
ご自由にお持ち帰り下さい。

饉賀希キ
オ■午もどうぞよろしく

お願い申に上げます

0 0

日本医療機能評価機構

,  

審

ⅢⅢII、
ⅢI‖F

穐
■

ロ

ロ

■

ロ

ロ

一日

・□

一

.喘‖柿1濃

正信会水戸病院
水戸病院デイケアセンター

介護老人保健施設 ニューライフ須恵

あすなろ訪問看護ステーション

あすなろヘルパーステーション

ケアフイド21

須恵町在宅介護支援センター2003年 1月(新春号)



「介護報酬改定:こついて」
工信会 水′病院 ヨ1院長

介護老人保徒え 設 ニューライフ須恙 施設長

ま す だすみひろ

増口住博

新年明けましておめでとうございます。

今年はいよいよ介護報酬改定の年であります。介護保険制度

は在宅介護を重視 したね!度ですが、今回の改定では申l度発足

以来2年以上経った経験から更に在宅ヘシフトされたものになる

だろうと推沢1されます。

昨年の診療報割N改定では利用者に自己負担を強いるものと

なりました。入院期間が 80日 を越える患者に対する入院基本

料の特定療養費化(不1用者負担の発生)、また今年4月 からは

健康保険本人、家族(入院)の一部負担の2'1から3割へのラ|き

上げ、保険料のデ1き上げが予定されています。

介護保険に関しては利用者、またはオ1用可能な対象者の中に

は、まだまだ介護保険のオ1用方法を十分理解されていない方も

多数いらっしゃいます。私逹の周囲には介護サービスに関する社

会資源も種 あ々りますので、十分検討して活用して欲しいと思っ

ています。

現在、高齢化が進む中、広域逹合では平成 9年 には後期 高

齢者(75歳以上)の数が前期高齢者(65～74歳 )の数を上回る

と予測されています。高齢になればなる程、色んな病気も発症し

易くなります。また痴呆になる確率も高くなってきます。5歳年をと

れば痴呆発症も2倍 に増えると云われています。これからは痴呆

性高齢者をどうやって地域で支えていくかが大きな課題になって

くると思われます。

最近、介護子防という言葉をよく耳にしますが、出来るだけ介護

されずに済む様な健康管理に注意すべきでしょうし、現に介護を

必要とされている方はいわゆる“生活の質"を考えて、生き甲斐

を感じる様な生活を送って頂きたいと思います。私逹正信会は

景言籠 ふ纏撃l斃電晨τβ・で鰍粕亀ずヽ
今年もどうぞ健康に恵まれた年になります様、願っています。

医療法人社団 正信会



一般的だ″われる丘雄 デ∵夕の月方の
ラιどま
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前回17号 に引き続き、診療や健康診断で行われている血液検査の代表的な項目
について説明いたします。

今回は「生化学検査」で、説明する7項 目は特に基本的な項目で、肝機能の状態

や、血糖、中性脂肪、コレステロールなど、「生活習慣病」の指標となる重要な項目で

す。

AST(GOT)

ALT(GPT)
トランスアミナーゼ)

ЧDヒ ーcho
リポ蛋曰コレス

テロール)

牛

まうる

宇～

名 称 ・項 目 異 常 を 示 す 疾 患 等

(AST)13-331U/1
(ALT)3～ 301U/1

[高値]各種の肝・胆道疾患 (急性・慢性肝炎が

代表的)、心筋梗塞、筋肉疾患 (筋炎な

ど)、溶血性貧血。
AST、 ALTは 主として肝、′ふ筋、血球に分布す

る為、これらの組織が破壊されると血中に逸脱

して高値を示す。

v―GTP

～
―グルタミル トラン

ス ベブチダーゼ)

正常値    0～ 501U/1 [高値]飲酒者で上昇する事があり、必ず病的と

は限らない。肝炎 (アルコール性肝炎も

含む)、胆管・胆嚢疾患、肝癌等で上昇。
肝内で生成される酵素で、肝、胆道系疾患を反

映する。

T―cho
(総]レステロール)

128^´219m9/dl [高値]各種の家族性の高脂血症、肥満、糖尿

病。

肝・胆道疾患による排泄異常、ネフロー

ゼ(合成の促進)。甲状腺機能低下症。

原因不明で若干低値を示す人もいる。

[低値]重症肝障害、消耗性疾患、甲状腺機能

克進症。

肝がコレステロール代謝の主要臓器である。

血中の脂質は種々のアポ蛋自と結合してリポ

蛋白を形成している。特に低比重のリポ蛋自コ

レステロール (LDL―cho)は動脈硬化を促進す

る。(悪玉コレステロール)

正常値   41～ 96mO/dl [低値]肥満、糖尿病、喫煙等。肝不全、腎不全。

[高値]遺伝的に高い場合がある。アルコール

摂取。
“善玉コレステロール"とされ、動脈硬化防止

作用を有する。

T―choの 一部を形成している。

低くならないように注意する。

TG
(トリグリセライト)

中性脂肪

正常値  30～ 150m9/dl [高値]各種の家族性の高脂血症、肥満、糖尿

病、アルコール摂取、ネフローゼ、甲状

腺機能低下症。

[低値]重症肝障害、消耗性疾患、甲状腺機能

克進症。

動脈硬化症との直接な因果関係ははつきりし

ていないが、高くならないようにしたい。

食事により数値が変動するので、朝食絶食にて

採血を行う。

GLU
(勿レコース)

血糖

正常値  60～ 11 0mg/dl [高値]糖尿病ではインスリンの分泌異常があ

り、高血糖となる。その他の幾つかのホ

ルモンの分泌異常も原因になる事があ

る。

[低値]比較的稀ではあるが膵臓の腫瘍よリイ

ンスリンが過剰に分泌される場合。そ

の他肝不金、肝腫瘍、副腎不全等。時と

して糖尿病経□薬、インスリン注射等。

体のエネルギー源として重要なもので、食物か

ら吸収されるもの、肝で合成され放出される

ものがあり、その値は主として膵臓から分泌さ

れるインスリンにより調節されてしヽる。
※食後の検査では高値になります。
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明けましておめでとうございます。新しい年を迎え、「今年も皆さまにおいしい情報を

提供できるベージでありたい」と、栄養部―同気持ちを新たにしています。本年もよろし

くお願いします。

さて、お正月といえば「おせち料理」ですね。それぞれのご家庭で伝統的な、あるいは

新しいスタイルのおせち料理を囲んでいらつしゃることと思います。何気なく食べてい

るおせち料理ですが、実は料理一つひとつに新しい年をより良く暮らすための様々な

願いが込められています。いくつかご紹介しましょう。

《黒豆》
苦労をいとわずに働く忠実(まめ)と達

者健康を意味する「まめ」をかけ、まめ

に暮らせるようにという願いが込めら
れています。

《ごまめ》
「五万米」と字を当て、五穀豊穣を願つ

ています。かつては田の肥料としても使
われていたことから「田作りJともいわ

れます。

《数の子》
にしんの卵なので、二親(にしん)から、

たくさんの子どもができることにあや
かつて、両親健在でたくさんの子どもに

恵まれる「子孫繁栄」を願っています。

《栗きんとん》
「金団(金のかたまり)」と書き、経済発展や豊かな暮

らしを願います。

栄養部では生活習慣病を予防・改善するための栄
養教室を開催いたしております。



3病棟主任佐佐木 繁子

3病棟を紹介します。

3病 棟は外来待合室奥のエレベータで上

がった4階 にあります。

ベッド数32床 の療養型病棟です。

脳出血や脳梗塞などの後遺症による半身

麻痺や骨折後の患者さまのリハビリテー

ションをはじめ、慢性の呼吸器疾患、循環器

咲 患、他、1病棟で急性期の治療は終わつた

が、すぐには在宅での療養が困難な方々の

自立支援の為の看護・介護を中心に行つて

おります。

その他にも生命を維持する為の自立支

援、すなわち呼吸管理などの必要な方々も

おられ、支援の方法は一人ひとり異なりま

す。

その方の日常生活自立度に合つた支援の

方法を他部門のスタッフとも話し合い協力

し合いながら毎日頑張つています。

また、当病棟ではレクリエーションにも力

を入れ、月 1回 の誕生会を兼ねた月レクリ

エーションと、週 1回 のミニレクリエーショ

ンを合わせて月5回 行つております。

内容は歌やお芝居、踊りをはじめゲームや

物作りと変化に富み、患者さま、スタッフ共

に楽しんでやつています。

ただ楽しむだけでもいいのですが、レクリ

エーシ∃ンを通じて少しでも療養生活の活

性化や他の患者さまとのコミュニケーシヨ

ンの場になればと考えています。

当病棟の患者さまは自宅退院、または老

健施設を経由しての退院という形がほとん

どですが、慢性疾患をもつておられる方が

多く、状態が悪化し、すぐにまた1病棟へ入

院するということも多々あります。

できるだけ在宅での生活が長く続けられる

よう退院前からソーシャルワーカー、訪問

看護、デイケア、在宅支援センターなどと連

携を取り合いながら退院を進めていってお

ります。

今後もスタッフー同、頑張つていきますの

で、どうぞよろしくお願いいたします。F■



《胃漬瘍とは》
胃は食べた物を腸で吸収されやすい形に変え

るところ、つまり消化するところです。胃の中には

胃酸というとても強い酸があり、その酸によつて

食べた物が容かされます。

食べた肉が溶けるということは、人間の胃も同

じ「肉」でできていますので、胃酸で溶けてしまう

危険があります。

健康な状態ですと、図 1に示すとおり「防御因

子」と「攻撃因子Jのバランスがとれていて、胃の

内側表面がきちんと胃粘膜によつて保護されて

おり、胃酸で自分の胃を消化することはありませ

ん。

(図1)

防御因子
・胃粘膜保護作用
・粘膜血流

しかし、防御因子の低下、あるいは攻撃因子の

増強、またはその両方が同時に起こることによ

り、胃粘膜が破壊され、胃酸が自分の胃を消化し

て、胃壁に穴があく状態になり、これを「胃潰瘍」、

「消イビ性潰瘍Jとよんでいます。

また、最近は「ヘリコパクター・ピロリ」という菌

が胃潰瘍の原因といわれています。

漬瘍の状態、いわゆる「穴の深さ」の度合いによ

りULl～ UL4に 分類され、一番軽いULlを 「び

らんJとよび、一般的には「胃炎」といわれる状態

で、漬瘍になる一歩手前の状態です。

一番重症で潰瘍の深さが胃の漿膜(しようまく)

まで達したもの(∪L4)で 、胃の外側まで穴が穿

通した状態のを「胃穿孔(せんこう)Jとよび、緊急

手術が必要となります。

また、∪L2や ∪L3の 場合でも、漬瘍が発生し

た部位に太い血管が走つていると、大量の出血、

吐血を起こし、緊急の処置が必要となります。

《胃漬瘍の診断法》

胃漬瘍の診断には、①胃×線透視検査、②胃

'v視鏡検査の二つがあります。

①の胃×線透視検査はパリウムという×線非透

過性の白い液状の薬を約150～ 200cc飲 み、

×線透視を見ながら多方向から写真を撮つてい

きます。

地域の「胃がん検診Jなどでも一般的に行われ

ている検査法で、医療機関でも日常的に行われ

ている検査です。

胃の全体像がわかり、胃の筋層にできた病変も

わかりますが、体の外から胃の中の状態を撮影し

ますので、微小病変がわかりにくいなど若千の盲

点もあります。

ｒ
ｌ
士
Ｉ
ｒ
Ｈ
Ｌ
Ｉ

⑭　中螂螂　動　韓 ULl UL2 UL3   UL4

胃壁は図2に 示すとおり、「粘膜固有層」から

「漿膜(しようまく)Jまでの5層 からなっています。
[胃X線透視検査]
赤矢印のところに白い′ヽリウムの溜まtlとして漬瘍像
が描出されています.



②の胃内視鏡検査は、、先端にカメラが付いた

約 lcm位 の大さの管を、□から胃の中まで入

れ、直接胃の内面の状態を観察します。胃粘膜の

色調の変化もわかり、また、鉗子により病変部を

採取することにより、胃がんなどの悪性疾患との

鑑別が容易に行うことができます。

□から管を挿入するにあたり、若干の苦痛もあ

ります。

胃の粘膜面には異常がなく、その下の筋層に病

変がある場合には内視鏡ではわからず、それぞ

れの検査法には一長―短があります。

V

[胃内視鏡検査]
青矢印のところに自苔ておおわれた潰瘍が見えます。
漬瘍周辺は浮腫泳 盛り上がつています。

X胃 漬瘍の治療法》

①一般療法
1.食事

大量の出血時には絶食する必要があります。

基本的には食事制限は行わず、食欲に応じて

栄養を補給する方が潰瘍の治癒を促進しま

す。

急性期の大きな漬瘍がある場合は、固い食

物は避け、牛乳を中心とした高カロリー、高蛋

自の軽食を摂り、胃が空にならないよう少量

ずつ頻回に摂取すると効果的です。

また食生活の乱れも漬瘍の一因となるので、

規則的かつバランスの良い食生活にすること

で漬瘍の予防になり、その他生活習慣病の予

防にもなります。

2心 身の安静

精神的。肉体的ストレスが、漬瘍の大きな原

因となつています。

心身の安静をとることが必要で、場合により

入院療養が効果的な場合もあります。

3.嗜好品

ニコチンが胃粘膜血流を低下させるので、

喫煙は避ける。

また、過度の香辛料やアルコールは胃液の分

泌を克進するので避ける。

4そ の他の薬剤

非ステロイド系消炎鎮痛薬や副腎皮質ホル

モン薬など漬瘍を悪化させる薬剤は避ける。

②薬物療法

1.プロトンポンプ阻害薬

胃酸生成過程の最終段階であるプロトンポ

ンプを特異的に阻害することにより、胃酸分

泌を強力に抑制する。

2.ヒスタミンH2受容体拮抗薬(H2ブロツカー)

消化性潰瘍治療薬の中で使用頻度の高い薬

剤であり、世界中で最も多く処方されている薬

剤です。

最近は薬局で一般薬として販売されていま

す。

3.防御因子増強薬

プロトンポンプ阻害薬またはH2受容体拮抗

菓と併用されることも多い。

4.ヘリコパクター・ビロリの除菌

ヘリコパクター・ピDl」を除菌することによ

り、漬瘍の再発を抑えることができます。

《さいごに》
昔は胃漬瘍の薬が無く、漬瘍の胃切除手術が頻

繁に行われていましたが、近年は漬瘍薬の進歩

により、簡単に治癒するようになりました。

しかしストレスの多い現代社会、いかにストレス

をためないように生活していくか…。

ここ数年、H2ブロツカ~の T∨コマーシヤリレをよ

く見かけますよね。薬局で販売されるようにな

り、よく売れているようです。よく効きますしね。

ただ忘れないで下さい。その症状が胃潰瘍じや

なく胃癌の初期症状かもしれません。

40歳 過ぎたら年に1度、お近くの医療機関また

は健診施設で胃の検査をぜひ受けて下さい。
作成担当 画像診断都 弥永



)“<ポ ランティア0ミニ・コンサート>
2002年 11月 4日

il.ra.ra.ra/',tr r
あの有名な、元×一」APAN(エ ックス・ジャバン)の

Toshiが ニューライフ須恵に来訪。

美しい歌声と楽しいおしやべりを

ブレゼントして下さいました。

ボランティア

<老 健バスハイク>
2002年 11月 6日

太宰府天満宮で行われた「菊花展」を見に行
きました。

いいお天気に恵まれ

て、アツアツの梅ケ枝

餅も食べました。

<3病 棟レク・文化祭>
2002年 11月 10日

患者さまの作品を展示。

楽しい合唱と、紙ずもう大会

はっけよい、のこった1

真剣な表情をご覧下さしヽ

<3病 棟レ

"運
動会>

2002年 10月 11日

フレー! フレー! 3病 棟!

職員が学ラン、セーラー服姿になり、応援合戦
のはじまり、はじまり。

患者さまと一緒に盛り上がりました
(ちよつと,きずかしかつたかも…)`



<4病 市議翼勤会>
2002年 10月 15日

4病 棟にて、綱引き、玉入れ、風船バレーな

どの運動会を開催しました。
‐患者さまも職員も「赤組」と
「白組」に分かれて、一生懸命
頑張りました。

老健2階 岩越 太美子

老健3階の山崎さんよリバトン
タツチされました岩越です。

ニユーライフ須恵も早いもので9年 目になろうと
しています。その日、その時、その年は、苦労もあつ

たし、楽しい事もありました。ところが不思議なこと

に、その頃を振り返つても、やはり日々懸命に頑

張つている現在(いま)が最高に楽しく、生き甲斐
も感じるようです。

決して頑張りすぎているわけではありませんが、
日々の生活や仕事に対する目的があれば、おのず
と意欲も湧いてくるし、好結果も見えてくるような

気がします。

しかし今のご時世は、なかなかそういうプラス思

考の考えにはついて行けないのが現状のようで
す。権利はしつかり主張するけれども、義務を果た
す事は少ないように思えるのですが…。私も反省!

その義務を快く果たすためには、まず意欲が必要
と思います。どこに売つているのでしようか?

<4病 棟敬老会>
2002年 9月 12日

4病 棟ロビーにて敬老会を催しまし

た。
「風船芸」や「ちんどん屋」で盛り上

がり、楽しい一日でした

に 増帰′′ずみ→言本須子→冒渉→

“

→Z諸顔着→

“

昭和序→着題‰寿子

薬局に行けば「イ∃クミン」という薬があるとの

ことです。意欲もりもり…。ウソです。残念ながらそ
んな薬はどこにも売つていないようです。

では、どうすれば自己主張ばかりでなく、義務が

果たせるのか…。

やはり自分の置かれた立場をしつかり守り貫き

通すことでしよう。どんなに疲れていても仕事に出
かけて行く。そこに目的があり、待つてくれている

人の喜びがあれば、おのずと頑張れる。意欲は良
い人間関係から生まれて来るようです。

私はその点、義務をしつかり果たさせてくれる良
い仕事、スタッフ、上司に

恵まれたようです。ウフッ

では、3階 の「みまわり」
のような…、おつと「ひま

わり」のような山崎さんよ

り、老健デイケアの、超・

若きおばあちゃんになら

れた小野桂子さんにバト
ンタッチいたします。



昨年 同月1日より、リハビリテーションの診療時間を下記の通 り延長し、これまで 7時まで

のところを18口寺30分 までといたしました。

当院リハビリ室には常に理学療法士が勤務しており、r.Lさまの訓練・治療に対応しており

ます。これまでお仕事などの都合で診療時間に間に合わなかった方もぜひご利用下さい。

■正信会水戸病院 TEL(092)9353755/FAX(09の9356626
〒811-2298福 岡県粕屋郡須恵町大字旅石 115-483

診療科目 内科、小児科、消化器科、循環器科、呼吸器科、リハビリテーション科、
神経内科、アレルギー科、放射線科

ベッド数 163床 (一般病床28床、、特殊疾患療養病床48床、療養型病床32床、
診療時間 月～金 900～ 19:00/■ 900～ 1700

日曜 祝祭日休診(急患の方はこの限りではありません)

《理学療法室 診療時間》

月～金  8:30～ 18:30

±   8:30～ 17:00

ご不明な点、ご質問等ありましたら、当院リハビリ
スタッフまでお気軽にお尋ね下さい。

正信会水戸病院 理学療法室

通所リハビリテーション事業所

■水戸病院デイケアセンター

・    TEL(092)935-3フ55

介護老人保健施設

ロニユーライフ須恵

TEL(092)937-1055/FAX(092)931-8695

居宅介護支援事業所

ロケアワイド21

TEL(092)95フー3321/FAX(092)957-3322

訪問看護事業所

■あすなろ訪間看護ステーション
TEL(092)936-9653/FAX(092)936-9655

訪問介護事業所

■あすなろヘルパーステーション

TEL(092)936-9653

■須恵町在宅介護支援センター

TEL(092)937-0255
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あI十きしておめてこうございます。

2003年 、新しい年の始きιlです,

日 皆さ孝、それぞれの新た0日 標に,

諄しんでいただけるような広報誌を作ってき

うぞようしくお願い致します。

委員会 木野田 弘子(所属:病院テイケ7)

■発行:医療法人社団正信会 理事長 吉松秀則 ■編集i水戸病院 広報企画委員会 ■印昴1(有)清原印刷


