
　高齢社会となった現在、記憶力や認知・判断力に問題を有す
る人はますます増えていくと思われます。ご自身のもの忘れが気
になったり、ご家族やご友人・周囲の方にそのような問題が懸念
されることも多いのではないでしょうか。
　記憶や認知の問題があると、ご本人だけでなく、ご家族や時に
よっては周りの人たちの生活にも支障をきたします。医学的な認知
症の有無やその程度・対応をなるべく早く知っておくことは、QOL
（生活の質）を高めるために極めて大切なことといえるでしょう。
　近年、アルツハイマー病の進行を遅らせることが期待できる薬
がいくつか発売されていることをご存じの方も多いと思いますが、
これらの薬を有効に用いるためには、正しい診断が不可欠です。

また認知症の種類や進行によって
は、興奮・幻覚・徘徊等といったい
わゆる『認知症の周辺症状』が目
立つことがあり、お薬の調整や生
活の工夫が必要になります。
　当院の精神科では、認知症の診
断・治療や生活・介護のご相談に
力を入れています。
画像診断として、当院にはCT・
MRIと共に、設置されている病院
は少ないSPECTという脳血流を診
る装置があります。検査は痛みな
どの侵襲は伴わず、比較的短時間
で 施 行 で き ま す。MRIに は
VSRAD、SPECTにはeZISという
画像をわかりやすく解析するシステ

ムも導入されており、認知症に起こる脳の変化を初期の段階から
捉えやすくなっています。もちろん画像だけでなく、ご本人やご家
族からの詳細な聞き取りや、記憶や認知などに関する各種神経
心理学的検査、必要に応じてその他の身体的検査（血液・尿検
査など）を行い、総合的に判断します。
　もの忘れ外来においては、通常これらの診察・検査・診断まで
を3回の予約ご来院で行っています。費用を心配される方もあり
ますが、上に挙げたすべての検査を行うと、健康保険自己負担
が1割の方で15,000円程度です。検査は場合によっては一部省
略することもできます。
　ご自分が認知症ではないかと心配するあまり、うつ的になった
り体調を悪くされることもあります。心配な方が周囲にいらっしゃ
る場合も同様です。早めにきちんと診断を受け、安心して前向き
に生活できるようになった方がたくさんいらっしゃいます。どうぞ
お気軽に当院のもの忘れ外来にご相談ください。

　近日中に、神戸大学名誉教授（精神科前教授）前田潔先生による、特
別外来（週１日）が始まる予定です。前田先生は長年認知症研究の第一人

者としてご活躍で、もの忘れ外来の充実が期待されます。

精神科部長　荒木　祥子

当院での診療を希望される患者さまがいらっしゃいましたら、地域医療連携室へお問い合せ下さい。連携医療機関の皆様へ

当院は平成11年より（財）
日本医療機能評価機構の
認定を受けております。

もの忘れ（認知症）外来のご案内
－気になることがあれば、まずご相談を！－

画像でみる
アルツハイマー型認知症

MRI

eZIS

かいば

海馬（→）が縮んでいます。

色のついている部分で、血液
の流れが低下しています。

海馬・・・・・・主に記憶を作るところ

後帯状回・・・空間認知（どこにいるか）や
記憶などに関係

頭頂葉・・・・言語による表現、行動、空間
認知などに関係

楔前部・・・・記憶などに関係

前頭葉・・・・行動を起こすこと（運動・意
志など）に関係

（頭頂葉の内側）

前頭葉
ぜんとうよう

楔前部
せつぜんぶ

後帯状回
こうたいじょうかい

海馬
か い ば 画像をみる時の参考に

してください。
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認定
看護師

医療
相談

外来看護師長　岩本紀美子

お答えします

　毎年、春になるとくしゃみ、鼻水、鼻づ
まりなど花粉症で困っています。耳鼻科で
点鼻薬や内服薬をいただくのですが、薬
を飲むと眠くなるのでできるだけ使いたく
ありません。症状が治まったらやめても構

わないものなのでしょうか。教えてください。

　春だけならスギ花粉症でしょう。この
場合は症状が出る少し前（約１ヶ月前）か

ら薬を飲んでおくと、いざ花粉の時期になっても症状が弱くしか
出ない場合が多いです。さらに症状がきつくなってきたら、強い
薬を使うしかありません。強い薬は副作用として眠気が強く出る
人もいます。点鼻薬を併用しながら、症状に合わせてケアするの
がいいでしょう。スギ花粉であれば症状が治まったら自己中断し
ても構いません。しかし、通年性アレルギーや喘息などを合併し
ている場合、自己中断はよくない
と思われます。ご自身が単にス
ギ花粉だけなら問題ありません
が、本当に自己中断してよいか、
一度耳鼻科でご相談ください。
　又、最近は眠くならない薬や
眠くなりにくい薬も開発されてい
ます。症状によって使い分ける必
要がありますが、一度試してみて
もいいと思います。

耳鼻咽喉科医長　佐伯　暢生

和漢診療科医長　
堀江延和

ホウノキの木は下駄や楽器の材料に
用いられます。葉の上に味噌を載せて
焼いて食べると飛騨の郷土料理、朴葉
味噌です。木の樹皮を生薬として用い
ます。腹部膨満・便秘の改善、整腸作
用、神経症などで気をめぐらせる作用
があります。

「漢方でストレス対策」漢方のはなし
　現代はストレス社会で、職場・学校ばかりでなく、家庭内に

おいてもストレスを感じている人が多くなっています。ストレスを

受け続けると、ちょっとしたことで極度に気分が落ち込んだり、

強い不安を覚えたりすることがあります。

　Aさんは48歳の男性です。中間管理職で仕事上のストレスが

多い方です。半年前からのどに何かが詰まるように感じ、病院

で検査を受けましたが、特に心配ないと言われました。本人は

癌ではないかと心配しています。喉が狭くなった感じがするが、

食事は出来ています。めまいがあり、人の混雑するところへ行く

とひどくなります。

癌を心配し過ぎて常にのどのことばかり考えてしまうようになり

ました。半夏厚朴湯を処方したところ、2週間後にはめまいやの

どのつまり感がとれ、1月後には常に去らなかった不安な恐ろし

はんげこうぼくとう

い感じが軽減しました。2ヵ月後には、すっかり元気になり薬も

不要となりました。

　半夏厚朴湯は漢方の精神安定剤です。気分が落ち込み、精神

的に不安定で、特に喉に物がつかえている感じのある人によく用

いられます。

看護日誌 
　当院で認定看護師（特定の看護分野について優れた

知識と熟練した看護技術を持つと日本看護協会が認定

した看護師）の外来があることご存知ですか？

　皮膚排泄ケア認定看護師といって、人工肛門や人工

膀胱、失禁による皮膚トラブル、褥瘡（床ずれ）や創傷

ケア、皮膚の保護、皮膚障害の対処や管理における

様々な相談にのってくれます。また、糖尿病看護認定看

護師を中心に看護師が糖尿病の患者さんへのフットケ

ア、巻き爪や足の小さな傷から大きな傷にいたらないよ

うにその人に合った足の観察、お手入れの仕方を一緒に

考え相談にのってくれま

す。また、糖尿病からく

る腎臓機能の低下で人

工透析にいたらないよう

医師・栄養士と共働しな

がら一緒に普段の生活

を見直していくことなど

もやっております。ご希

望がありましたらかかり

つけの医師にご相談下

さい。

厚朴（コウボク）

kobe Century Memorial Hospital
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　4月1日（月）、当院リハビリ公園にて観桜会を
開催いたします。
　早いもので、今年も桜の季節がやってまいりま
す。当院の観桜会も早13回目を迎え、入院、外
来患者様やご家族の方、地域の皆様の交流をは
かるよい機会となっております。たこやきやお団子
など屋台も出る予定です。綺麗な桜を観ながらお
いしい物を食べて楽しいひと時を過ごしませんか。
皆様お誘い合わせの上お越しください。
　開催の詳細が決まりましたら院内掲示にてお知
らせいたします。

第12回

観桜会開催のお知らせ
第13回第13回

　本年も兵庫柳原えびすの救
護所の執務を依頼され6名の
看護師が参加させて頂くことと
なりました。私の参加した1月
10日は本えびすということもあ
り、夜が深まるにつれて参拝客
も増え、入場制限もしかれるほ
どの大盛況でした。私の担当
中はご高齢の方が疲労で休憩
されただけでしたが、インスリ
ン注射や休憩のための場所提
供をはじめ、期間中の3日間で
転倒者が3名でました。幸いど

の方も大事には至りませんでした。
　救護所への参加は今回が初めてでしたが、参拝者としてではなく
無事に運営していく側の目線でえべっさんを見ると警察をはじめ周
辺学校の先生方、PTA保護者・地域住民の方 と々多くの方々の力
で支えられていることを実感しました。この地域の人々にとって医
療関係者として貢献していくこと、それは「地域になくてはならない
病院になる」という我が
神戸百年記念病院の理念
であり、これを実感できた
よい機会になりました。

5階病棟　看護師　池田陽太

兵庫・柳原蛭子神社
「救護所」に参加して
兵庫・柳原蛭子神社
「救護所」に参加して
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２月20日より再来患者様の受付開始時間が変更になっております。
1階・再来受付機での受付開始が７時20分から ８時 に変更に
なりましたのでご注意下さい。

尚、正面玄関は従来通り7時20分に開きます。
 ※夜間出入口につきましては、3月末まで昼間は通行できません。

受付開始時間変更のお知らせ



　寒さも緩み、ようやく過ごしやすい
季節となってきました。
冬の間、なかなか外出できなかった
という方は、公園などに出かけてスト
レッチやウォーキングなどを行ってみ
てください。少し温かくなった風を感
じながら運動することで、新年度に向
けて、心も体もリフレッシュできるの
ではないでしょうか。

　「医学の起源は人類の誕生と共に古い」と言われて
います。動物が傷口をなめたり、草を食べて嘔吐した
り、苔を食べて下痢を起こさせたりしているのを見て、
病気への対応を学んでいたと思います。

　既に石器時代の人骨で頭蓋骨に孔のあいているものがあり、頭痛に
対する治療のためと考えられています。数年前迄は医師の「医」の字は
「醫」という活字を用いていました。下の「酉」は酒を表し、昔病気を治
す薬の補助として清酒を使ったので、病気を治す人を醫（くすし）と呼
びました。しかし、もともと医師の字は「毉」を使っており、この「巫」
は「みこ」の意味で、病気を治す為に祈祷を掌っていたからです。
　現在は本来の意味を無視して、略して漢字を書く様になりつつあ
ります。團子の「だん」も現在は「団」を使っていますが、曽て作曲
家の團伊玖磨は出版社が「団」と略しているのを、「俺は寸詰まりで
ない」と怒って「團」の字を使っていました。その気持ち、よく解り
ます。

　こんにちは。
私たちは、薬
剤部のメンバーです。外来受診されている患者様
には、なかなかお会いする事がないかと思います。
ですが、より多くの方 に々覚えて頂きたいと思い紹
介させて頂きます。薬剤部のメンバーは、薬剤師7
人・助手1人で、場所は２階の喫茶店の横にありま
す。私たち薬剤師は、ご入院患者様の薬の調剤や
説明をさせて頂いています。個性が強いメンバーで
すが、団結力とチームワークで患者様の力になり
たいと考えています。少しでも薬の事で相談などあ
りましたら遠慮なく声をかけて下さいね。

編集責任者　楠　徳郎
〒６５２-０８５５ 神戸市兵庫区御崎町1-9-1
TEL (078)681-6111(代)
FAX (078)681-6118

医療法人社団 顕鐘会 
神戸百年記念病院 すこやか編集部

http://www.kobe-century-mh.or.jp/

3月 28日（木） コーラスコンサート 出演 : みさきコーラス
4月 25日 （木） 春のピアノコンサート 出演 : 新澤　隆志

ミニコンサート  午後4時～ 場所：本館1階ロビー

 どなたでもご自由にお越しください。
コンサートの日程は都合により変更になる場合がございますのでご了承下さい。

応募締切り
平成25年
3月31日
（消印有効）

漢字
クイズ

四角に入る漢字をお答え下さい。
上から読んでも、左から読んでも全て2文字の熟語に
なります。

前回の答えは「気宇壮大」でした。多数のご応募をいただき
ありがとうございました。今回もふるってご応募ください。

編集後記編集後記

糖尿病教室　午後3時30分～ 場所：本館3階ロビー
《開始時間が30分遅くなりました》

3月  22日（金） シックディと低血糖について
                            ～シックディ（病気の日）対策～

☆参加費用は無料です。どなたでもご自由にご参加ください。

お詫び 前号のクイズで、読みがなの枠の数に誤りが
ございましたことお詫び申し上げます。
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①

②

③

④

②①

③ ④
応募方法
はがきにクイズの答えと、郵便番号・住
所・氏名・TEL・ご意見・ご感想をご記入
の上、神戸百年記念病院「すこやか編集
部」までお送り下さい。
抽選で3名の方に図書カードを進呈致
します。当選者の発表は、発送をもって
かえさせていただきます。
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