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前編
社会医療法人財団石心会 埼玉石心会病院

石原 正一郎 氏
副院長／心臓血管センター長 小柳 俊哉 氏

病院長／低侵襲脳神経センター長

（写真左）
（写真右）

世界レベルの医療提供目指す
脳と心臓の高度医療センターを開設
患者・スタッフ双方のケアに配慮した新病院が稼働
社会医療法人財団石心会 埼玉石心会病院（埼玉県狭山市）は、1987年の開院以来、狭山市、入間市、所沢市、飯
能市、日高市の５市を中心とする埼玉県西部の中核病院として急性期医療を担ってきた。2017年11月には、新病院
への移転を機に病床数や手術室を増やしたほか、
「ER総合診療センター」を設立し、屋上にヘリポートを設けるなどし
て救急医療の機能を強化。また「低侵襲脳神経センター」
「心臓血管センター」を設けて最新医療の充実を目指して
いる。
２つの高度医療センターのキーマンである２氏にお話を伺った。

（聞き手／編集部）

大学病院と共に地域急性期医療の要として

ター」を設けて新たなスタートを切りました。

年間約7,000台の救急車を受け入れ

小柳

埼玉県は、人口10万人当たりの医師数が全国最少

で、医師以外の医療従事者や医療機関数も不足しているの
当院は1987年に「医療法人財団石心会狭山病院」
と

が実情です。埼玉県西部医療圏においても、急性期医療の要

して開院し、人口約80万人の埼玉県西部医療圏（狭山市、入

となる医療機関は防衛医科大学校病院と埼玉医科大学国際

間市、所沢市、飯能市、日高市）において、主に急性期医療に

医療センター、そして当院しかありません。そのような状況の

注力してきました。2003年には一般外来を分離・独立させた

中、当院では24時間365日、
１～３次救急の区分に関わら

「さやま総合クリニック」、2008年に外来透析部門を分離・独

ず、すべての救急患者さんを受け入れる北米型ERを導入し、

石原

立させた「さやま腎クリニック」を開院し、専門性の向上と患

「断らない医療」を実践してきました。年間約7,000台の救

者サービスの充実に努めています。また同年、埼玉県の「が

急車を受け入れて、救急医療と急性期医療に注力する医療機

ん診療指定病院」に指定されたことから、最良のがん医療を

関として、地域住民から厚い信頼を得ています。

提供できるよう体制を整備。2013年には社会医療法人の認
可を受け、名称が現在の「社会医療法人財団石心会 埼玉石

ホテルのような外観・内装の新病院

心会病院」になりました。

患者もてなす温かな雰囲気を演出

開院から30年経ったこともあって、建物の老朽化が進み、
病床数の増加や設備の一新を含めたリニューアルが必要と

石原

判断し、2017年11月に旧住所から狭山市駅近くに新築移

画には赴任前の2014年ごろから携わっており、施設デザイ

転したばかりです。病床数は349床から450床となり、
「 ER

ン、構造、
システムなどについてさまざまな意見やアイデアを

総合診療センター」
「 低侵襲脳神経センター」
「 心臓血管セン

出してきました。実は、それまでにも他の医療機関の施設設

日本ケミファ
（株）
発行 [Chemiphar WISELY] No. 35 2018年2月発行

私は2016年に当院に赴任しましたが、病院の新築計

社会医療法人財団石心会
埼玉石心会病院

病院概要

1987年医療法人財団石心会狭山病院として開院。以来、埼
玉西部医療圏の中核病院として急性期医療を担う。2003年一
般外来部門を分離した
「さやま総合クリニック」開設。2008年通
院透析部門を分離した
「さやま腎クリニック」開設。2013年「社会
医療法人財団石心会 埼玉石心会病院」へ名称変更。2017年
11月新築移転し349床から450床へ増床。低侵襲脳
神経センター、心臓血管センターおよびER総合診療セ
ンター開設。
■所在地：埼玉県狭山市入間川２丁目37番20号
■病院長：石原正一郎
■診療科数：31診療科
■病床数：一般450床
■URL：http://www.saitama-sekishinkai.jp/

計に関わったことがありまして、その経験を活かしています。

（職員専用）などがある憩いの場です。屋上はドクターヘリや

病院の新築にあたっては、当院全体の取り組みとし

隣接県の防災ヘリも着陸できる大型ヘリポートになっており

て、20以上のワーキンググループを作り、各部署からアイデ

（照明設備を有し、夜間の離着陸が可能）、直通エレベーター

小柳

アを集め、開設本部が検討した上で新築計画に反映させると

で１階のER総合診療センターにつながっています。

いうことも同時に行いました。病院の機能について熟知し、利

石原

用する側であるわれわれスタッフの意見やアイデアを反映さ

い、
ホテルのようなアーティスティックなデザインにしていま

せたことが、患者さんにとって利用しやすい、
より良い病院の

す。エントランスなど各所のデザインに丸みを持たせたり、間

実現につながったと思っています。

接照明を用いて、優しい雰囲気を演出（写真１）。明るい色合

石原

新築の際、大前提として考慮するのは「患者さんのた

いの内壁材、階段の踊り場や小窓など院内のさまざまなス

めに」
ということだと思います。加えて私は、以前から「職員の

ペースには、
「 生命の樹」をテーマにしたアートを描いてもら

ケアにも配慮し、患者さんもスタッフもハッピーに過ごせる施

いました。
６階レストランの名称「プロヴァンス」
「ラベンダー」

設を造りたい」と考えていました。スタッフが前向きな気持ち

などは、太陽が輝く強い生命力に満ち溢れた南仏やイタリア

で業務に集中できるような環境を整備しなければ、当院のよ

をイメージしています。これらの土地の明るさや温かな雰囲

うな24時間365日、すべての患者さんを受け入れる医療は

気が患者さんに伝わることで、希望を抱いて治療に取り組ん

スタッフの大きな負担となり、継続に影響を与えかねません。

でもらえたら、
という願いを込めました。

病院の外観・内装にはカラフルな色彩をふんだんに使

私のこの意見は経営陣からも賛同を得ることができ、
「 職員

また、患者さんが利用しやすく、分かりやすい病院にするた

が働きやすく、自分の家族も安心して連れてこられるような

めに、細かな部分にまで検討を重ねています。案内表示の文

病院」を目指して、設計事務所やデザイナー、
システムエンジ

字については、誤解されにくく分かりやすい言葉を選び、見や

ニアなど、建築に関わるスタッフとコミュニケーションを取り

すい大きさを追求しましたし、待合室の椅子は患者さんがく

ながら計画を進めていきました。

つろげる素材・デザインにこだわりました。

小柳

１階は主に「ER総合診療センター」が中心で、
２階は

「低侵襲脳神経センター」や「心臓血
管センター」の手術室のほか、講演な

図

一方、
スタッフへの配慮もさまざまにあります。
１階のカフェ

埼玉石心会病院 新病院の階層構成

どができる「アゼリアホール」、医局と
なっています（図）。
３～５階は病棟を
中心としたエリアで、各階にリハビリ
テーション室を設置。テラスでリハビ
リが行えるリハビリ庭園や、
４階には脳
専用リハビリ室もあります。
６階は職
員用レストラン「プロヴァンス」、一般
用レストラン「ラベンダー」、屋上庭園

（資料提供：埼玉石心会病院）
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▲

写真１ 温かみのある色調の１階のエントランスホール。

▼ 写真２

の技術も進歩して、低侵

最先端ハイブリッド脳外科手術室。アンギオ、MRI、CT、 襲医療が可能なケースが
脳外科顕微鏡、
ナビゲーション、
神経内視鏡などが使用可能。 増えています。手 術によ
（写真提供：埼玉石心会病院）

る侵襲が小さければ患者
さんの回復は早く、入院
期 間 も短くなって、早 期
の社会復帰が望めます。
当センターでは、
「 人が人
らしく生きていける状態

に、朝７時30分から焼き立てのパンや温かなスープのメ

を最大限保つこと」を目標に、脳血管内手術や神経内視鏡手

ニューを加えているのは、患者さんのためだけではなく、夜勤

術などの開頭しない治療だけでなく、開頭手術が必要な場合

で疲れて空腹なスタッフに、温もりのある朝食を用意するため

でもなるべく脳に負担をかけない治療を心がけています。

です。また６階の職員用レストランは一番眺めの良い場所に造

しかし、低侵襲医療と開頭手術、それぞれにメリットがある

りましたし、医局はスタッフが落ち着いて仕事ができるように

ことは言うまでもありません。それらを組み合わせた新しい

広めにスペースを取り、
カンファレンスルームも設けました。

治療法の開発にチャレンジしていくために、新病院を機に「ハ

約250人を収容できる「アゼリアホール」では、プロジェク

イブリッド手術室」を設置しました（写真２）。同じ名称のもの

ターやモニターなどの機材を揃え、映像や音声を使ったプレ

は他の医療機関にもありますが、当センターの手術室はそれ

ゼンテーションができるようにしています。手術室からのライ

より一歩進んだものです。シーメンス社（ドイツ）のチームと

ブ中継も可能で、最新手術を見学し、学ぶためにも利用できま

共同開発した世界初のシステムで、MRI、CT、血管造影、開頭

す。スタッフや他の医療機関の医師が最新の手術手技などを

手術、内視鏡治療を１つの室内で行うことが可能になってい

トレーニングするためのラーニングセンターも開設予定です。

ます。患者さんを手術台に寝かせたら、そこで手術や血管造

さらに、新築移転に合わせた大きなチャレンジとして、新し

影、CT検査もできるようにベッドや装置を連動させてあるの

い電子カルテシステムに移行したことがあります。従来の電子

です。それによって手術時間が短縮でき、複数の治療法を組

カルテでは、各部署が連携し、情報を共有しながら進める新た

み合わせることもできます。

な業務に対応しきれなくなっていたからです。病院の場所だ

このシステムを実現させるためには、手術台などの装置の

けでなく、
システムも変わって、
スタッフは大変だったと思いま

位置・高さ・角度、衛生面や空調などといった環境整備にも工

すが、新築移転に合わせた業務改善のためには不可欠なこと

夫が必要で、
シーメンス社のチームとはディスカッションを重

でした。今、少しずつ各部署から改善提案が出されていますの

ね、アイデアを出し合い、一からシステム構築に取り組みまし

で、電子カルテのメーカーと協力しながらカスタマイズしてい

た。実際の手術では、医師、看護師、検査技師といったスタッ

き、
より良い医療提供につなげていきたいと思っています。

フと熟練度を高め、スムーズなチーム医療で世界レベルの医
療を提供していきたいと考えています。

「低侵襲脳神経センター」のハイブリッド手術室
負担の少ない新治療開発にチャレンジ

私は、脳神経疾患における低侵襲医療を進めたいとの希望
を抱き、
これまで海外留学や先進的な医療機関でドクターと
してのトレーニングを積んできました。その中では自分が努

当院は救急医療のほかに、脳神経系疾患、心臓血管関

力することがすべてでしたが、個人の力には限界があること

連疾患の医療においても、
もともと実績のある病院です。これ

を実感しましたし、新しい病院を造る事業に関わるうちに「病

らの疾患に今後さらに注力していくために、新病院になったこ

院全体で何ができるのか」という視点を持つようになりまし

とを機に大きな柱として立ち上げたのが、
「ER総合診療セン

た。当院は地域医療連携の要となり、今後の医療を支えてい

ター」
「低侵襲脳神経センター」
「心臓血管センター」です。

く存在です。病院全体が大きなチームとなり、積極的に患者

石原

さんの相談に乗り、親身になって治療に当たっていく職場作

小柳

私がセンター長を務める
「低侵襲脳神経センター」は、

名称通り、低侵襲医療を積極的に行っています。低侵襲医療

りができれば、結果は必ず付いてくると思っています。これま

は医学界全体の傾向で、脳神経外科の分野でも同様ですが、

での経験を活かし、スタッフと共に急性期医療の発展に一層

患部によっては開頭せざるを得ないケースが多々あり、他の

貢献していきたいと考えています。

臓器に対する低侵襲医療の広がりに比べると遅れていまし
た。
しかし近年、
カテーテルや神経内視鏡の開発が進み、医師
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〈次号・後編では、
「 ER総合診療センター」
「心臓血管センター」の
活動を中心に紹介します〉

外国人の診療に関するこのシリーズも、今回で最終回とい

②風邪はすぐに治らない

うことで、普段の診察の中で気になるあれやこれやについて

ほかの医療機関を受診したが、咳が止まらないとか喉の痛

書いてみた。特定の国名を出しての話は、決して差別などの

みがよくならないとやって来る外国人患者は少なくない。薬

意図があってのことではないことをご承知願いたい。

をもらったが、すぐによくならなかったことに不満を抱いて転
院してくるのだが、
インフルエンザなら今やタミフルなどウイ

診察の際に気をつけるべきこと
（風俗・習慣の違い以外）
①政治の話はタブー
読者の先生方も、診察の合間に患者とよもやま話をするこ

ルスに働きかける薬の内服により、割と早くすっきりする。い
わゆる風邪の場合は、根治的に治すという薬がなく、症状に
対する対症療法であるために、むしろインフルエンザのとき
よりも症状が長引くことが多い気がする。

とがあるのではないだろうか。そういう話をすることによっ

このようなことは、処方に際してはっきりと説明しておいた

て、急に患者との距離が近くなったり、共通の話題があればな

ほうがよいと思う。そうでないと
「あそこに行ったが、すぐには

ごむことがある。
しかし、外国人患者との間では政治の話はタ

治らなかった。だからいい医者ではない」という噂が、彼らの

ブーと考えたほうがよい。

コミュニティの中に流れることになりかねない。

近くは、台湾（中華民国）の政権交代の話。この話は、第二

③血液検査に際しては、どのような項目について検査をする

次大戦の前から台湾に住んでいた内省人が中心で、支持基

のか説明すべき

盤が台湾南部にある民進党と、共産党に負けて第二次大戦後

たとえば、高血圧の患者に対して肝機能、腎機能、脂質代謝

に台湾に逃れてきて、台湾の人口に占める割合は圧倒的に少

の項目について採血検査をすると、次の診察日のときに「血

数でありながら、支配して勢力を振るった外省人である蒋介

糖値はどうですか？」とか「血液型はどうでした？」と尋ねられ

石率いる国民党に代表される話につながりかねない。患者の

ることがある。筆者のクリニックでは、
とくにフィリピン人にこ

気持ちがどちらにあるのかわからないので、
こういう話題に

ういう話をする人が多い。血液を採血したのだから、何でもわ

触れると最悪、信頼が失われかねない。

かるのだろうと誤解をしているのだ。

タイ人について言えば、つい数年前のこと、黄色いシャツを

「血液検査の項目は非常に多いのですよ」と、検査項目用

着た人たちと赤いシャツを着た人たちのデモや衝突が派手

紙を見せてあげると納得してくれる。そして、
日本の公的保険

に報道されたが、あれは王の中の王と慕われた故ラマ９世を

での診療においては病名に関連した項目しか検査ができな

支持するがゆえに、故ラマ９世の誕生日（月曜日）の色である

いことを説明してあげると、
さらに納得してくれる。

黄色を着た人たちと、タクシン元首相を支持するがゆえにタ

いずれにしても、
どのような項目について検査をするのか、

クシン氏の誕生色である赤を着た人たちのイデオロギー的

その場で説明をしておいたほうが無難である。

争いであった。こういうことにも触れるべきではないだろう。

④フィリピン人の血液検査について

スリランカでは、仏教徒であるシンハリ人が多数派で、
イン

フィリピン人は愛すべき朗らかな人たちなのだが、
「血液検

ド南部のタミール人居住区に近いスリランカ北部に多数居住

査をします」と言うと、
とくに女性の中に落ち込んだり落ち着

するヒンズー教徒であるタミール人との間に、長く激しい争

かなくなる人が少なくない。採血をしようと駆血帯を巻くと、

いがあった。このように、政治的争いはいずれの国において

すすり泣き始めたり、声をあげたり、顔をそむけて足をばたつ

も大小の差はあれ、存在している。この手の話に触れると、む

かせたり……こういうときは危険のサインである。針を静脈

しろ患者に不信感を持たれることもあるので、要注意である。

に刺した瞬間に駆血されたままの腕を引き抜き、血液がほと
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ばしり出て床を汚してしまったことさえあった。こうならぬよ
う、数人で声かけして励まし、体を支えてあげるとともに、駆血

⑧診察時の顔の表情について
概していえば、日本人患者は感情を押し殺して表現するこ

した腕を引き抜かれないように押さえている必要がある。

とが多い。
「怒っています」
と言っても、顔では微笑んでいるこ

⑤欧米人に多い、現地の知り合いの医師のアドバイスを信頼

とさえある。
しかし、
とくにアジアの国々の患者はそうではな

しているケースはやりにくい

いことが多い。引きつった顔で痛いと言ったり、口角泡を飛ば

日本人の医師がとてもやっかいと思うのが、現地の医師の

す感じで症状を述べたり、薬の効果がないと眉間にしわを寄

「アドバイス」であろう。患者を診ていない上に、日本の公的

せたり。このような表情に慣れていない日本人の医師なら、

保険で受診している場合は、公的保険の診療上のしばりを知

むっとすることもあるだろう。少なくともいい気はしないはず

らずに「アドバイス」するので困ってしまう。さらに、患者自身

である。覚えておいていただきたいのは、診察時のこうした

が現地の医師のほうに明らかに信頼感を置いている場合は、

顔の「過激」な表情は、別の言い方をすると彼らの「習慣」で

非常にやりづらい。こういうケースは欧米など、いわゆる先進

あって、不満が募っているわけでもないし、医師を恨んでいる

国からやってきた人たちに多いという印象を受ける。

わけでもない。深く考える必要はない。

どのような治療を行うかは医師によって異なるだろうが、筆

そうは言いながらも、筆者は多数の外国人患者を診始めて

者はまずは患者に自分の考え、治療方針を伝えてみる。それ

27年を経過しているにもかかわらず、
このような表情に出会

でも患者が故国の医師の「アドバイス」に信頼を置いている

うと、いまだに不快感を禁じ得ないときがある。

と感じた場合は、その「アドバイス」にできるだけ沿った治療

⑨慢性疾患のフォローアップについては、
しつこいほどに話

を行い、それで効果がない場合はこちらが提案した治療につ

しておく必要がある

いて考えてくれるように頼んでいる。ただし、明らかに医学的

高血圧などに代表される慢性疾患については、今後の治療

に間違っていると思われる「アドバイス」については、時間を

について事あるごとに話しておく必要がある。というのも、降

かけて説明して反論しているが、最終的にはわかってくれるこ

圧効果が出て正常範囲に近くなると、通院しなくなる患者が

とが多い。わかってくれずに苦い思いをしたケースも記憶に

少なくないことである。当初は、筆者のことが嫌いなのか、あ

あるが。

るいは医療費をけちろうとするためなのかと思ったが、
タイや

⑥メールアドレスを教えることはやめたほうがいい

フィリピンの医師である親友に尋ねると、
「フィリピンでも同

検査結果を早く知らせてあげようとか、内服後の症状の変

じ」
「タイでも同じ」なのだそうだ。要するに、単純に「よくなっ

化を知りたいとか、そういう親切心でついメールアドレスを教

たので来なくなった」ということらしい。その証拠に再度、悪

えてしまったことがある。その後は、事あるごとに症状につい

化するとまたやってくるようになる。それでは治療の意味が

て長文の英語での質問がメールで頻回に送られてきて、忙し

ないので、長期に通院することがなぜ必要なのかについて、

い診療の中、返事のメールを書くにも時間がかかり、非常に

しっかりと伝えておくことが必要である。

困ったことがある。最終的には患者の帰国でメールは途絶え

⑩点滴をしてくださいと頼まれる

たが、プライバシーの一部でもさらすことはやめたほうが賢

東南アジアの人に多いのが、
この「点滴をして欲しがる」こ

明である。

とである。タイ人の親友に尋ねても、理由がよくわからないと

⑦診察や検査の予約に、連絡なしの「ドタキャン」が多い

のことであった。公的保険を使っての診療では、
「脱水」
という

いずれの医療機関においても、
とくに内視鏡やCT等の検

病名がなければ点滴は施行できない。正確に言うと、点滴は

査では予約制を採っているところが多いと思う。筆者も、
クリ

できるがレセプトで査定されてしまう。公的保険を持っていな

ニックにおいて年間500件を超える上部消化管内視鏡検査

い、いわゆる保険外診療の外国人に点滴を求められて、押し

を行っている。予約をキャンセルする例はあまりないのだが、

問答をしながら根負けしてしまい、最終的には施行したことが

その少ない数のキャンセルの圧倒的多数は、外国人患者の

あった。脱水とはとても思えなかったのだが、点滴が終了する

いわゆる「ドタキャン」である。もし事前にキャンセルしてくれ

と別人のような足取りで帰って行った。自分の求めたものが

るのなら、順番を待っている人を入れてさしあげることができ

得られたという心因的満足感が足取りを軽くしたのだと考え

たのにと悔しく思うこともある。ただ、外国人患者が連絡なく

たが、
どうだろう。いまだに答えがわからない。

「ドタキャン」する理由の中には、日本語がうまく話せない身

⑪薬剤の使い方を指導しておかないと危険なことがあり得る

でキャンセルするにはどうしたらよいのか、わからないという

外国人患者の中には、医師や薬剤師の指導とはほど遠い

ことがあるようである。キャンセルの手続きについては、いず

薬の使い方をする人たちがいて、繰り返し指導をしておかな

れの医療機関でも予約時に説明しているはずだが、一層の工

いと危険と思うこともある。欧米人に多いのは、日本人より体

夫が必要ということだろう。

格が大きいので、日本人の通常量より多い量を使ってほしい
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と要求する人たちである。副作用が気になるだけでなく、そ

もかかわらず、2014（平成26）年単独のHIV感染患者数を

のような処方は公的保険下の診療ではできない。故国では日

みると女性50人中、外国籍女性が15人と30.0％を占め、
エ

本の１日量より多い量を内服していたと、内服方法が記載さ

イズ患者においては20人中７人と35％を占めている。男性

れたラベルが貼ってある薬の空瓶などを見せてくれることが

においても前者は959人中82人（7.9％）を占め、後者は

あるが、
やはり安全上からも求めに応じてはならない。

435人中26人（6.0％）を占めている。とくに女性において

発展途上国からやってきた人たちに、ステロイドや甲状腺

外国籍女性の占める割合が際立っているのが読み取れる。た

機能を抑える薬など「最初は大量に、減らすときは漸減しなく

だし、男性においても1.76％よりはるかに高い数字となって

ては危険」という薬剤をどうしても使用しなければならない

おり、外国人で帯状疱疹や結核を発症している人について

場合は、極端に言えば顔を合わすたびに説明しておくべきで

は、HIV感染またはエイズを発症している可能性を頭におい

ある。内服量を間違っては困る薬剤については、外国語で対

て、丁寧な説明と検査を行う必要があるだろう。この数年は

応できない保険薬局において適切な指導を行うことは難し

少なくなったものの、筆者のクリニックにおいても、開業以来

く、
このような場合は、筆者は処方薬を持って帰ってくるよう

の27年間でHIV感染またはエイズと診断した患者は48人、

に説得し、再度診察室に招き入れて目の前で薬を見ながら説

うち日本人はわずかに５人である。

明している。面倒臭いと思われるかもしれないが、医療訴訟か
らわが身を守るためでもある。
⑫ビタミン剤の処方は公的保険の場合は難しい

日本に滞在している日系を中心としたブラジル人は、
2015
（平成27）年末で17万人を超えているが、
とくに日系人の集
団移住地であるアマゾン河流域は、
トリパノソーマ・クルージ

とくに発展途上国からやってきた人たちの間には、比較的

という原虫がサシガメという昆虫で媒介されるシャーガス病

高額のお金をかけて市販のサプリメントを飲んだり、
ビタミ

の流行地として知られている。
トリパノソーマ・クルージに感染

ン剤を飲んだりという人たちが多い。ブラジルでは、妊娠後期

したサシガメが皮膚を噛むことによって感染するが、筋組織

になると医療機関でビタミン剤が処方されるそうだが、貧し

が破壊されて腹部膨満を呈したり、心肥大を呈するまでは

いころに存在した医療習慣がいまだに生きているということ

20年余がかかると言われており、日本においては確定診断

なのだろう。そういう流れでビタミン剤の処方を求められるこ

にも苦労する。ただし、放置しておくと心破裂による突然死に

とも少なくないが、保険診療でビタミン剤を処方するには、そ

つながりかねない。アマゾン河流域出身のブラジル人で、心

のビタミンが体内に足りないという検査結果が必要である。

電図で心肥大が指摘されると、
このシャーガス病を疑わねば

また、現在の日本の食糧事情で特定のビタミン剤がどうして

ならない。

も必要という栄養状態は考えにくい。このような事実を説明

このような日本には存在しない疾患については、熱帯病の

して処方していない。

専門家でなければ正確な診断は難しい。症状から通常考えら

⑬妊娠を病気と思っていない

れる治療を行ってみて改善が得られない外国人のケースが

妊娠の後期になり、はち切れんばかりのおなかになってか

あるならば、自分の知り得ない病気の可能性を考え、保健福

ら出産できる病院を探して、見つからず途方に暮れたフィリピ

祉事務所や専門家に相談すべきであろうと考える。

ン人女性がやってきたことがある。発展途上国では妊娠を病

⑮院外処方の際には気をつけて

気とは思わずに、妊娠がわかってからは「次に病院に行くとき

以前は、処方箋をわたすと街中の通常の薬局に処方箋を

は出産するとき」と呑気に構えていることがあるらしい。そう

持って行ってしまい、極端な場合は当日に薬を受け取れない

いう人たちは、日本にやってきても故国にいるときと同じ行

というケースまであった。どうしてそのようなことが起きてし

動をする。日本においては、妊娠の前半は１カ月に１回、産科

まったのかというと、厚労省の指導により、
クリニックの窓口

で母子の健康状態をチェックし、妊娠後半になると２週間に１

で特定の保険薬局について案内できないからである。ところ

回のペースでチェックすることになる。産科は最も訴訟が多

が外国人の場合、黙って院内処方箋を渡してしまうと、先のよ

いといわれる診療科であり、さらに今まで医療機関を受診し

うに保険薬局ではない街中の薬局に持って行ってしまうこと

ていない妊婦の出産となると、危機管理からも受け入れを断

が何例か続いてしまったので、今は外国人に限り、最寄りの保

る医療機関の気持ちも痛いほどわかる。ゆえに、妊婦を見つ

険薬局の道順を教えてさしあげることにしている。

けたら必ず産科を定期的に受診するように、母子手帳などの
日本の制度を含めて説明していただきたい。
⑭疾患の違いに注意
2016（平成28）年末現在、日本の住民基本台帳に掲載さ
れている人の中で、外国人が占める割合は1.76％であるに

さまざまな問題はあるものの、外国人の患者も日本人同様
に温かく診ていただきたいというのが、筆者の偽らざる気持
ちです。隔月連載をお読みいただき、ありがとうございまし
た。
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