
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年度開講いたしました

第２回目のテーマは“認知症
病予防をはじめ、医療に関
と考えております。ご自身
か？施設や在宅支援担当者
ので、皆さまお誘い合わせの

平成平成平成平成

平成平成平成平成２５２５２５２５
午後午後午後午後

日日日日時時時時

会場会場会場会場

テーマテーマテーマテーマ

講師講師講師講師

倶知安厚生病院倶知安厚生病院倶知安厚生病院倶知安厚生病院

『『『『 忘忘忘忘
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JA北海道厚生連

精神神経科精神神経科精神神経科精神神経科

平成24年 65歳以上の高齢者

と推計されています。““““ 物忘物忘物忘物忘
治療‣予防 について、詳しくお

笑顔笑顔笑顔笑顔だよりだよりだよりだより            春（0９ 号） 2013 年 ８月 

 

倶知安厚生病院 

北海道虻田郡倶知安町

北 4 条東 1 丁目

電話 ：0136-22

FAX：0136-2

いたしました 倶知安厚生病院の『地域公開講座』。今年度

認知症”です。地域住民の皆さまの健康の維持増進
関する様々な疑問や心配にお応えできる機会

自身、ご家族のことで気になっていることはありません
在宅支援担当者の方を含め、どなたでも気軽にご参加いただけます

わせの上、ぜひご来場ください。

平成平成平成平成25年度年度年度年度 第第第第2回回回回

２５２５２５２５年年年年８８８８月月月月３０３０３０３０日日日日（金）（金）（金）（金）
14:00～～～～ 15:30

事務局

倶知安厚生病院倶知安厚生病院倶知安厚生病院倶知安厚生病院 新棟地下１階新棟地下１階新棟地下１階新棟地下１階 講義室講義室講義室講義室

忘忘忘忘れっぽいのはれっぽいのはれっぽいのはれっぽいのは、、、、 認知症認知症認知症認知症
65歳以上の4人に一人が認知症とその予備軍

北海道厚生連 倶知安厚生病院

精神神経科精神神経科精神神経科精神神経科 主任医長主任医長主任医長主任医長 亀山亀山亀山亀山梨絵梨絵梨絵梨絵

倶知安町
北４条東１丁目２番地

高齢者のうち認知症の人は462万人、その予備軍

物忘物忘物忘物忘れれれれ？？？？それともそれともそれともそれとも………… ””””専門医が 認知症の

しくお話し致します。

 

北海道虻田郡倶知安町 

丁目 2 番地  

22-1141  

2１-4388 

４ 

 

平成２５年度より出張講座
開講いたします！町内会

介護福祉施設等各種団体

を随時受け付けております

お申し込み等は上記担当者

いたします。 

北海道厚生連 倶知安厚生

TEL ０１３６－２３－２１８５
地域医療連携室

 

 

 

 

 

今年度、

維持増進、疾
機会になれば

になっていることはありません
いただけます

講義室講義室講義室講義室

認知症認知症認知症認知症？？？？』』』』
とその予備軍…

医師医師医師医師

申込不要
参加料無料

北４条東１丁目２番地

予備軍が400万人

の検査‣診断‣

夏第９

出張講座（無料）を

町内会や老人クラブ、

介護福祉施設等各種団体からの依頼講座

けております。 

上記担当者までお願い

倶知安厚生病院

０１３６－２３－２１８５
日座（ひざ）

精神科診療精神科診療精神科診療精神科診療
平成 25 年

も少しずつ慣

倶知安厚生病院

っています。

の診療をサポートしています

ん、認知症の

のストレスから

を行っています

高齢化社会

もの忘れだけではなく

うことがあり

まうことが大変多

療をすることで

てきています

入院が必要

やすいか、多職種

減らしました

精神科訪問看護

したり、精神科

ており、患者

で精神科の入院施設

入院しています

ばならない場合

病気を抱えていても

をしていくことを

保っていけるように

いいたします

JA 北海道厚生連 
倶知安厚生病院 

院外広報誌 
第９号 

１ 

精神科診療精神科診療精神科診療精神科診療のごのごのごのご紹介紹介紹介紹介    
年 4 月より着任しました精神科の亀山と申します

慣れてきました。最近は、医局の窓からの絶景である

倶知安厚生病院の精神科は、今年 4 月から私を含め 2 名の

。また、看護師、ソーシャルワーカー、作業療法士

をサポートしています。外来で診ている患者さんは、

の方をはじめ、不眠症、てんかん、摂食障害、パニック

のストレスから不安が強くなったり自律神経のバランスが崩

っています。 

高齢化社会に伴い、認知症の患者さんが全国的にも増加していることは

れだけではなく、うつや不安、興奮、幻聴や幻視などの

うことがあり、これを認知症の周辺症状と呼びます。周辺症状

大変多くみられます。ここ数年で認知症の薬も種類

をすることで、本人のみならず家族も早めに病気についての

てきています。 

必要な方は当院で入院治療を行い、今後の生活をどのように

多職種で会議を行うこともあります。当科では、

らしました。１階の病棟だったところを総合支援センターとして

精神科訪問看護の詰所のほか、多職種のミーティングルームとして

精神科デイケアなどを行っています。3 階は作業療法棟

患者さんがリハビリを行っています。倶知安近郊には

入院施設がないため、近隣の多くの患者さんが当院

しています。精神科の病気は、長期に通院や薬を続けていかなけれ

場合も多いですが、精神科病棟に長く入院するのではなく

えていても地域でその人らしく生活していけるようにサポート

をしていくことを大切にしたいと考えています。皆様のこころの

っていけるように今後とも努力していきますので、何卒よろしくお

いいたします。 

精神科診療のご紹介      

プチ検査を開始しました   

第２回地域公開講座のご案内     

 

 

します。着任して 3 か月程度になりますが、倶知安の

である羊蹄山を眺めるのが日課になっています。

の医師が新しく着任し、現在常勤医 3 名で診療

作業療法士、心理士（非常勤）など様々なスタッフが患者

、統合失調症やうつ病・躁うつ病などの気分障害患者

パニック障害、アルコールや薬物依存症、生活や

崩れた方、発達障害や自閉症の患者さんなど幅広

していることは以前から指摘されています。認知症

などの幻覚、妄想、怒りっぽくなるなどの症状が出

周辺症状が強く出てしまうと、家族が介護に困り疲弊

種類が増え、早くに受診し必要な検査を行い、適切

についての知識や理解を深めて対策を立てることが可能

をどのように送っていくとその患者さんにとって生活

、平成 23 年 10 月より 120 床あった病床を 60

センターとして開所し、 

のミーティングルームとして利用 

作業療法棟となっ 

には、余市ま 

当院に通院・ 

けていかなけれ 

するのではなく、 

していけるようにサポート 

のこころの健康が 

よろしくお願 

精神神経科 主任医長

亀山 梨絵 医師

 

 

    

目次 
    P.1 

P.2～P.3 

P.4 

 

    

の生活に

。 

診療に携わ

患者さん

害患者さ

や仕事で

幅広い診療

認知症は、

出てしま

疲弊してし

適切な治

可能となっ

生活がし

60 床に

主任医長 

医師 



 

                              

                                                                                                                                                                                                        

                

    

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

                                                                                     

【【【【検査結果検査結果検査結果検査結果についてについてについてについて】】】】    
基準値内基準値内基準値内基準値内であればであればであればであれば１１１１週間週間週間週間以内以内以内以内にににに郵送郵送郵送郵送にておにておにておにてお

るるるる場合場合場合場合はははは、、、、検査当日検査当日検査当日検査当日またはまたはまたはまたは翌日翌日翌日翌日にににに直接直接直接直接
    

【【【【そのそのそのその他他他他】】】】    
保険証保険証保険証保険証やややや初診料初診料初診料初診料はははは不要不要不要不要でででで、、、、検査科窓口検査科窓口検査科窓口検査科窓口

てててて検査検査検査検査をををを選択選択選択選択、、、、申込書申込書申込書申込書におにおにおにお名前名前名前名前やごやごやごやご住所住所住所住所

りますりますりますります。（。（。（。（おおおお会計会計会計会計はははは医事課医事課医事課医事課⑥⑥⑥⑥番窓口番窓口番窓口番窓口となりますとなりますとなりますとなります

    

【【【【プチプチプチプチ検査検査検査検査とはとはとはとは】】】】                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
「「「「プチプチプチプチ検査検査検査検査」」」」はははは気気気気になるところだけをになるところだけをになるところだけをになるところだけを

通常通常通常通常１１１１時間以上時間以上時間以上時間以上かかるかかるかかるかかる検査検査検査検査がががが約約約約１０１０１０１０分分分分

おおおお手軽手軽手軽手軽でででで、、、、気軽気軽気軽気軽にににに日常日常日常日常のののの健康管理健康管理健康管理健康管理にににに役立役立役立役立

プチプチプチプチ検査検査検査検査ではではではでは医師医師医師医師のののの診察診察診察診察もなくもなくもなくもなく、、、、かかるかかるかかるかかる

などなどなどなど空空空空いたいたいたいた時間時間時間時間にすぐにすぐにすぐにすぐ受受受受けられますけられますけられますけられます！！！！

事前予約事前予約事前予約事前予約もももも必要必要必要必要ありませんのでぜひおありませんのでぜひおありませんのでぜひおありませんのでぜひお
    

※※※※病気病気病気病気によってはによってはによってはによっては症状症状症状症状がががが現現現現れにくいものもありますれにくいものもありますれにくいものもありますれにくいものもあります

    するためにはするためにはするためにはするためには、、、、定期的定期的定期的定期的なななな検査検査検査検査がががが必要必要必要必要

※※※※このこのこのこの検査検査検査検査はははは２０２０２０２０歳以上歳以上歳以上歳以上のののの方方方方がががが対象対象対象対象ですですですです
    

＊お申込について＊
 

・お申込先  →倶知安厚生病院

・お申込方法 →直接検査科

ご記載願

すぐに

・受付時間  →８時３０

・お問合わせ先→ＴＥＬ：

        内 線

 

                        

                                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                     

２ 

にておにておにておにてお届届届届けしけしけしけし、、、、医師医師医師医師のののの判断判断判断判断にににによりよりよりより早早早早めのめのめのめの受診受診受診受診

直接直接直接直接おおおお電話電話電話電話によるによるによるによる結果報告結果報告結果報告結果報告をさせていただきますをさせていただきますをさせていただきますをさせていただきます

検査科窓口検査科窓口検査科窓口検査科窓口でおでおでおでお申申申申しししし込込込込みいただけましたらみいただけましたらみいただけましたらみいただけましたら、、、、気気気気になるになるになるになる

住所住所住所住所をををを記入記入記入記入していただきしていただきしていただきしていただき、、、、採尿採尿採尿採尿やややや採血採血採血採血をををを受受受受けてけてけてけて

となりますとなりますとなりますとなります。）。）。）。）    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
になるところだけをになるところだけをになるところだけをになるところだけを手軽手軽手軽手軽にチェックできるにチェックできるにチェックできるにチェックできる検査検査検査検査ですですですです。。。。    

分分分分でででで受受受受けられますけられますけられますけられます。。。。待待待待ちちちち時間時間時間時間もももも少少少少なくなくなくなく価格価格価格価格もももも

役立役立役立役立てていただくてていただくてていただくてていただく検査検査検査検査となってとなってとなってとなっていますいますいますいます。。。。    

かかるかかるかかるかかる時間時間時間時間もももも短短短短いためいためいためいため、、、、おおおお見舞見舞見舞見舞いにいにいにいに来来来来られたられたられたられた時時時時

！！！！    

ありませんのでぜひおありませんのでぜひおありませんのでぜひおありませんのでぜひお気軽気軽気軽気軽におにおにおにお申申申申しししし込込込込みみみみ下下下下さいさいさいさい！！！！    

れにくいものもありますれにくいものもありますれにくいものもありますれにくいものもあります。。。。そのためそのためそのためそのため、、、、病気病気病気病気のののの早期発見早期発見早期発見早期発見

必要必要必要必要ですですですです。。。。                                                                    

ですですですです。。。。                                                                        

＊ 

倶知安厚生病院 検査科 

直接検査科にお越しいただき、申込用紙

記載願います。申込用紙記載後その

すぐに検査が受けられます！ 

３０分～１７時００分 

ＴＥＬ：０１３６－２２－１１４１ 

線；２４２０ 

  

                          

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                     

①①①①
血糖検査血糖検査血糖検査血糖検査

（（（（血液検査血液検査血液検査血液検査

②②②②
脂質検査脂質検査脂質検査脂質検査

（（（（血液検査血液検査血液検査血液検査

③③③③
肝機能検査肝機能検査肝機能検査肝機能検査

（（（（血液検査血液検査血液検査血液検査

④④④④
①①①①～～～～
（（（（血液検査血液検査血液検査血液検査

⑤⑤⑤⑤
ピロリピロリピロリピロリ
（（（（尿検査尿検査尿検査尿検査

⑥⑥⑥⑥
前立腺検査前立腺検査前立腺検査前立腺検査

（（（（血液検査血液検査血液検査血液検査

受診受診受診受診をおをおをおをお勧勧勧勧めすめすめすめす    

をさせていただきますをさせていただきますをさせていただきますをさせていただきます。。。。    

になるになるになるになる部分部分部分部分にににに応応応応じじじじ    

けてけてけてけて終了終了終了終了となとなとなとな    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

もももも    

時時時時    

早期発見早期発見早期発見早期発見をををを    

                                                                        

                                                                        

申込用紙を

その場で

 

【【【【検査内容検査内容検査内容検査内容

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                      

血糖検査血糖検査血糖検査血糖検査
血液検査血液検査血液検査血液検査））））

脂質検査脂質検査脂質検査脂質検査
血液検査血液検査血液検査血液検査））））

肝機能検査肝機能検査肝機能検査肝機能検査
血液検査血液検査血液検査血液検査））））

～～～～③③③③セットセットセットセット
血液検査血液検査血液検査血液検査））））

ピロリピロリピロリピロリ菌検査菌検査菌検査菌検査
尿検査尿検査尿検査尿検査））））

前立腺検査前立腺検査前立腺検査前立腺検査
血液検査血液検査血液検査血液検査））））

500円500円500円500円

1,000円1,000円1,000円1,000円

1,000円1,000円1,000円1,000円

1,500円1,500円1,500円1,500円

「「「「血糖値血糖値血糖値血糖値」」」」とととと「「「「HbA1cHbA1cHbA1cHbA1c
糖尿病糖尿病糖尿病糖尿病をををを発症発症発症発症するするするする
ができができができができ、、、、早期早期早期早期にににに治療治療治療治療

コレステロールやコレステロールやコレステロールやコレステロールや
硬化硬化硬化硬化がががが促進促進促進促進されされされされ、、、、
引引引引きききき起起起起こすこすこすこす危険因子危険因子危険因子危険因子

肝臓肝臓肝臓肝臓はははは病気病気病気病気にかかってもにかかってもにかかってもにかかっても
「「「「沈黙沈黙沈黙沈黙のののの臓器臓器臓器臓器」」」」とととと
受受受受けけけけ、、、、肝臓疾患肝臓疾患肝臓疾患肝臓疾患をををを

胃潰瘍胃潰瘍胃潰瘍胃潰瘍やややや十二指腸潰瘍十二指腸潰瘍十二指腸潰瘍十二指腸潰瘍
方方方方、、、、なんとなくなんとなくなんとなくなんとなく胃胃胃胃
におすすめですにおすすめですにおすすめですにおすすめです。。。。

PSAPSAPSAPSA検査検査検査検査はははは前立腺前立腺前立腺前立腺
有効有効有効有効でででで、、、、血液検査血液検査血液検査血液検査

1,000円1,000円1,000円1,000円

2,000円2,000円2,000円2,000円

３ 

検査内容検査内容検査内容検査内容＆＆＆＆料金料金料金料金についてについてについてについて】】】】 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
HbA1cHbA1cHbA1cHbA1c」」」」の2つのの2つのの2つのの2つの検査検査検査検査をををを定期的定期的定期的定期的にににに行行行行うことでうことでうことでうことで

するするするする危険性危険性危険性危険性のののの高高高高いいいい人人人人をををを高高高高いいいい確率確率確率確率でみつけだすことでみつけだすことでみつけだすことでみつけだすこと
治療治療治療治療をををを開始開始開始開始するためにするためにするためにするために効果的効果的効果的効果的ですですですです。。。。

コレステロールやコレステロールやコレステロールやコレステロールや中性脂肪中性脂肪中性脂肪中性脂肪がががが基準値基準値基準値基準値をををを上回上回上回上回るるるる状態状態状態状態がががが続続続続くとくとくとくと動脈動脈動脈動脈
、、、、進行進行進行進行するとするとするとすると脳卒中脳卒中脳卒中脳卒中やややや狭心症狭心症狭心症狭心症、、、、心筋梗塞心筋梗塞心筋梗塞心筋梗塞などをなどをなどをなどを

危険因子危険因子危険因子危険因子となりますとなりますとなりますとなります。。。。

にかかってもにかかってもにかかってもにかかっても無自覚無自覚無自覚無自覚のままのままのままのまま症状症状症状症状がががが進進進進むむむむ場合場合場合場合がががが多多多多くくくく
とととと呼呼呼呼ばれていますばれていますばれていますばれています。。。。自覚症状自覚症状自覚症状自覚症状がががが出出出出るるるる前前前前にににに検査検査検査検査
をををを早期早期早期早期にににに発見発見発見発見することがすることがすることがすることが大切大切大切大切ですですですです。。。。

十二指腸潰瘍十二指腸潰瘍十二指腸潰瘍十二指腸潰瘍のののの経験経験経験経験のあるのあるのあるのある方方方方やややや再発再発再発再発をくりかえすをくりかえすをくりかえすをくりかえす
胃胃胃胃のののの具合具合具合具合がいつもがいつもがいつもがいつも悪悪悪悪いなどのいなどのいなどのいなどの症状症状症状症状があるがあるがあるがある
。。。。

前立腺前立腺前立腺前立腺がんをがんをがんをがんを判断判断判断判断するするするする最初最初最初最初のののの基準基準基準基準としてとしてとしてとして非常非常非常非常
血液検査血液検査血液検査血液検査だけでだけでだけでだけで測定測定測定測定できますできますできますできます。。。。

 

保険証は不要！ 
待ち時間もほとんどなし

 

検査受付 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
うことでうことでうことでうことで、、、、

でみつけだすことでみつけだすことでみつけだすことでみつけだすこと

動脈動脈動脈動脈
などをなどをなどをなどを

くくくく
検査検査検査検査をををを

をくりかえすをくりかえすをくりかえすをくりかえす
があるがあるがあるがある方方方方

非常非常非常非常にににに

もほとんどなし！ 


