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市民医療フォーラム２０１１（会長挨拶）
会長

山 光

進

皆様、こんにちは。札幌市医師会会長の山光
です。
本日の市民医療フォーラム２
０
１
１に、多数の皆
様にご参加頂き、厚く御礼を申し上げます。
本年３月１
１日、東日本大震災が発生しまし
た。お亡くなりになられた方々のご冥福をお祈
り申し上げ、悲しみをこらえて日々頑張ってお
られる皆様の、ご健勝と一日も早い復興を衷心
より祈念申し上げます。
札幌市医師会は私が会長となりました３年前
から、「患者さんの自己負担の軽減」を最重要
事項として取り組んでおります。長引く不況に

山光

進 会長

より世帯の可処分所得は減少しており、受診を

１
０月２
９日から新しい世界が始まります。自然災

必要とする皆様がご苦労されていることは、強

害の多いことが、この世界の移行期に関係ある

く認識しております。
「お金が足りないので、医

かどうかは分かりませんが、マヤの長老は新し

療機関を受診できない」などということがあっ

い世界では物事が変わると言います。変わるの

てはいけません。
「自己負担の最大を３割から２

は物質ではなく、人間の考え方と言われていま

割に引き下げ、高齢者と低所得者の負担限度額

す。私は自然と人間が調和して、共に豊かにな

を現在の２分の１とする」施策を、政府と国会

れる世界を希望し、期待しています。

議員にお願いしているのですが、国にお金がな

本日の基調講演は桑田真澄さんにお願いしま

いとのことで、なかなか実現いたしません。国

した。野球の桑田選手のことは皆様、良くご存

の一般会計の来年の予算は概算で９
８兆円とのこ

じと思いますので、ご紹介を省略させて頂きま

とですが、税収は４
３兆円程度で確かにお金が足

す。桑田さんは大変真面目で努力家で、一所懸

りません。ただし、別に、特別会計には約２
３
０

命に人生を生きているように、お見受けいたし

兆円の収入があります。特別会計を少し節約し

ます。私も桑田さんの真摯な姿勢を学ばなけれ

て、５％で１
０兆円を超えますので、特別会計の

ばと思います。本日はどのようなお話をされる

削減を行ったら良いのではないかと、私は思う

のか、大変楽しみです。

のですが、何故かそうはなりません。残念なこ
とです。
話は変わりますが、コルマン・インデックス
に拠りますと、南米のマヤ文明は１
３の暦を同時
に使っています。この１
３の暦が今年の１
０月２
８日
で全て終了します。紀元前３
１
１
４年８月１
１日に始
まったこの世界が１
０月２
８日に終了するのです。

明日の世界が私たち全員にとって、より暮ら
しやすい社会になるように、札幌市医師会も頑
張って努力して参ります。どうぞ、皆様のご理
解とご協力を宜しくお願いいたします。
皆様、今日一日を楽しくお過ごしください。
ご参集ありがとうございました。
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「市民医療フォーラム２０１１」報告
地域社会部長
平成２
３年１
０月２
２日（土）午後１時より、札幌
市民ホールにて、「市民医療フォーラム２
０
１
１」
が開催されました。ここで、その概要について

笹 本 洋 一

ョンには３名の先生方に、それぞれ講演をお願
いしました。
第１部の桑田真澄さんは「夢をあきらめな
い」と題して、お話しされました。冒頭、桑田

報告いたします。
このフォーラムは、札幌市医師会と札幌市の

さんの紹介となるビデオが上演されました。

共催により、札幌市民のニーズに沿った健康と

PL学園時代の３年間に、５季連続で甲子園に

医療をテーマに、障害者を含めた多くの市民に

出場し、優勝２回、準優勝２回を獲得。ドラフ

参加していただこうと、平成１
６年から開催さ

ト１位で巨人に入団し、沢村賞などを受賞。

れ、今年で８回目となりました。会場では、札

２
０
０
６年に大リーグのパイレーツに入団、負傷す

幌聴力障害者協会の協力で手話による舞台上で

るもメジャー初登板、と記憶を呼び起こす内容

の同時通訳と、札幌身体障害者福祉協会「ふき

でした。桑田さんは、１
９
６
８年４月１日生まれな

のとう」の協力で、文章による要約筆記のスク

ので、同学年ではいつも背が小さかったそうで

リーン拡大表示を行っています。事前申し込み

す。小学校では先輩からいじめられて、挫折し

は２，
３
０
０名を超えましたが、会場の容量と安全

そうになりましたが、その試練を我慢と努力で

上の問題から、全員に入場整理券をお渡しする

乗り越え、中学時代には抜きん出た投手に成長

ことはできず、当日会場には１，
４
１
１名の市民の

しました。その桑田さんがPL学園で初めて同

方々にお越しいただきました。

学年の清原和博さんに会って、その大きさにビ

司会進行はフリーアナウンサーの橋本登代子

ックリしたそうです。そこで２度目の挫折を経

さんでした。開会にあたり、札幌市医師会を代

験。それでも母親の後押しもあり、外野の玉拾

表して山光進会長と、札幌市を代表して渡部正

いを続けながら、試練を乗り越え、PL学園の

行副市長が挨拶されました。

黄金時代を築いたそうです。本物に触れること

今回のメインテーマは、「認知症と介護、そ

が一番重要で、大リーグにも本物のマウンドで

の時、私たち家族にできること」です。第１部

投げることを目的に入団したそうです。講演で

の基調講演は元プロ野球選手の桑田真澄さん

は、会場の市民に舞台に登壇してもらい、イン

に、第２部の健康トーク＆パネルディスカッシ

タビューしたり、クイズをしたり、握手をした

渡部

正行 札幌市副市長
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真澄 氏

りと、笑いを誘いました。協力してくれた市民

事だそうです。一方、脳血管性認知症は個性が

ひとりひとりに直筆の色紙を渡し大歓声を浴び

強調されるので、個別的対応を重視することが

ていました。最後に、再びユニフォームを着る

重要だそうです。新しい概念のレビー小体型認

ことになるでしょうと、お話して講演を締めく

知症は、物忘れ、幻視が多いそうです。講演で

くりました。

は、その患者さんと生活介護のVTRを通して

第２部では「認知症患者と家族の接し方」に

介護の現実を提示してくれました。他方、うつ

ついて、健康トークがありました。初めに、五

病には、精神症状と身体症状があり、朝に調子

輪橋産科婦人科小児科病院医師の丸山淳士先生

が悪く睡眠障害や体の不調が多いそうです。介

が、「治る見込みのない病人の介護…あなたも

護者は一人で悩まず、暮らしに楽しみやリフレ

倒れないために！」と、講演されました。認知

ッシュを取り入れる事が大切とまとめられまし

症の介護では「治る見込みがないから」、など

た。

が原因でストレスがたまるそうです。もしスト

最後に、旭町医院院長の堀元進先生に「喜び

レスがたまったら、休息型リフレッシュ、発散

も悲しみも幾歳月」と題して講演していただき

型リフレッシュ、創造型リフレッシュを試し

ました。介護者が初心者のうちは、戸惑ったり

て、自分を変えることで、うつになる危険を避

悩んだりして対応方法がわからないが、ベテラ

けることができるそうです。自分を変える、希

ンはそれなりに対応し得る状態になることをお

望を持つ、反省しない、明日の心配をしない、

話しされました。実例として、たくあんをたく

小さな自信を持つ、大きな感動と感謝の気持ち

さん買い求める夫人とその家族の話をされまし

を持つ、自分を変えていくのが大事と、まとめ

た。昭和３
２年の映画「喜びも悲しみも幾歳月」

られました。

のスチール写真やご自身のご家族の写真を示し

次に、毎週火曜日に札幌テレビ放送

ながら、家族の話、旅行の話、人生の話などを

モーニング」レギュラー

通じて、人生の意味についてお話しされまし

コメンテーターのときわ病院院長の宮澤仁朗先

た。時に方言を交えながら、とても親しみのあ

生に、「認知症介護とうつ病」について講演し

る講演でした。

（HTB）
「イチオシ！

ていただきました。認知症には脳血管疾患型、

３名の先生のお話のあとで、橋本登代子さん

アルツハイマー型などがあります。初発症状

の司会により、パネルディスカッションがあり

は、記憶障害、見当識障害、つまり、日時、場

ました。丸山先生から、「介護の際に認知症患

所がわからなくなることが多いそうです。アル

者は感情が残っているので、相手に合わせるこ

ツハイマー型は最も多く、身体的障害がほとん

とが重要」
、「いい薬が多いので、早く病院に行

どなく、現実離れした世界に入ってしまうた

くことが大切」
。宮澤先生から、「病院に連れて

め、集団生活を通した対応を重視することが大

いくためには、かかりつけ医からすすめたり、
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宮澤

進 先生

仁朗 先生

パネルディスカッション

第三者からすすめたりしてもらうのが有効」。

年より４
０歳代、５
０歳代の方の参加が増えており

堀元先生から、「日本では在宅介護が多く、高

ます。内容については、大変良いが６
３．
３％、良

齢者が多い。患者が病院に来られるかどうか

いが２
６％で、併せて８
９．
３％の方が良いと回答し

は、やってみるしかない」
、「認知症をささえる

ており、「桑田氏の『努力』や『試練』の話な

家族の会、SOS徘徊ネットワークなど地域や周

ど、情熱と哲学に感動した」
「認知症患者の実例

囲の人が助け合う組織がある」との話を聞くこ

を合わせたお話でとても参考になった」などの

とができました。

ご意見をいただいております。これらを踏ま

市民医療フォーラムでは、参加された市民の

え、来年度もさらに多くの市民の方々に参加い

方にアンケート調査を行っております。今回は

ただけるような企画を検討したいと思いますの

８
７
２名の方に回答いただき、年代別では、６
０歳

で、皆様のご協力をよろしくお願いいたしま

代が２
６
２名、７
０歳代が２
４
１名と多いのですが、例

す。

