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新年のご挨拶

　新年明けましておめでとうございます。

　新年のご挨拶を述べさせていただきます。昨年の暮れには、衆議

院選挙があり前回同様与党が多数を占め、また内閣も同じで医療を

含む社会保障制度改革は従来路線が維持されそうです。今回の選挙

自体はあまり盛り上がらず、何のための選挙だったのかわかりませ

んでした。しかし、国民としては、1,000兆円を超える膨大な財政

赤字を抱え、少子高齢化の勢いが止まらない我が国のかじ取りをお願いするばかりです。政策

でも経済活動が何よりも優先されているようですが、個人的には平和な日本であり続けること

が前提だと思っています。

　さて国立病院機構は、いよいよ４月から「中期目標管理法人」へ移行することになりまし

た。しかし、機構名は変わらず、これまで同様政策医療を推進して行きますので、機構や病院

の目的・機能も基本的には大きな変化はありません。当院も神経筋難病、重症心身障害医療さ

らに子どもの心の診療をさらに推し進めていきます。ただ、職員の身分は国家公務員ではなく

なり、国家公務員法に基づく守秘義務はなくなりますが、医療職としての守秘義務があり政策

医療を執行しなければならないことから、罰則の適応については公務員とみなされます。

　いよいよ３月14日には北陸新幹線が開業します。当院の廊下からも新幹線を望むことが出

ますので、新しい時代を迎えたという実感をもうすぐ味わうことができます。ところで、江戸

時代の加賀藩の参勤交代は、江戸まで何カ所もの難所のある120里（480㎞）を12日かけて

往来したそうです。１日10里の行程を考えると昔の人の健脚に驚きます。さらに、今の越後

湯沢廻りとは異なり、北陸新幹線は、ほとんど参勤交代と同じ経路であることも少し驚きで

す。金沢と東京が２時間半で結ばれることで、今後の金沢はどうなっているのでしょうか。金

沢らしさがどんどん減って、どこでもあるような都市になってしまうのでしょうか。

　さて遅れていました第一病棟、外来棟、サービス棟の建替えは、現在基本設計はほぼ終了

し、秋頃には入札も完了させ、今年中には工事を開始したいと思っています。

　最後になりましたが、本年も皆様方にとって良い年であることをお祈りします。そして当院

へのご指導を賜るよう心からお願い申し上げます。

医王病院院長　関　　秀俊
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大人の肺炎球菌感染症

　肺炎は、大きく分けて、感染によるものと、誤
ご
嚥
えん
によ

るものがあります。感染性肺炎は細菌やウィルスなどが、
からだに入り込んで起こる肺の炎症です。今からの季節、
冷たく乾燥した空気を、鼻を通さず口から吸い込んだり
して、菌やウィルスは無抵抗な肺の奥深くに容易に入り
込んでしまうのです。
　食べ物を飲み込むことを嚥

えん
下
げ
といい、食べ物が食道に

行かず気管に入ることを誤嚥といいます。食べ物を飲み
込もうとすると、反射的に脳から指令が出て気管がふさがれ、食べ物は食道に流れていき
ます。ところが、高齢になるにつれその反射が鈍くなり、いろいろなバイ菌が混じった食
べ物や唾液が間違って気管に入り、肺の奥深く運ばれると、そこで化膿し、悪寒、高熱を
伴います。これが誤嚥性肺炎です。
　肺炎の症状として 38度以上の高熱、咳や黄色～緑色や鉄さび色の痰、息苦しさや胸の
痛みなどの症状が長く続き、風邪よりも症状が重くなります。重症化すると死に至ること
もあります。

　肺炎は、日本人の死因の中で、がん、心臓疾患に続いて第三位となり、肺炎で亡くなる
方の96.8％が65歳以上の方で、年間12万人に達します。その肺炎の原因となる菌で最も
多いのが、肺炎球菌で、約30％を占めます。

　５歳未満（特に２歳未満）の乳幼児や65歳以
上の方です。頻度が高く、重症化しやすい。乳
幼児では免疫機能が未発達のため肺炎球菌に対
してうまく免疫が働きません。一昨年から、定
期予防接種も始まりました。65歳以上の方も、
加齢とともに免疫機能能が落ちてくると、肺炎
にかかりやすくなります。決して軽視できない
疾患なのです。そのため、肺炎予防が重要です。

　最近、西田敏行さんの肺炎予防のCMがながれていますが、ご覧になったことはありま
せんか？これは65歳以上の高齢者などを対象にした肺炎球菌ワクチンが平成26年10月1
日から定期接種化された啓蒙CMです。
　平成26年度から平成30年度の間は該当する年度に65、70、75、80、85、90、95、
100歳を迎える方が定期予防接種の対象です。対象となる年度においてのみ、定期接種と
しての公費助成が受けられます。肺炎球菌ワクチンは、季節を問わず、接種することが可
能です。
　健康寿命を延ばすために65歳を過ぎたら、大人もワクチンによる予防が大切です。

研究検査科　仲村　恵子
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検査のおはなしシリーズ　７

肺炎って、どのような病気？

肺炎の原因菌で最も多いのは？

肺炎球菌による感染症にかかることが多い年代は？

成人用肺炎球菌ワクチンの定期接種スタ－ト！

一口メモ
　成人用肺炎球菌ワクチン：90種類以上の肺炎球菌のうち、成人の肺炎球菌感染症の原因の約7割がカバ－できる23価
肺炎球菌ポリサッカライドワクチンを接種します。（小児用は13価です：※医王病院ニュース第32号）
　以前はその薬が効いていたのに、今は効かなくなったという耐性菌も増えています。そのため、確実に効果のある薬を
選ぶことは難しく、一旦、発生した肺炎の治療はお医者さんといえども、簡単ではありません。そこで、このワクチンの
予防効果により、治療困難な症例にも前もって対処することが有効になってきます。接種してから抗体（免疫）ができる
まで、約3週間かかります。また、個人の健康状態によって異なりますが、肺炎球菌ワクチンの免疫は、1回接種で、5年
以上の持続が期待されると言われています。
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　今年もよろしくお願いいたします
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　おせちの由来：「おせち」は「御節供（おせちく、おせつく）」の略であり、中国から伝
わった五節供の行事に由来する。奈良時代には朝廷内で節会（せちえ）として行われ、そ
こで供される供御を節供（せちく）と言った。－ウィキペディアの記事より－
　おせち料理の由来：
●黒豆●まめに暮らす。
●田作り●田作りは小さくても尾頭付きで、豊年、健全、家内安全の祈りを込めた料理。
●数の子●子孫繁栄。
●昆布巻●昆布は「養老昆布」と書いて「よろこぶ」と読ませ、不老長寿とお祝いの縁起物。
●紅白蒲鉾●形が日の出に似ていることから祝膳に使うようになった。赤は邪気を払い、
白は清らかな心を意味する。
●栗きんとん●栗きんとんは黄金の塊を意味し、商売繁盛、金運
をもたらす縁起の良い福食。
などなど、普段何気なく食べているおせちにはひとつひとつ意味
が込められています。
　２月になりますと節分があります。節分の由来は：季節の分か
れ目の意味で、もともとは『立春』『立夏』『立秋』『立冬』のそ
れぞれの前日をさしていた。節分が特に立春の前日をさすようになった由来は、冬から春
になる時期を１年の境とし、現在の大みそかと同じように考えられていたためである。立
春の節分に豆をまく『豆まき』の行事は『追儺〈ついな〉』と呼び、中国から伝わった風
習である。
　『追儺』の行事は、俗に『鬼やらい』『なやらい』『鬼走り』『厄おとし』『厄神送り』と呼ばれ、
疫病などをもたらす悪い鬼を追い払う儀式で、文武天皇の慶雲３年（706）に宮中で初め
て行われた。－語源由来辞典より－
　さて、お正月、食べ過ぎで胃もたれしたときは・・・整腸作用のあるお鍋でホックリ！！

栄養管理室長　上田　広美

≪材料≫（２人前）
おから ………… １/ ２カップ
もやし …………………… １袋
豚バラスライス ……… 100 ｇ
水 ………………………… １ℓ
塩・コショウ …………… 適宜
ごま油 …………………… 適宜

≪作り方≫
①10センチ幅程度にカットした豚バラスライスを水
で煮る。途中、あくが出たらとる。
②①によく洗ったもやしを入れ、ひと煮たちさせる。
その後、おからを入れて更に一煮立ちさせる。
③②を塩、コショウ、ごま油で味を整えて出来上がり。

● レシピの Point ●
一味や七味をかけてもおいしいですよ。またお好みでニ
ラや青ネギ、青梗菜などの青菜を加えてもおいしくいた
だけます。豚スープを一晩寝かして脂を取り除けばさっ
ぱりとします。

おすすめレシピの紹介（連載第７回）

おからと豚のお鍋
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最近、オブラートは粉薬を包むこととは違う使い方で使われている
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。－　

　小さい頃に苦い薬をオブラートに包んで飲んだことありませんか？最近の薬は味が付い
ていることも多いので、若い方はそのような経験は無いかもしれませんね。薬を飲みやす
くする服薬ゼリーなんかも市販されていますし。あの頃使ったオブラートはどうなってい
るのだろう？と思ったら、介護の現場などでは、まだまだ現役で利用されています。なん
といっても安価ですので。でも、他にも面白い利用の仕方があるようで ･･･

①まずは、意外と知られていない（正当な？）使用方法
　オブラートに包んでお薬を飲むとき、そのまま口に入れてしまうと、オブラートが口の
中に貼り付いてしまいますが、「水オブラート法」という飲み方があり、特にお薬がのど
につかえて飲みにくい方、飲み込む力が衰えてしまった高齢者の方
にも、おすすめの方法です。
　薬を包んだオブラートをスプーンに乗せて、一旦水にくぐらせて
から、（かまずに）服用します。ツルンと喉を通りやすくなります。
　（水オブラート法のやり方、注意点など、詳しくは薬剤師にご相
談ください。）

②入れ歯をピッタリ固定
　オブラートのふたの裏側にも書いてあるので、製造元も推奨して
いるのだと思います。

③揚げたり、茹でたり、料理で使う！
　オブラートは、油に溶け難い性質を持っていて、揚げるとサクサクの食感になるらしい
です。オブラートでアイスクリームを包み、油で揚げ、アイスクリームの天ぷらを作るこ
とも出来るとか。うにをオブラートで包み、天ぷら粉をつけて揚げ
るうにの天ぷらもあるらしいです。肉団子あたりはオブラートで包
んで茹でるとツルンとしてのど越しが良くなり、うまみが閉じ込め
られて、おいしくなるようです。
　オブラートで海苔を補強すると切りやすくなるので、いわゆる
キャラ弁の必須アイテムでもあります。

④美容で使う！
　前述したようにオブラートは、油に溶け難い性質を持っているので、油取り紙の代わり
に、顔の皮脂を取ることが出来ます。鼻の下がひりひりするときや、シミ、そばかす、小
じわのパックにも使えるとか。また唇のカサカサがひどい時にはリップクリームを塗って
オブラートでパックするとプルンプルンになるそうです。ハロウィン用の特殊メークにオ
ブラートの接着性を利用した方もいるようです。いずれも肌に合わない方がいらっしゃる
場合もありますのでご注意を。

　リップクリームで思い出しましたが、私の友人でリップクリームとシャチハタを間違え
てポケットから取り出し、自分の唇にハンコを押した男がいます。今回は、これが一番ホ
ンマでっか？な話かもしれません（笑）。

シリーズ　おくすり 『ホンマでっか!？』話

№３
最近、オブラートは粉薬
を包むこととは違う使い
方で使われている。



　12月 16日、デイケア棟でクリスマス会を行いました。毎年恒例となっているクリス
マス会ですが、今年は初めての試みとしてご家族は「ハンドベル」、スタッフは「影絵」
に挑戦しました。
　デイケア利用者のご家族は昨年度、保護者会“すずらんの会”を発足され活動されてい
ます。今回のハンドベルはクリスマス会に向けて 1ヶ月以上前から企画されていました。
参加者全員揃っての練習は難しく、中には本番一回勝負で挑戦されたお母さんもいらっ
しゃいましたが、息を合わせて素敵な音色を響かせて下さいました。ご家族の演奏に合わ
せて「きよしこの夜」を皆で歌い、クリスマスムードでいっぱいになりました。演奏後の
ご家族の“ほっ”とした笑顔がとても印象的でした。そんなお母さんたちを見守っていた
利用者の皆さんにも笑顔や拍手、声を出して嬉しそうな様子が見られ、“ほっ”としてい
るようでした。
　そして職員は影絵遊びを用いた人形劇に挑戦しました。絵本を題材に、デイケアらしさ
を盛り込んだ台本を作り、人形やスクリーンも製作して取り組みました。途中のシーンに
は、お花見や夏祭り、バスハイクといった行事の写真を映し、皆さんと一緒に今年 1年
を振り返りました。物語のラストではクリスマスに欠かすことのできないサンタのおじさ
んも登場し、皆でケーキの味覚体験を行いました。
　「来年もハンドベルを演奏できたら…。」、「親子での音楽活動はどうかな？」、「影絵もレ
パートリーを増やしていきたい！」といったような、次の取り組みへの期待と意欲にあふ
れる声がご家族からもスタッフからも聞こえてくる中、最後は皆で記念撮影を行い、楽し
いクリスマス会となりました。

Iou hospital new
s
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挑戦の年！「クリスマス会」を終えて
保育士　赤木　友香
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院内の除雪

　本格的な冬将軍到来の季節となりました。12月には珍しく大きな寒波が訪れ、医王病
院の敷地内も雪景色に染まりました。ところで皆さん、雪が降ったのときの院内の除雪っ
て誰が行っているかご存じですか。専門業者に頼んで、なんて思っている方がみえるかも
しれませんが、じつは病院職員が除雪車を運転して除雪を行っています。職員が除雪車専
用の運転免許を取得して、雪が降った日、朝５時から院内の駐車場や主な通路の除雪を行っ
ています。今年は新たに３名の職員が加わり、総勢 12名体制で臨みます。除雪中はご迷
惑をおかけしますが、皆様のご協力よろしくお願いします。

庶務班長　小川　栄一　
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リハビリテーション科の「輪・和・環」

　私たちリハビリテーション科の部署には理学療法士（ＰＴ）、作業療法士（Ｏ
Ｔ）、言語聴覚士（ＳＴ）、そして臨床心理士の方々がいらっしゃいます。

　「リハビリ」ときくと、どんなイメージをもっていただけているのでしょう
か？
　過酷な訓練でしょうか？いえいえ、とても楽しい職場です（と思っています）。
私たちは各々の専門技術をもって、患者様の、『その人らしく生きる』ことを
支援させて頂いております。
　みなさんの「自分らしく生きる」とはどんなことでしょうか。湯船にゆっく
り入る、おいしいものを食べる、散歩する、家族と過ごす、誰かの役に立つ、
友達と遊ぶ、歌を歌う、学校で学ぶ、メールする、俳句を作る、仕事をする、
笑顔で過ごす・・・・。そんな時間を少しでも持てるように、近づけるように
患者様のお話を聞かせて頂き、また表情の変化をみながら訓練しています。

　さて、リハビリテーション科について、どんなふうに感じているか何人かに
インタビューしてみました。
　「新人に対して話しかけてくれるし、みんなと話しやすい！」
　「日々粛々と業務を行っています」
　「一人一人は凸凹で決してきれいな『輪』ではないかもしれない、でもみん
なが上手くかみ合った時に強くしなやかな『和』になると信じている」

　互いに和となり連携をとって、皆様によりよい支援をお還ししていけたらと
思っております。
　今後ともリハビリテーション科をよろしくお願いいたします！

おしりが痛くて
そんきょができません
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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！

冬の活動紹介　医王特別支援学校　本校
人権講話
　12月5日(金)　金沢大学　杉田真衣先生による人権講話
があり、児童生徒が参加しました。
　安心と言う言葉から何を思い浮かべるか聞かれ、「家族
と一緒にいるとき」「普段通りの自分を出せること」など
と答え、褒められました。
　自分も相手も大切にするということで次のような二人の会話が紹介されました。

まゆ：できた！海の絵、完成！
りの：えっ、これ海？
まゆ：うん。
りの：海はフツー、こんな色じゃないでしょ。
　　　これじゃ海に見えないよ。
まゆ：えー、そうかなぁ。
りの：こんな色とかありえないよ。
まゆ：こういうのもいいと思うんだけど…
りの：なんで？おっかしいんじゃない？！
まゆ：…ごめん
りの：なんでこんなこと、いちいち言わなきゃ
　　　わかんないのかなぁ。
 （ＮＰＯ法人レジリエンス「傷ついたあなたへ」

　決めつけて言うのはどうでしょう。謝る必要
があったのでしょうか。「私はこれでいいんだ。」
「私はこう思う。」と言えるといいですね。
　最後に「安心は生きていくために誰にでも必
要で困っていることがあったら、大人の中から
誰か見つけて、相談してください。」というこ
とでした。

分教室・病院訪問教育

お楽しみ会
12月17日(水)　
　トーンチャイムの‘きよしこ
の夜’の演奏があり、サンタさ
ん（もちろん校長先生）からプ
レゼントと他の病棟の友だちか
らのカードをもらいました。写
真撮影ではトナカイも躍った楽
しい会でした。
　病棟スタッフのみなさん、ご
協力ありがとうございました。
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～ 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27年２月１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》
　新春の候、厳しい寒さが続いていますが皆様いかがお過ごしでしょうか。2014年も様々な自然災害や
異常気象の話題、伝染病や増税に関する話題などが日々のニュースを騒がせていました。しかし暗い話題
ばかりではなく、スポーツや物理学の分野で日本人が活躍するなどの明るい話題も多くありました。今年
もそんな明るい話題が多く聞かれる１年になることを祈るばかりです。石川県民にとっては、北陸新幹線
が３月に開通することが何と言っても楽しみな明るい話題ですね。新幹線の開通によって石川県がより多
くの人々を結ぶように、当病院ニュースもより多くの患者さまやご家族、地域の皆さまとの間を繋いでい
けるようなニュース作りに励んでまいります。今年も宜しくお願い致します。  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
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