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「お薬との上手な付き合い方」
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厚生連だより 大分２

藤富豊院長退任
　このたび2017年３月31日をもって鶴見病院院長を定年退職いたします。

ＪＡ関係者の皆様や厚生連職員の皆さんに多くの場面で助けていただき、

無事に大役を務めることができましたことを心から感謝しています。

　私の院長としての任期は2010年からの７年間で、重点的に取り組んだ

ことは、『恕（おもいやり）』の病院理念を掲げて、

　１．大分大学に協力を頂いて安定的に医師を確保すること

　２．研修医をはじめ、医療スタッフに魅力的な病院になること

　３．職員が働きやすく、生きがいを感じる職場にすること

　４．ＪＡ組合員や地域住民に信頼される
　　　健診センター・病院・老健施設になること

です。このうちの多くは実現でき、今後の礎ができたと実感しています。
退任の挨拶を行う藤富豊院長

　これからの医療や福祉は、社会保障費の財源が不足することで、患者さんの医療費負担の引き上げや

規制強化で病院の機能分化が進みます。大分県厚生連鶴見病院は、今後も高度な医療機能を維持して、

職員が一丸となって精進努力してまいります。今後ともＪＡ組合員の皆様、地域の皆様の変わらぬご支

援、ご協力をお願いいたします。７年間有難うございました。

鈴木正義新院長就任
　この度、平成29年４月１日付で新院長に就任した鈴木です。1948年の

開設から68年の歴史ある鶴見病院の院長を引き継ぐこととなり、責任の

重さを痛感しております。

　さて、近年ますます少子高齢化が進み、人口の減少とともに社会構造

の変化が加速しています。また、国の財政状況はなかなか改善せず、医

療を取り巻く環境は年々厳しさを増しています。当院は2010年に、運営

方針として　院是「恕（おもいやり）」と

　ビジョン　１）がん治療高機能病院を目指す

　　　　　　２）救急・生活習慣病医療の専門性を高める

を掲げて再出発し、年々着実に実績を上げてきました。しかし、まだ道

半ばです。今後もこの方針を堅持し、地域医療に貢献できるよう努力し

て参ります。
鈴木正義新院長

　本年３月27日に市内の２病院と共に、別府市と救急隊員の医療研修に資する「救急ワークステー

ションの運用に関する協定」を締結致しました。救急ワークステーションとは、救急隊員３名が月替わ

りで週２日間病院に派遣され、医師の指導の下に救急医療の研修を行います。今後も別府市消防本部や

近隣他病院と協力し、救急体制のより一層の充実に努めていきます。

　また、今年度は基幹型研修病院として４名、大分大学の研修協力病院として３名、計７名の新規研修

医を受け入れます。臨床研修病院として、今後大分県医療の中心となる次世代の医師を育てていくため

に、研修医の指導にも力を注いで参ります。

　今後とも地域に根ざした病院として、職員一同「恕（おもいやり）」の精神で患者さんと共に病に向き

合って参ります。
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「平成29年度事業計画書の承認の件」
「平成29年度における経営管理委員・監事・理事の報酬に関する件」
「常勤役員退職慰労金の支給に関する件」が可決！！

～ 平成28年度 臨時総会開催 ～

　３月28日、別府パストラルで平成28年度臨時総会を開催しました。本臨時総会では、以下の議案が

提出され、全て原案どおり可決されました。

第１号議案「平成29年度事業計画書の承認の件」

第２号議案「平成29年度における経営管理委員・監事・理事の報酬に関する件」

第３号議案「常勤役員退職慰労金の支給に関する件」

　厚生事業を取り巻く社会環境・医療情勢は引き続き

厳しい環境にありますが、農家組合員の健康保持と生

活向上に寄与するとともに、地域社会に貢献すること

を行動指針とし、公的医療機関としての使命を果たし

ていく必要があります。そのためにも、経営基盤の充

実強化、農協法等法令の遵守、安全管理体制の強化な

ど、高度化・複雑化した業務に対し、役職員一丸と

なって取り組んで参ります。今後とも、さらなるご協

力とご支援を賜りますようお願いします。

挨拶を行う二宮会長
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「お薬との上手な付き合い方｣

鶴見病院 薬剤科 薬局長 　山　村　壽　史

お薬と上手に付き合うために
　お薬は、病気の治療や症状の緩和に重要な役割

を果たしています。しかし、使い方を誤ると目的

とする効果が得られないばかりか、副作用を引き

起こすこともあります。お薬の効果を最大限に活

用するには、お薬の効能・効果や使用方法を正し

く理解することが大切です。

お薬とはどんなもの？
　お薬とは、病気の診断や治療、または予防する

ことを目的に使われるもので、「医薬品・医療機

器等の品質・有効性及び安全性等の確保に関する

法律」で医薬品として定められています。

　人間には本来、自分自身で病気やケガから回復

する「自然治癒力」が備わっています。お薬には

「自然治癒力」を助け、病気やケガが早く治るよ

うにしたり、重くならないようにしたりする働き

があります。

お薬の正しい使い方
　お薬の効果が十分に発揮されるためには、有効

成分の血液中の濃度が一定の範囲内にある必要が

あります。つまり、血液中の濃度が低い場合は効

果が発現せず、逆に高くなり過ぎると副作用を引

き起こすことがあります。お薬の用量と用法（使

い方）は、血液中の濃度が有効範囲内になるよう

に考えて設定されていますから、必ず守って正し

く使用してください。

【内服薬の使い方】
　錠剤、カプセル剤、顆粒剤、散剤（粉薬）、液

剤など様々な種類のものがあります。服用する際

は、以下の点に気をつけましょう。

■お薬は、通常コップ１杯程度（180cc程度）の
水か白湯で、胃の中までお薬が届くように飲ん
でください。

→水なしで飲むと、お薬が食道や胃に長くとど

まって潰瘍を起こすことがあります。

■お薬をミルクやお茶、コーヒー、アルコールな
どで飲むことは避けてください。
→お薬によっては吸収が悪くなり効果が出な

かったり、副作用が現れやすくなったりする

ことがあります。

■お薬は特別の指示がない限り、噛んだり、砕い
たり、カプセルを外したりして飲まないでくだ
さい。

■小さい子供の前では、できるだけ飲まないよう
にしてください。
→小さい子供は何にでも興味を示すので、大人

が飲んでるのを見ると自分も飲んでみたくな

ります。

■お薬の用法（服用時間）
・食　　前：食事のおよそ30分前

・食　直　前：食事のすぐ前

・食　直　後：食事のすぐあと

・食　　後：食事のおよそ30分後

・食　　間：食事のおよそ２時間後

・○時間毎：食事に関係なく、

　　　　　　指示された時間毎に飲む

・寝　る　前：寝る直前又は30分前

・頓　　服：症状が出た時に飲む

※お薬を飲み忘れたときの注意点

　お薬によって１日に飲む回数が異なり、それ

ぞれ対処方法が異なりますので、詳しいことは

医師・薬剤師にお尋ねください。なお、２回分

のお薬を一度に飲むことは絶対にしないでくだ

さい。

【外用薬の使い方】
　湿布薬、塗り薬、噴霧薬、吸入薬、点眼薬、点

鼻薬、点耳薬、坐薬など様々な種類のものがあり

ます。

　使用前には手指をよく洗って清潔にし、それぞ

れ使用上の注意をよく読んで正しく使用してくだ

さい。

お薬の保管と処分法
　お薬を保管したり処分したりする場合は、いく

つかの注意点があります。

【お薬の保管法】
■温度管理
　お薬の一般的な保管温度は、室温保存の場合

が30℃以下（直射日光のあたらない涼しい場

所）、冷所保存の場合が15℃以下（冷蔵庫内）

とされています。室温が30℃を超えると、お薬

は変質しやすくなりますので、高温になる場所

に放置することは避けましょう。

■保管場所
　乳幼児や小児の手の届かない所に保管します。

乳幼児が口に入れてしまうと、重大な薬物中毒

につながることがありますので、十分に注意し

てください。

【お薬の処分法】
　お薬は可燃物として処分し、包装容器は可燃の

ものと不燃のものがありますので、自治体で定め

られた方法にしたがって処分してください。よく

わからない時は、病院や薬局の薬剤師にご相談く

ださい。

かかりつけ薬局とおくすり手帳
　多くの病院・診療所では院外処方が実施されて

います。患者さんはお薬を受け取る保険薬局を自

由に選択できるので、ご自宅の近くで気軽に足を

運ぶことができる「かかりつけ薬局」を決めてお

くと便利です。「かかりつけ薬局」では、「おく

すり手帳」を発行し、お薬の服用情報（薬歴）を

管理してくれます。もし、複数の医療機関を受診

して処方せんが複数発行された場合でも、「おく

すり手帳」を持参することで、お薬の重複や飲み

合わせによる副作用の問題がないかを調べてもら

うことができます。また、市販薬や健康食品、サ

プリメント等との飲み合わせの相談にも応じても

らえます。

※「おくすり手帳」に関する注意

おくすり手帳は何冊も持たず、必ず１冊にまと

めましょう。

お薬と上手に付き合うために
覚えておきたいこと
■お薬の用法・用量をきちんと守る。

■自己判断でお薬をやめたり、調節したりしない。

■他人のお薬をもらったり、自分のお薬をあげた

りしない。

■病院でもらったお薬の余りを取り置きしない

（同じ症状であっても、自己判断で使わない）。

■アレルギーや副作用を起こしたことがあるお薬

は服用しない（おくすり手帳に記入して、医師

や薬剤師に伝える）。

　以上、「お薬との上手な付き合い方」をまとめ

ましたが、説明が十分でないところもあるかと思

います。お薬について気になることや疑問点など

ありましたら、どうぞお気軽にかかりつけの病

院・薬局の薬剤師にご相談ください。
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お薬と上手に付き合うために
　お薬は、病気の治療や症状の緩和に重要な役割

を果たしています。しかし、使い方を誤ると目的

とする効果が得られないばかりか、副作用を引き

起こすこともあります。お薬の効果を最大限に活

用するには、お薬の効能・効果や使用方法を正し

く理解することが大切です。

お薬とはどんなもの？
　お薬とは、病気の診断や治療、または予防する

ことを目的に使われるもので、「医薬品・医療機

器等の品質・有効性及び安全性等の確保に関する

法律」で医薬品として定められています。

　人間には本来、自分自身で病気やケガから回復

する「自然治癒力」が備わっています。お薬には

「自然治癒力」を助け、病気やケガが早く治るよ

うにしたり、重くならないようにしたりする働き

があります。

お薬の正しい使い方
　お薬の効果が十分に発揮されるためには、有効

成分の血液中の濃度が一定の範囲内にある必要が

あります。つまり、血液中の濃度が低い場合は効

果が発現せず、逆に高くなり過ぎると副作用を引

き起こすことがあります。お薬の用量と用法（使

い方）は、血液中の濃度が有効範囲内になるよう

に考えて設定されていますから、必ず守って正し

く使用してください。

【内服薬の使い方】
　錠剤、カプセル剤、顆粒剤、散剤（粉薬）、液

剤など様々な種類のものがあります。服用する際

は、以下の点に気をつけましょう。

■お薬は、通常コップ１杯程度（180cc程度）の
水か白湯で、胃の中までお薬が届くように飲ん
でください。

「お薬との上手な付き合い方｣

→水なしで飲むと、お薬が食道や胃に長くとど

まって潰瘍を起こすことがあります。

■お薬をミルクやお茶、コーヒー、アルコールな
どで飲むことは避けてください。
→お薬によっては吸収が悪くなり効果が出な

かったり、副作用が現れやすくなったりする

ことがあります。

■お薬は特別の指示がない限り、噛んだり、砕い
たり、カプセルを外したりして飲まないでくだ
さい。

■小さい子供の前では、できるだけ飲まないよう
にしてください。
→小さい子供は何にでも興味を示すので、大人

が飲んでるのを見ると自分も飲んでみたくな

ります。

■お薬の用法（服用時間）
・食　　前：食事のおよそ30分前

・食　直　前：食事のすぐ前

・食　直　後：食事のすぐあと

・食　　後：食事のおよそ30分後

・食　　間：食事のおよそ２時間後

・○時間毎：食事に関係なく、

　　　　　　指示された時間毎に飲む

・寝　る　前：寝る直前又は30分前

・頓　　服：症状が出た時に飲む

※お薬を飲み忘れたときの注意点

　お薬によって１日に飲む回数が異なり、それ

ぞれ対処方法が異なりますので、詳しいことは

医師・薬剤師にお尋ねください。なお、２回分

のお薬を一度に飲むことは絶対にしないでくだ

さい。

【外用薬の使い方】
　湿布薬、塗り薬、噴霧薬、吸入薬、点眼薬、点

鼻薬、点耳薬、坐薬など様々な種類のものがあり

ます。

　使用前には手指をよく洗って清潔にし、それぞ

れ使用上の注意をよく読んで正しく使用してくだ

さい。

お薬の保管と処分法
　お薬を保管したり処分したりする場合は、いく

つかの注意点があります。

【お薬の保管法】
■温度管理
　お薬の一般的な保管温度は、室温保存の場合

が30℃以下（直射日光のあたらない涼しい場

所）、冷所保存の場合が15℃以下（冷蔵庫内）

とされています。室温が30℃を超えると、お薬

は変質しやすくなりますので、高温になる場所

に放置することは避けましょう。

■保管場所
　乳幼児や小児の手の届かない所に保管します。

乳幼児が口に入れてしまうと、重大な薬物中毒

につながることがありますので、十分に注意し

てください。

【お薬の処分法】
　お薬は可燃物として処分し、包装容器は可燃の

ものと不燃のものがありますので、自治体で定め

られた方法にしたがって処分してください。よく

わからない時は、病院や薬局の薬剤師にご相談く

ださい。

かかりつけ薬局とおくすり手帳
　多くの病院・診療所では院外処方が実施されて

います。患者さんはお薬を受け取る保険薬局を自

由に選択できるので、ご自宅の近くで気軽に足を

運ぶことができる「かかりつけ薬局」を決めてお

くと便利です。「かかりつけ薬局」では、「おく

すり手帳」を発行し、お薬の服用情報（薬歴）を

管理してくれます。もし、複数の医療機関を受診

して処方せんが複数発行された場合でも、「おく

すり手帳」を持参することで、お薬の重複や飲み

合わせによる副作用の問題がないかを調べてもら

うことができます。また、市販薬や健康食品、サ

プリメント等との飲み合わせの相談にも応じても

らえます。

※「おくすり手帳」に関する注意

おくすり手帳は何冊も持たず、必ず１冊にまと

めましょう。

お薬と上手に付き合うために
覚えておきたいこと
■お薬の用法・用量をきちんと守る。

■自己判断でお薬をやめたり、調節したりしない。

■他人のお薬をもらったり、自分のお薬をあげた

りしない。

■病院でもらったお薬の余りを取り置きしない

（同じ症状であっても、自己判断で使わない）。

■アレルギーや副作用を起こしたことがあるお薬

は服用しない（おくすり手帳に記入して、医師

や薬剤師に伝える）。

　以上、「お薬との上手な付き合い方」をまとめ

ましたが、説明が十分でないところもあるかと思

います。お薬について気になることや疑問点など

ありましたら、どうぞお気軽にかかりつけの病

院・薬局の薬剤師にご相談ください。

■後発医薬品（ジェネリック医薬品）について
　新薬（先発医薬品）は、最初に開発・発売されたお薬で、開発メーカーは特許期間中、独占的に
製造・販売することができます。その特許期間が満了した後に、開発メーカー以外の製薬メーカーが、

新薬と同じ有効成分を製造・販売したものをジェネリック医薬品（後発医薬品）といいます。

　後発医薬品は先発医薬品に比べて、研究開発費がかからない分安価で、患者さんは医療費を低く抑

えることができます。
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先進テクノロジーを登載した
最新型1.5テスラMRI を導入
　地域の患者さんに、より高度な医療を安全に提供するため

に、最新型1.5テスラMRI装置 Vantage Titanを導入しました。

　MRIは、磁石と電波により全身領域の最新検査に対応して画

像化します。放射線を使わないので、被ばくすることはなく、

全身へ負担の少ない検査を行うことができます。

■広い開口径 Open Bore で高画質
　開口径が広いと磁場均一性が低減し、

画像が悪くなる傾向になります。しかし、

このMRIは、開口径が71cmと広くなりま

すが、人間の体のかたちに合わせて撮像

体積内の磁場均一性を最適化することで、

全身を高画質で撮像することが可能です。

■心臓検査（MRCA）へのアシスト
　心臓の６つの左室基本断面に加え、心臓血管磁気共鳴医学会議

（SCMR）にて要求されている右室と弁及び流出路などの８断面

を検出し、撮像位置決めROIの断面設定に適用可能です。

　心臓の３D位置を装置が把握、寝台位置設定からMRCA検査の横

隔膜同期プローブの設定までの様々な撮像アライメントを支援し、

大幅な操作時間の割合を低減します。

■高分解能な躯幹部の非造影MRA
　高均一静磁場とRF強度分布の均一性により造影剤を使わず、躯幹部の非造影MRA画像を、高精細に描出す

ることができます。

　非造影MRAでも、特定の血管（動脈・門脈・肝静脈）を描出することができます。

■短時間の検査が可能
　次世代受信コイルを使用した革新的な検査ソリュー

ションにより、従来の約半分の時間（20～30分程度）

で検査が終了し、鮮明な画像が得られます。

■患者さんにやさしさと安心な検査環境
　造影剤を使用しないで全身の血管を鮮明に描出します。検査時の騒音を大幅に軽減し、より安心にリラッ

クスして検査を受けて頂けます。

■経済性に優れた省エネモード
　システムが稼働している状態から、稼働しない待機時状態に切り替える Eco Mode を搭載し、不必要な電

力を極力抑えることができます。

1.5テスラMRI装置 Vantage Titan(東芝) 撮影風景

心臓

頭部

腹部 下肢動脈



厚生連だより 大分 ７

　地域の患者さんに、より高度な医療を安全に提供するため

に、最新型1.5テスラMRI装置 Vantage Titanを導入しました。

　MRIは、磁石と電波により全身領域の最新検査に対応して画

像化します。放射線を使わないので、被ばくすることはなく、

全身へ負担の少ない検査を行うことができます。

■広い開口径 Open Bore で高画質
　開口径が広いと磁場均一性が低減し、

画像が悪くなる傾向になります。しかし、

このMRIは、開口径が71cmと広くなりま

すが、人間の体のかたちに合わせて撮像

体積内の磁場均一性を最適化することで、

全身を高画質で撮像することが可能です。

■心臓検査（MRCA）へのアシスト
　心臓の６つの左室基本断面に加え、心臓血管磁気共鳴医学会議

（SCMR）にて要求されている右室と弁及び流出路などの８断面

を検出し、撮像位置決めROIの断面設定に適用可能です。

　心臓の３D位置を装置が把握、寝台位置設定からMRCA検査の横

隔膜同期プローブの設定までの様々な撮像アライメントを支援し、

大幅な操作時間の割合を低減します。

■高分解能な躯幹部の非造影MRA
　高均一静磁場とRF強度分布の均一性により造影剤を使わず、躯幹部の非造影MRA画像を、高精細に描出す

ることができます。

　非造影MRAでも、特定の血管（動脈・門脈・肝静脈）を描出することができます。

■短時間の検査が可能
　次世代受信コイルを使用した革新的な検査ソリュー

ションにより、従来の約半分の時間（20～30分程度）

で検査が終了し、鮮明な画像が得られます。

■患者さんにやさしさと安心な検査環境
　造影剤を使用しないで全身の血管を鮮明に描出します。検査時の騒音を大幅に軽減し、より安心にリラッ

クスして検査を受けて頂けます。

■経済性に優れた省エネモード
　システムが稼働している状態から、稼働しない待機時状態に切り替える Eco Mode を搭載し、不必要な電

力を極力抑えることができます。

腰椎

肩関節 足関節手関節

ひよこ保育園　～卒園式・発表会～
新たなステージへの旅立

ち

　３月11日、ひよこ保育園にて卒園式が行われ、今年は３人の園児たちがひよこ保育園を巣立っていきます。

衛藤園長よりお別れのあいさつがあった後、一人ひとりに保育証書が手渡されました。園児たちはあいさつ

もとても上手にでき、しっかりと卒園証書を受け取りました。

　最後には全員でありがとうの気持ちを込めて「大きくなったよ」の歌を元気に歌いました。

元気いっぱい！
      お父さん・お母さん

に 日頃の感謝の気持ち
を込めて

　卒園式の後には、毎年恒例の発表会も行われました。園児たちによる

歌やお遊戯、劇などが披露され、練習の成果を十分に発揮し、元気な姿

をご家族の方々にみてもらうことが出来ました。

卒園証書を受取る園児 卒園した３名の園児たち 元気いっぱいに歌を披露

お遊戯を披露
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ビーコンプラザ

市役所

別府公園 鶴見丘高校

緑丘小学校

中部中学校

実相寺サッカー
競技場

鶴見台中学校

別府駅

流
川
通
り

富
士
見
　
通
り

JR日豊本線

九
州
横
断
　
道
路

至 日出町

至 大分市 的ヶ浜公園

マルショク

別府国際観光港

別　府　湾

鶴見台中学校

210

大分空港道路

塩浜 至 大分空港

杵築市役所

杵築大橋

杵築警察署

至 別府

守　江　湾

【大分県厚生連】

・介護老人保健施設 しおはま
・しおはま診療所

実相寺サッカー
     競技場

実相寺野球場

鶴見台
中学校

発行／大分県厚生農業協同組合連合会 　〒874-8585 大分県別府市大字鶴見4333番地　TEL 0977-23-7465　FAX 0977-23-7493　http://www.oita-koseiren.com

※健診内容や料金などをご覧になりたい方は
　健康管理センターのホームーページにアクセス

　http://www.ok-kenkou.com/

健康管理センター

２月の健診/受診結果
国 東
姫 島
杵 築
山 香
大 分
由 布
日 田
臼 杵
野 津
佐　伯
豊後大野
竹 田
豊後高田
中 津
宇 佐
安心院
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受診者数総合計 3,046名
（うちJA 362名）

Ｊ Ａ べ っ ぷ 日 出
Ｊ Ａ 玖 珠 九 重
Ｊ Ａ 九 重 町 飯 田
大 分 大 山 町 農 協
下 郷 農 協

名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名

《２月健診》

九
州
横
断
　
道
路

実相寺サッカー
     競技場

実相寺野球場

鶴見台

編集
後記

東部事業部

中西部事業部

南部事業部

豊肥事業部

北部事業部
　４月に入り、新年度がスタートしました。新入職員の身の

引き締まった表情やきびきびした行動を見ると、私が入会し

た時のことを思い出します。入会して８年目。初心にかえり

日々の業務に取り組んで行こうと思います。（T.A）

人権の
おはなし

とはモモモ ラ ハハハ ラ
　「モラルハラスメント」の略です。言葉や態度による

精神的な嫌がらせ行為を行うことで、フランスの精神科

医であるマリー・フランス・イルゴイエンヌが提唱しま

した。

 主に家族や恋人などの間で行われる事が多く、その場

合は長期に渡るダメージの蓄積で被害者は心に大きな傷

が付くこともあります。加害者になりやすいのは、自己

愛性のパーソナリティーの持ち主とされ、その場合攻撃

が執拗で対処が難しいといわれています。

糖尿病教室の開催

○モラハラの特徴

相手の同情を誘う

最初は優しく、相手の心を掴んだと
確信した瞬間から、豹変する

人目につかない場所（自宅等）で
威嚇をする

平気で嘘をつく

暴力は伴わない

自分を正当化する　etc.

日時：5月2日（火）13：00～15：30
場所：鶴見病院 南館5階 研修ホール

※予約・申込は不要で、参加費も無料です。
　近年、食べ過ぎ・運動不足・肥満・ストレスなどが原因となって糖尿病
患者さんが急増しています。糖尿病は、自覚症状がないまま進行して様々
な合併症をおこす事があるため正しい知識を持ち、定期健診や自己管理に
つとめることが大切です。
　鶴見病院では、第1火曜日に糖尿病教室を開催し、これまでも参加者の皆
様から「勉強になった！　頑張ってコントロールしていきたい！」等々の
ご意見をいただいています。糖尿病で治療をされている方・ご家族の方の
ご参加をお待ちしています。


