








Topics

07

第14回
がんについて 知っておきたいこと
２人に１人がかかる

AYA（あや）世代とは、Adolescent and Young Adult（思春期・若年成人）の頭文字を取ったもので、思春期（15歳～）から
30歳代の方があてはまります。この世代は、就学、就職、結婚、出産、子育てなど様々なライフイベントを経験します。人生の中で最
も夢と希望を抱く時期である一方で、非常に不安定な時期とも言えます。
日本では年間2万人のAYA世代の人ががんになると推定されています。このような時期にがんと診断されることは、大変受入難

く、理不尽に感じるものです。また、他の年代とは異なる、さまざまな悩みや困りごとが生じると言われています。
AYA世代でがんと診断された人に向けた情報サイトをいくつかご紹介します。信頼できる情報を得ることは病気と向き合うため

の手助けになります。

⒈ 「AYA世代の人へ」がん情報サービス（国立がん研究センターが運営する公式サイト）
困った時や悩んだ時のために、知っておくと役立つ情報です。（※②③にリンクできます）
AYA世代のがんについて・検査・治療（病院の探し方、副作用など）・療養（周りの人との関わり、学校、仕事など）に
ついてなど

⒉ AYA世代のがんとくらしサポート（国立がん研究センター研究開発費によって作成運営されているサイト）
暮らしに役立つ情報や、同様の体験した経験者の体験談を読むことができます。

⒊ 若くしてがんになったあなたへ（一般社団法人AYAがんの医療と支援のあり方研究会）
がんと共に生きる若者を支える LINE公式アカウント　AYA（＠ayaken）を運営
AYA世代の方が気になる情報がまとめられています。
学校のこと・仕事のこと・外見が気になる・将来子供ができるか心配・恋愛・結婚は？
体験談が読みたい・AYA世代のがん患者さんと交流したいなど

「AYA（あや）世代」という言葉をご存じですか？ がん相談支援センター
専従看護副部長　穴吹 いづみ

● 

● 

● 

『あなたの大切なお薬の記録』＝お薬手帳 高松赤十字病院 薬剤部
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るためには１冊にまとめておくことが大切です。
お薬同士で効果を弱めたり、反対に効きすぎて副作用が発現
したりすることもあります。このようなことを未然に防ぐために
も大切です。

◎医療機関や薬局に行くときには、毎回忘れずに持っていきましょう
『いつも同じお薬をもらっているけど、毎回持っていかないとい
けませんか？』
どれくらいの間隔でお薬をもらっていて、最後にもらったのが
いつなのかというのも大切な情報です。最新の情報であること
も重要です。
◎市販薬や健康食品を飲んでいる場合にも記録しておきましょう
お薬の効果に影響を及ぼすものもあります。
◎事故や災害などの緊急時に備えて、健康保険証と一緒に常に
持ち歩きましょう
災害時、お薬手帳を元に処方してもらえ
たり、治療に役立ちます。
◎お薬のことでわからないこと、困ったこと、
気になることかあればメモしておきましょう
新しいお薬を飲み始めて、気になる症状
があったり、聞きたいことがあったりした
ときは空いたところにメモしておき、次回
受診の際に伝えたり、自分の記録として
残しておきましょう。

●「白い錠剤のコレステロールの薬を飲んでいます」
　「細長い白色の薬を飲んでいます」
現在飲んでいるお薬についてお聞きすると、こんな風に教えて

くださる方がいます。でも白い錠剤はたくさんありますし、お薬の
名前や量は色だけではわからないこともあります。
お薬手帳とは、処方されたお薬の名前や飲む量、回数、飲み方、
注意することなどを記録するためのものです。いつ、どこで、何日
分処方され、どれくらいの期間飲んでいるか、現在どんな治療を
しているか、過去にどのようなお薬を飲んだことがあるかなど、お
薬の情報を的確に伝えることができます。

●お薬手帳を持っていると、こんなことに役立ちます！
■お薬の飲み合わせや重複の確認
■アレルギー・副作用歴の確認
■手術や処置前に休薬が必要なお薬の確認
副作用は、飲み始めてすぐに出現するもの、数日～数ヶ月後に

出現するもの、脱水や食欲低下など体調の変化を契機に出現す
るものなど様々です。命に関わるものもありますので、同じお薬に
よる副作用の再発予防が大切です。
また、手術や処置前に休薬が必要なお薬の確認も出来ます。
お薬によって、休薬期間も異なります。
◎医療機関や薬局ごとに分けず、全てのお薬の記録を１冊にま
とめておきましょう
お薬の飲み合わせや同じお薬が処方されていないかを確認す

06

Topics

かかりつけ薬局を持てば安心！

お薬手帳はなぜ必要？
薬局へ行くと「お薬手帳持っていますか？」と毎回聞かれるでしょう。お薬手帳には今までに処方してもらったあな

たのお薬の内容が書かれているのはご存じのとおりです。
薬局の薬剤師はあなたが使っているお薬を毎回手帳で確認しています。それは今日のお薬との相互作用はない

か？重複しているものはないか？などを確認しているのです。新しい薬が処方されていたり用量が変わっていたりし
たら、それを薬歴簿に記録しています。
初めて行く診療所、新たに検査をするとき、医師も手帳で今までの治療内容を確認します。それは安全な医療を実
施するために必要な情報が書いているからです。医療機関にかかるときは必ずお薬手帳を持っていきましょう。

あなたが何でも相談できる身近な保険薬局（＝かかりつけ薬局）を決めておくと安心して生活できます。
このコーナーでは毎回ちょっぴり役立つ情報をお伝えするとともに、かかりつけ薬局を紹介していきます。
是非参考にしてくださいね。

（一社）香川県薬剤師会　安西　 明

　 イオン薬局綾川店
綾歌郡綾川町萱原822-1
TEL：087-876-6224　FAX：087-876-6225

イオン綾川店1階にある調剤薬局です。
当店は365日調剤対応致しております。
駐車スペースも多くご来店いただき
やすい立地です。お買い物ついでに是
非お立ち寄りくださいませ！

1

　 たきのみや三好薬局
綾歌郡綾川町滝宮479-10
TEL：087-876-0316　FAX：087-876-3507

調剤薬局機能はもちろん、介護・衛
生用品・パンやお弁当などの販売も
行っています。また、職場体験学習
の受け入れや学校等での講演も行
い、地域の現在、未来にも貢献して
います！
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　 ダイヤ薬局 滝宮店
綾歌郡綾川町滝宮556-６
TEL：087-870-8101　FAX：087-876-5266

琴電滝宮駅より徒歩4分。薬局横に
無料駐車場も完備。様々な病院から
の処方箋対応だけでなく、コロナの
無料検査事業や介護相談など、健
康に関することはダイヤ薬局滝宮
店までご相談ください。

3

　 もみの木薬局 滝宮店
綾歌郡綾川町滝宮491-6
TEL：087-876-9381　FAX：087-876-9382

当薬局は滝宮総合病院の門前にあ
ります。
患者様のかかりつけ薬局としての
ニーズにお応えするため、一包化、
残薬調整、健康など、気になる事に
ついてお気軽にご相談下さい。
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　 もみの木薬局 綾上店
綾歌郡綾川町山田下2158-1
TEL：087-878-1193　FAX：087-878-1192

当薬局は地域の皆様がご利用しや
すいように親切・丁寧な対応を心が
けております。
市販薬も取り扱っており、店頭にな
い商品も取り寄せて対応致します
ので、お気軽にご相談下さい。
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　 （有）辻上薬局 綾上店
綾歌郡綾川町山田上甲1331-3
TEL：087-878-3782　FAX：087-878-3780

「医療を通して社会に貢献」を社是
に掲げ、地域の皆様のお役に立てる
かかりつけ薬局を目指しています。
薬のこと、健康のこと、介護のこと
など、なんでもお気軽にご相談くだ
さい。
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　 スター薬局 滝宮店
綾歌郡綾川町滝宮496-１
TEL：087-814-4886　FAX：087-814-4887

滝宮総合病院前にある薬局です。
門前病院以外にも高松赤十字病院な
ど多くの処方箋に対応しております。
地域の「かかりつけ薬局」として、皆様
の健康増進に貢献できるよう努力し
ます。
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当院は明治40年6月1日に開院し、今年で115周年を迎えました。
そこで現在、当院では病院や閉校した看護学校の歴史を伝える
ブースの整備計画を進めております。しかし、当院は戦争で全焼
したこともあり、開院から昭和にかけての資料をほとんど保有し
ていない状況です。
そこで、もし皆さまのおうちなどで明治～昭和時代の当院や看
護学校に関する品（書籍・写真・葉書・診察券・パンフレット…
etc）をお持ちでしたら、ぜひとも寄贈もしくは複製をお願いできま
せんでしょうか。
寄贈・複製させていただいた品は当院で大切に保管するととも
に、順次展示品として使わせていただく予定です。何卒ご協力を
宜しくお願い申し上げます。

当院の理念は「人道・博愛の実践」です。大きな病気や怪我の時に受診したいと思っていただけるように信頼される病院であ
り続けたいと思います。しかし、現在の医療を取り巻く環境は大変厳しいものとなっており、当院の使命を果たしていくための
医療体制の充実や高度医療機器を整備していくために必要な財源の確保に苦慮しております。 
私たちは、これからも高度で質の高い医療を通じて、地域医療に貢献していきたいと考えておりますので、特段のご支援を賜
りますよう宜しくお願い申し上げます。 院長 西村 和修 

■ 63号の表紙 ： 理学療法士　古巻　海森

〔Cover & P1～P6〕 Photo by Shigenobu Nabesaka（Sun Studio）

今回の表紙はリハビリテーション室で撮影しました。２年目の古巻さんは現在、循環器内
科・心臓血管外科の患者さんのリハビリを多く担当し、先輩の助言を元に日々成長を遂げ
ているところです。将来はしんどいリハビリも一緒に楽しく頑張れる理学療法士を目指した
い、と語ってくれました。笑顔がとても素敵で、きれいな写真に仕上がったかと思います。ぜ
ひ感想をお聞かせください！

当院ホームページに詳細を掲載しています。

https://www.takamatsu.jrc.or.jp/about/donate/

高松赤十字病院総務課
TEL：087-831-7101（代表）　FAX：087-834-7809  

 

種　別   

初診時選定療養費

再診時選定療養費

時間外選定療養費

 

 

  

施行日：令和4年10月1日 

当院を受診される方へのお知らせとお願い
現在当院では、紹介状なしに受診された方や休日、夜
間など時間外に受診された方については、健康保険法
施行規則等の省令に従い、医療費とは別に選定療養費
をご負担して頂いておりますが、令和４年度診療報酬改
定において、この料金の見直しを行うこととなりました。
つきましては、新料金での運用について以下のとおり
施行しますので、ご理解のほどよろしくお願い致します。  

5‚500円

2‚750円

5‚500円

現行料金（税込）

7‚700円

3‚300円

7‚700円

新料金（税込）

当院の古い資料を探しています

高松赤十字病院 総務課

　
　
　

連絡先はこちら

TEL：087-831-7101（代表）　FAX：087-834-7809
mail：somu@takamatsu.jrc.or.jp

開院当時の高松赤十字病院

※入院が必要な方など緊急性があると判断される方は対象となりません。

高松赤十字病院へのご寄付のお願い

申し込み先・
お問い合わせ先

昨今、糖質制限食が脚光を浴びています。減量目的で、摂取エネルギー量を減らす方法として、主要なエネルギー源
となる糖質が過剰にならないよう意識する事は重要です。例えば、無理なく継続できる減量方法として、主食をこれまでの
8分目に…と意識する事は理に適っていると言えるでしょう。その反面、主食抜きの様な極端な方法はリスクを伴い
要注意です。(次回テーマ予定）
また、食事の組み合わせも重要です。主食に偏った食事は、食後血糖値の急上昇を招きやすく、体内では血糖値を
下げるホルモンであるインスリンが過剰に分泌され、血糖値の調整のみならず体脂肪の蓄積を促す様に働きます。
主食に主菜や副菜をバランスよく組み合わせて食べる事で、消化吸収速度は緩やかになり、食後血糖値の急上昇を
防ぎます。特に食物繊維はその効果が高く、食物繊維豊富な野菜をたっぷり添えて食べる事が、体型や健康寿命の
維持の秘訣と言えます。
同じ炭水化物でも、食物繊維は体内で消化されにくくエネルギー源となりません。減量したい時こそ、野菜やキノコ類、
海藻などで、ボリュームupして美味しく食べましょう♪

炭水化物＝糖質＋食物繊維の総称　→　糖質は控え目に。食物繊維はたっぷりと♪

食事は、主食・主菜・副菜を揃えて適量を♪

麺類は具沢山で♪ 食事例　～ナポリタンスパゲティ～

03 日赤ヘルシー便り

～炭水化物編～
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vol.8検査部コラム

血圧脈波検査は、血管の硬さ・詰まりの程度をみる検査です。生理検査室で行います。

血圧脈波検査について紹介します血圧脈波検査について紹介します

血管は加齢に伴い弾力性が失われ、コレステ
ロールなどが溜まり、硬くなったり狭くなったり
します。そのような状態を動脈硬化といいます。
動脈硬化が進むと、脳梗塞や心筋梗塞などの命
にかかわる病気の原因となることが知られてい
ます。また、動脈硬化はある程度進行してから
でないと自覚症状は現れません。動脈硬化の程
度の評価や血管障害の早期発見に、この血圧脈
波検査が用いられます。また下肢動脈の狭窄・
閉塞を評価する検査としても使われます。

血圧脈波検査では、CAVIとABIの2つの数値が
算出されます。
CAVIは、心臓から足首までの動脈の硬さの
程度を表し、
9を超えると動脈硬化が進んでいる可能性があ
ります。
ABIは、足の動脈の詰まりの程度を表し、
0.9を下回ると動脈が詰まり気味で血行が悪く
なっている可能性があります。

結果の見方

左足の動脈に軽～中程度の閉塞または狭窄の可能性があります。

麺を控えめに。
パンではなく
サラダやソテーを
添えて♪

注意
範囲

1.4 1.0 0.9

正常
範囲

注意
範囲

詰まりの
疑い

動脈の
詰まり
ABI

あなたの血管は、

「詰まっていませんか？」

右  正常範囲です。

 ABI　1.02
左  末梢動脈疾患の疑いがあります。

 ABI　0.56

CAVIが高値です。

 右　CAVI　9.2
 左　CAVI　9.2

8.0 9.0

正常
範囲

注意
範囲

※図はイメージであり、実際の状態を表すものではありません。

動脈硬化の
疑い

動脈の
硬さ
CAVI

あなたの血管は、

「硬くなっていませんか？」




