ
　メトホルミンはビグアナイド（biguanide）系と言われる種類に分類される糖尿病用薬
です。そのルーツは地中海沿岸に自生するマメ科の植物「ガレガ：Galega officinalis」
にさかのぼり、ヨーロッパでは中世以前から民間療法の薬草として使われてきました。
20 世紀の初めに化学者たちが、このガレガソウから「グアニジン、guanidine」という
物質を分離しました。グアニジンは実験動物の血糖値を下げることができたのですが、同
時に毒性もありました。そこで化学者たちはグアニジンを 2 個結合させることで、より
安全なものにすることに成功しました。ビグアナイド (biguanide) とは、つまり bi（２個 )
の guanidine（グアニジン）ということです。

・メトホルミンの暗黒時代
　ビグアナイド系にはメトホルミンの他にもブホルミン、フェンホルミンなどがありまし
た。日本でメトホルミンが承認されたのは 1961 年ですが、1970 年代に同じビグアナイ
ド系のフェンホルミンで重篤な乳酸アシドーシスの発現という問題が持ち上がりました。
米国では主にフェンホルミンが使用されていましたが、この副作用の問題で使用中止とな
りました。その影響からメトホルミンも適応や用量が制限され、使用が控えられるように
なりました。1980 年代から 90 年代の処方せんにメトホルミンが記載されることはほと
んどなかったのではないでしょうか。（少なくとも私はほとんど見たことがなかったです）

・メトホルミンの復活
　その後、1998 年に UKPDS という大規模臨床試験の成績が発表されます。この
UKPDS によって、メトホルミンは血糖を下げるだけでなく心血管イベントを抑制するこ
とが示されました。この成績は強いインパクトがありました。これを契機に、メトホルミ
ンの評価は大きく変わっていきます。注意をして使用すれば前述した副作用は滅多に起こ
らないこともわかり、インスリン抵抗性を改善する第一選択の薬となりました。また、日
本でも用量の制限などが無くなり使いやすい状況になりました。約 40 年余りを経た「ホ
ンマでっか！？」な復活劇です。

　薬学の世界では、最近「育薬」という言葉がよく用いられます。すでに市販された医薬
品についても継続して患者背景、使用方法、効果及び副作用等を調
査・評価し、有効で安全な使い方に関する情報を増やしていくこと
で薬をより使いやすく、有効性及び安全性の高いものに育てていく
取組み（制度、活動）のことを指します。蓄積情報が医療現場にフィー
ドバックされることで薬の新たな長所が活かされ、欠点が補填され
ていくわけです。我々も患者さんにフィードバックできるような情
報を収集できるよう頑張っていきたいと思います。

シリーズ　おくすり 『ホンマでっか!？』話

№２
世の中から消えかけなが
ら、復活を遂げたゾンビ
のような薬がある。

ゾンビなんて失礼？

むしろこんな
ヒーローでしょうか。



　８病棟恒例になってきた夏祭りを今年は８月５日に開催するこ
とができました。
　患者様の重症化や高齢化が進み、以前行っていた運動会などの
行事が出来なくなってきたため、それに代わって家族と共に楽し
める何かがしたい！そんな思いから始めた夏祭りですが今年で 4

回目。病棟のスタッフや患者様、家族の方々にも定着してきてみんな楽しみにしてくれて
いる、と思っています。
　夏祭りは 10：00 ～ 15：00 まで、一日かけてたくさんのご家
族にも参加してもらっており、一年の行事の中で一番の大イベン
ト。呼吸器をつけている患者様も少しの時間でも車椅子に乗車し
て参加できるよう、準備段階から看護スタッフにも協力をしても
らったり、患者様とご家族とが一緒に楽しんでもらえるように事
前にご家族の参加時間を確認したり、全員の参加を目指してがんばりました。おかげで今
年は患者様全員が夏祭りに参加することが出来ました。

　夏祭り当日は朝早くからたくさんのご家族に来ていただいて、
中には甚平や浴衣を着せてもらっておしゃれしている患者様も。
　最初は療育で行っているスヌーズレンをご家族の方にも体験を
してもらいました。真っ暗な部屋にプロジェクターやバブルユ
ニットなどを置いていろいろな光や音楽、アロマの香りを楽しん

で頂きました。光の動きをじっと目で追っている患者様や「癒されたわ」と言ってくださ
る家族の方もいらっしゃいました。また、ボランティアさんによるクラッシックバレエ、
初めて間近で見るバレエは躍動的で迫力がありとても素敵でした。そしてユーモアあふれ
る演芸や和太鼓演奏、ゲームや綿菓子・かき氷のお店など、笑い声や笑顔がいっぱいの一
日になりました。
　来年も楽しい夏祭りを企画できたらなあと思っています。ご家族の皆さん、スタッフの
皆さんありがとうございました。

Iou hospital new
s
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みんなで楽しんだ夏祭り
8病棟　保育士・サービス管理責任者　小杉　昌巳
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パーキンソン病に対する新しいリハビリテーション『LSVT BIG』

　当院では 7 月より、パーキンソン病に対する新しい
リハビリテーション方法である『LSVT BIG』を行える
ようになりました。
　「LSVT」とは Lee Silverman Voice Treatment の略で、米国
の Ramig らが考案した発声発話明瞭度改善目的の訓練法です。現
在では、言語療法での発声訓練を『LSVT LOUD』、理学／作業療
法での運動訓練を『LSVT BIG』と呼んでいます。
　『LSVT BIG』は、運動機能低下（動作の大きさの低下）や動作緩徐（動きの遅さ）をター
ゲットにします。集中的な高い努力度での運動を日常生活の具体的な場面も想定して行い
ます。これにより新しく身につけた大きな動作を日常生活の中で自然に行えるようにして
いきます。
　『LSVT BIG』を行うには、LSVT GLOBAL が主催す
る認定講習会に参加し、認定試験に合格して認定を受け
る必要があります。『LSVT BIG』は認定制度により世
界共通の治療方法が受けられます。
　本年 7 月に日本で 2 回目の認定講習会が新潟で開催
され、当院からも 3 名の理学療法士が参加し認定を受けることができました！（世界で
の認定者数は約 4,000 名、日本での認定者数はまだわずか 160 名程です）

≪ LSVT BIG のプログラム≫
・LSVT BIGの認定を受けた理学／作業療法士と１対１で行われる。
・１週間に連続４日間の治療を４週間行う（１ヶ月間で16回の治療）。
・１回の治療は60分。
・毎日、効果持続のための宿題（自主トレーニング）も行ってもらいます。
≪LSVT BIGの効果≫
・運動能力、歩行能力、バランス能力などが改善するとの報告があります。
☆パーキンソン病の方で『LSVT BIG』に興味のある方は、リハビリスタッフまでお声かけください。

リハビリテーション科　廣田　智也　
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薬剤科の「輪・和・環」

　薬剤科では入院患者様の薬を調剤することが主な業務ですが、その他にも病

棟での業務もあります。今回は私達病院薬剤師の仕事について簡単に説明した

いと思います。

　大きく分けるとこんな感じです。

① 調剤

　　　入院・外来患者様の内服薬・外用薬・注射薬の調剤、無菌製剤・特殊製

剤の調製

② 医薬品の管理

　　　在庫管理・品質管理・医薬品情報管理・安全管理など

③ 情報提供

　　　薬剤管理指導業務（入院中の患者様へのお薬の説明、副作用の早期発見・

未然回避、　持参薬鑑別など）

　　　 医師・看護師など医療従事者への情報提供

④ チーム医療への参加

　　　医師、看護師、栄養士等他の医療従事者と連携してより良い医療を患者

様へ提供

　お薬の情報の大部分は添付文書、文献といったところから調べていますが、

患者様との何気ない会話から教わる事もたくさんあります。

　今後も患者様により良い医療を提供できるよう私達も努力してまいりますの

で気になった事、疑問に思った事があれば気軽に薬剤師に聞いてください。
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ホームページ　http://www.ishikawaｰc.ed.jp/~iouxxs/

●石川県における病弱教育を担う特別支援学校は、医王特別支援学校（及び小松みど
り分校）です。

　※病弱教育とは、何らかの病気により長期にわたって医療（入院・治療）を要する
子どもたちへの教育です。

●医王特別支援学校は、隣接する医王病院に入院しながら教育を受けることができる
県立の学校です。

●個々に応じて、学習空白や遅れを補う教育をしていきますので、安心して入院し治
療できます。

●医王特別支援学校には、小学部、中学部、高等部、分教室、病院訪問教育があり、
希望に応じて進学・就労などの進路指導も行っています。

入院中の子どもたちも
　　継続的な教育が受けられます！

夏休み中の活動　全校登校日　８月６日（水）
ふれあいボランティア作業とカレー会食
　ボランティア作業で、椅子等を消毒してい
ただき、清潔になりました。
　お昼には体育館で、児童生徒、保護者、学
校職員、病院の方々と一緒にカレーライス
を食べました。
暑い中お集ま
りいただき、
ありがとうご
ざいました。

先輩と語る会
　今回は平成５年に本校高等部を
卒業した先輩と福祉情報技術コー
ディネータ―の方が来校され、活
動状況などを説明してくださいま
した。
　皆の質問にも答えていただき、
先輩の苦労話や働くことの喜びな
ども聞くことができました。

全校集会
　婆さんコ
ントでお馴
染みの御供
田幸子さん
が来校され
ました。命の大切さや幸せとは何かを話され、
皆とても興味深く聞いていました。

分教室クラス活動
　週に1回、朝の会や夏らしい活
動をしました。
ここでは、仙台七夕まつりの様子
をiPadで見
ています。
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Iou hospital

～ 外来診察のご案内 ～

独立行政法人
国立病院機構医王病院 ●交通アクセス

・JR金沢駅よりJRバス（福光行、田ノ島行、中尾行）で30分、医王病院前下車
・JR森本駅より徒歩15分　・北陸自動車道　森本ICより車で５分　・山側環状線より車で５分

〒920-0192 金沢市岩出町ニ73-1　TEL.076-258-1180 FAX.076-258-6719 http://www.hosp.go.jp/~iou/

■発行者　医王病院　■発行人　関　秀俊　■発行日　平成26年10月5日　■印刷所　株式会社ハクイ印刷

～ 患者さまの権利と義務 ～
　患者さまは誰でも人間としての尊厳を大切にされ、医療を受ける権利を有しま
す。また、医療は患者さまと病院職員が、お互いの信頼関係に基づき共に作り上
げていくものです。したがって患者さまには医療に積極的に参加していただくこ
とが必要です。
　当院はこのような考えに基づき、下記の「患者さまの権利」を尊重して医療を
提供いたします。また患者さまは「患者さまの義務」を果たされるようにお願い
致します。

患者さまの権利
１.患者さまは良質な医療を公平に受ける権利を有します
２.患者さまは病気に関する情報や検査・治療についての説明を聞き、自分の受

ける医療を選択できます
３.患者さまは個人情報を保護される権利を有します
４.患者さまはいつでもカルテ開示を求める権利を有します
５.患者さまはいつでもセカンドオピニオンを求める権利を有します

患者さまの義務
１.患者さまには病院の諸規則を守る義務があります
２.患者さまには自ら病気を治そうと努力し、また病気に関し病院職員の指示を

守る義務があります
３.患者さまには他の患者さまの治療や検査、快適な療養生活に支障を与えない

ように配慮していただく義務があります
４.患者さまには当院での入院治療が必要でなくなった時には退院頂く義務があ

ります
５.患者さまには医療費の外、利用契約に基づく一部負担金などを支払う義務が

あります

医師および医療従事者の権利
　医師および医療従事者は、自らの良心や医療倫理に相反することに対して、患
者さまからの要求があっても拒否する権利があります

《編集後記》
　今年の夏は土砂崩れなど災害が多くありました。災害は忘れたころにやってくるといいますが、最近は

異常気象なのか常に起こっているような気がします。他人事と思わず日頃の対策が大切です。防災意識を

高め、万が一に備えたいと思います。健康も同じです。日々の生活を大切に元気に過ごせますように！ 

 病院ニュース編集委員会

職員募集 看護師10名募集中です。詳しくは人事担当までお問い合わせください。

【診察時間】

午前

午後
(小児科のみ）

診察受付/午前８：30～11：30
診察時間/午前９：00～正　午
診察受付/午後３：00～ ５：00
診察時間/午後３：00～ ５：00
（予防接種の方は午後３：00～４：30）
※午後の一般内科は休診です

●内科外来担当

●皮膚科

●小児科外来担当

●専門外来（要予約）

診療科 月 火 水 木 金

午前

一般内科 池田芳 本崎 髙橋 池田篤 池田芳

神経内科 髙橋 石田  駒井 石田

呼吸器内科 田上 田上 田上 田上 田上

診療科 月 火 水 木 金
午前 皮膚科 八田 八田 八田 八田 八田

診療科 月 火 水 木 金

午前 一　般 中村 辻 関 丸箸 大野
奥田（予約）

午後 一　般 脇坂 福田 佐藤 山田 井上
奥田（予約）

【休 診 日】土曜・日曜、祝日

＜小児心身症＞ 関・大野
＜言　語＞ 中村・脇坂
＜発達/神経/てんかん＞ 辻・脇坂
<重症心身障害児> 丸箸
<筋ジストロフィー> 辻・脇坂
<肥　満> 山田
<子育て支援外来> 奥田・中村

この広報は高精細340線で印刷したものです。PIN No.P13-0179

この印刷物は、E3PAのゴールド
プラス基準に適合した地球環境
にやさしい印刷方法で作成され
ています
E3PA：環境保護印刷推進協議会

駒井
池田篤


