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作業療法室で咲いたサクラソウです

**************病院理念***************
私たちは地域の方々に愛され
安心して利用できる病院を目指します
*************************************
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認知症疾患医療センター通信
地域連携室からお知らせ
どんなところ？事務室
外来診療案内・めっせーじ

認知症疾患医療センター通信
Vol.7
今回は認知症疾患医療センターの特大号です。
～ 特集 ～ 認知症への理解を深めよう （１）

認知症という病気について
回答者 ： 認知症疾患医療センター長 関野 医師
Q： 認知症を予防する方法はありますか？
A : 大ありです。最も多いアルツハイマー型認知症や次に多い血管性認知症などは、20～30分歩く
などの運動。朝・昼・夕バランスよくきちんと食べること。生活習慣病にならないこと。特に糖
尿病・高血圧・高脂血症などの生活習慣病の人は治療に専念し、不摂生にならないように。積極
的に社会参加し、良い刺激を得、人のために役立つこと。互いに相手の欠点は指摘せず、良い点
や努力している点を褒め合うこと。自分が良い経験したことなどを周囲にご披露して聞いてもら
うこと。聞いた人はそれに応えてあげる。困ったことが生じたら周囲に相談し、早めに解決を。

Q： 認知症が疑われたら、何科を受診すれば良いでしょうか？
A:

周囲の人から指摘されたら、まずかかりつけ医に相談をされてもよいでしょう。かかりつけ医か
ら疑わしいと言われたら迷わず精神科、神経内科または脳外科など認知症を扱う医療機関を受診
してください。「物忘れ外来」があるところなら間違いはないでしょう。かかりつけ医からの紹
介状が必要と言われるところもあるかもしれません。当院では、必ずしも紹介状はなくともよい
ですが、お薬手帳は持参してください。正しい診断のために、共に生活しているご家族などと一
緒に受診されることが望ましいです。

Q: 認知症が心配です。認知症は遺伝しますか？
A:

一部に遺伝性の認知症はありますが、極めて少ないです。ほとんどの認知症にははっきりとした
遺伝性はありません。ありふれた病気で、周囲の人たちには認知症の理解は広まり、認知症にな
っても安心して過ごせるよう、皆で支える時代になっていますので、あまり心配をしないでくだ
さい。

Q： 認知症は治りますか？治る認知症もあると聞いたことがあるのですが・・・
A:

Q:
A:

例えば、脳外科の病気で正常圧水頭症という認知症症状を呈する病気がありますが、治療で改善
する可能性があると言われています。

現在、かかりつけのお医者さんがあります。紹介状は必要ですか？
当センターでは必ずしも紹介状はなくとも、お薬手帳を持参されるだけでもよろしいです。しか
し、ご本人・ご家族とかかりつけ医・当センターあるいは介護関係と連携が重要になりますので、
紹介状というより診療情報提供書があった方が、ご本人のためには望ましいです。その際には、
ご家族同伴で受診してください。

Q:

診察では、どのようなことをされるのでしょうか？

A： まず、普段着のまま同伴者と一緒に入室してもらいます。ご本人と話をします。話の中で認知
症の症状の有無、程度が明らかになってきます。必要に応じ、手の動きとか簡単な神経学的な
診察も行います。質問形式の心理検査（３０分ほど）、頭のCT検査（１0分ほど）もあります。
検査結果を参考に確定診断をいたします。血液検査もする場合もあります。異常がなければ異
常なしとお伝えしますし、予備軍かなと判断されれば、半年後位に再検という方も結構おられ
ます。

Q： 受診を勧めても「行かない！」と拒否されてしまうのですが・・・
A:

Q:

「長生きのため」とか、「周りの人達も念のため診てもらっているよ」とか、「ボケない秘訣
を聞いて来よう」とか、「今はやりの脳の健康診断」とかはどうでしょうか。

予約を入れずに行っても診てもらえますか？

A:

初診の診察には、かなりの時間を要しますので、予約を電話で入れてください。

Q： 認知症の方との関わりで、最も気を付けるべきことは何ですか？
A:

Q:

失敗を指摘しない。何かに取り組んでいる時、褒める。

最後に、受診をしてみようかと悩んでいる方へ一言お願いします。

A： 丁寧に説明いたします。受診を迷っているならまず電話を入れ、早く気を楽にしましょう。迷
いに迷いやっと受診し、まだ薬飲むのは早いと言われ、「良かったね」とホッとして帰られる
方もおられます。
～ご案内～

平成29年度

認知症介護教室の予定をお知らせします。

◆平成２９年 ６月１４日（水）
◆平成２９年 ７月１２日（水）
◆平成２９年 ９月１３日（水）
◆平成２９年１０月１８日（水）
◆平成２９年１２月１３日（水）
◆平成３０年 ２月１４日（水）

『認知症という病気について（仮）』
『認知症の方への接し方（仮）』
『レッツ･チャレンジ！楽しくやろう健康体操』
『利用できるサービス等について』
『認知症の薬について』
『介護食について』

・時 間： １０：００～ １時間程度

・参 加 費： 無料

日時、内容等変更となる場
合 があ りま す ので、お 問 合
せ先までご連絡ください。

講師： 医師
講師： 看護師
講師：作業療法士
講師： 精神保健福祉士等
講師： 薬剤師
講師： 管理栄養士
・会 場： 黒川病院内

・申込方法： 下記の電話番号または直接黒川病院受付にて申し込み
（黒川病院）認知症疾患医療センターでは、物忘れ外来の受診予約や入院、認知症に関する相談など、担当の相
談員がお話を伺います。秘密は厳守されます。まずはお気軽にご相談ください。
お問合せ先：（黒川病院内）認知症疾患医療センター
医療相談員： 脇川 ・ 伊藤 ・ 渡邉
☎０２５４－４７－２６４０
※平日午前９時～午後５時まで

地域連携室からのお知らせ
〇「精神障害者保健福祉手帳」についてのご説明をします。

〇精神障害者保健福祉手帳について
・精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定するものです。
精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方は様々な支援が受
けられます。

〇対象について
・精神障害（＊）のために、長期にわたり日常生活や社会生活への制約がある方を対象と
しています。
＊「精神障害」➡知的障害を除く、統合失調症やうつ病などの精神疾患全般です。

〇受けられるサービスについて
・携帯電話料金の割引
・バス運賃の割引
・福祉タクシー利用料金の助成
・公共施設の割引
等々
※地域や事業者、等級によって受けられるサービスが異なります。

〇申請の方法について
・申請は、市町村の窓口で行います。また、家族が代理で行う事も出来ます。

〇申請に必要な物について
①申請書
②診断書（＊）または精神障害による障害年金や特別給付金を受給している場合は、その証書等
の写し
＊ 「診断書」➡初診日から６ヶ月以上経過した日以降のもの
③本人の写真 １枚
・縦４㎝、横３㎝（スナップ写真可）
・脱帽、上半身で顔が分かるもので、１年以内に撮影されたもの
※有効期限は２年です。２年毎に診断書を添えての更新手続きが必要です。

このような手帳が交付されます。

詳しい内容などは、地域連携室まで
お気軽にご相談ください。
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事務課長の吉村真と申します。今号では黒川病院事務室をご紹介いたしま
す。
事務員の構成は、事務長・スタッフ計6名です。
事務室の主な業務は、外来・入院業務（医事業務）、労務、経理、施設管
理、電話応対、面会取次etc.と医事・経理・総務を少人数ではあります
が、日々業務にあたっています。
吉村 真
事務員の１日をご紹介します。
７：３０分前
早番1名が出勤します。
７：３０
正面玄関開錠、受付番号整理券を準備します。
７：３０～
日勤4名が出勤します。夜勤帯での出来事などを確認し、始業に備
えます。
８：００
始業となります。事務室の清掃を行い、各自業務に入ります。
８：３０
外来受付開始
7：30からお待ちいただいた患者さんの受付を開始します。
予約表を元に主治医毎に診察番号札を渡します。
８：４０
外来部門の朝礼を事務室で行います。
事務・外来看護・薬局・地域連携室・認知症疾患医療センター・心
理室・検査室の外来部門で1日の予定を伝達します。
９：００まで
遅番1名が出勤します。
９：００
外来診察が開始と同時に外来会計入力開始です。
外来入力は1名で担当していますが、10時から12時にかけてピーク
を迎えます。
１２：００
外来診療終了。（12時となっていますが、診察の進み具合等により
14：00過ぎまで行う場合があります。）
～ １時間
休憩（窓口・電話応対の為交代で休憩をとります）
１３：００～１４：００午後業務開始となります。
遅番は郵便局、銀行へ外出。積雪の多い時期は道路状況がわるく、
大変です(-_-;)
１６：００～１７：００収納処理を行い、事務長へ報告します。1円でも合わないと大変(-_-;)
１件1件確認を行います。
１６：３０
早番終業となります。
～１７：００
終業となります。
～１８：００
遅番終業、正面玄関施錠し帰宅します。
と午前中は外来業務に集中して行っております。しかし、
各自の業務も抱えております。その業務が立て込んでいる
となかなか難しい状況も多々あります。6名で協力し、事
務室の基本方針である【①患者さんの立場になり考え対応
します②迅速・正確な事務処理に努めます】のもとに、お
会計の待ち時間の短縮に向けて努力してまいりますので今
後ともよろしくお願いいたします。
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診 療 案 内

土

診療科 ： 精神科 内科 歯科
診察日 ： 月～金
土（第１・第３）
休診日 ： 土・日・祝祭日
受付時間： 午前８時３０分
～ 午前１１時まで
診療時間： 午前９時から
（診療は午前のみ）

※
・関野
・宮本
・松井

内科担当医

吉田

出張等により変更となる場合がございます。※は第１・第３土曜のみです。

坂町駅・黒川病院間で運行している
送迎バスをご紹介します。
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坂町駅前ロータリー

②

④

臨時

9：10

10：20

11：45

・十文字集会所前

9：15

10：25

↓

・近江新消防小屋前

9：20

10：30

↓

黒川病院

9：25

10：35

12：00

坂町駅
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当院をご利用される方どなたでも利用できます。
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長い冬からようやく春が訪れました。これから気持ち
良い天気が続いてほしいです。来年度から広報委員も
2名入れ替わります。次号から新たなメンバーで発行
していきますので、今後とも宜しくお願いします。

発行：医療法人白日会 黒川病院
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