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「季節病と気象病 」

工信会 水戸病院

今年は暖冬と言われて、雪もl,2度散ら
ついた程度で早めの春が訪れました。
これからは過ごし易い季節にはいります

が、一方、この季節は“花0え "とか“木の

芽立ちの季節"と言われ、三寒四温(秋に

使われる言葉ですが)の繰り返しみたいな

日 が々続き、病気の起こりやすい季節でも

あります。病気には季節病といわれるも
の、気象病といわれるものがあり、簡単に

それらについて述べてみたいと思います。

まず、季節病は特定の季節に発生が増
加したり、症状が恙化したり、あるいは流

行する病気のことで、冬の風邪や夏の消

化器系の病気がそれだといえるでしょう。

一方、気象病は高気圧や仏気圧、或いは

寒0前 線の通過などのような短いスケー

ルの気象現象に対應して発病したり、症

状が恙化する病気のことで、リウマチや神

経痛、喘′a等 があります。

気象現象と病気の発生の両者を具体

的につな|ナているものは自律神経系と白

血球系であり、四季の変化がどのように体

調変化を生み出すかは次のように説明で

きます。

冬はわれわれの体調を交感神経緊張
の体調にする。交感神経は血流を抑制し、

顆粒球を増やす。このため0え 症や組織

破壊の病気、赴筋梗塞や脳卒中が増加し

ます。また、リンパ球(ヨ1交感神経支配)が

臨床検査部主任
た な か よ しみ

田中 美己

減少するので、風邪をひきやすい。逆に夏

はヨ1交感神経優位のゆったりとした体調

にします。
ストレスを強く受けたり、それが、持続す

ると交感神経の緊張が起こり、また、緊張

も持続します。そうするとIBl交感神経との

相互作用のバランスがくずれ自律神経失

調症になったりします。新入生や新入社員
の多くが、環境の大きく変化する春先にこ

れにかかりやすくなります。

高気圧におおわれ天気がいい時は気

分が 良く、交感神経優位(アドレナリン

増)、曇りの日はしょんぼりで日1交感神経

優位(ノルアドレナリン増)。日中は交感神

経優位、夜間は副交感神経優位でゆった

りとしている(興奮と休息の体調)。

我 の々すべての構成細胞は自律神経系
の支配下にあり、このリズムで日常生活

が営まれているのですが、行動や天気の変

化によりかなりの揺さぶりを受け、春や秋

の季節の変わり目が一番影響を受けやす

くなります。

最後に余談ですが、藤沢周平の「蝉しぐ

れ」や「たそがれ清兵衛」等、藤沢作品の

どれもこれもですが、読まれて熱い熱い涙

を流し、アドレナリンとノルアドレナリンの活

1生化を促してはヽヽか力て しょうか。

皆様、気温や湿度などに留意し健やか

にお過ごしください。

医療法人社団 正信会



当院では、平成14年より専任の医師や看護師、薬剤師、管理栄養士、リアヽビリスタツフで医療チーム

を結成して、寝たきりや一時的に動く事ができなくなつた患者さま方に褥癒が発生しないよう、また褥

麿ができ吉しんである患者さまを少しでも早く良くなるように活動しています。

褥唐とは ?

褥麿とは、 「床ずれ」とも呼ばれ、色々な病気やその後

遺症のために自力で体を動かせない状態の人にできやす

い皮膚の病気です。

身体に一定時間以上の圧力、ズレカが加わることによ

り、皮下組織や内部組織の血行が阻害され、壊死を起こし

ます。

褥麿の治癒のためには適切なケアと治療、つまり「トータ

ルケアの充実」が重要です。

褥癒のケアでは体位変換、体圧分散マットレスの選択、ス

キンケア、栄養状態の改善が基本です。ケアが十分なされ

て、はじめて薬物療法や手術療法の効果が発揮されます。

チームの活動内容

①各病棟で患者さまの褥清対策や褥清に関する

診療計画を行う際の指導や助言
②褥清委員会  (月 1回 :第3水曜日)
③褥磨回診  (週 1回 :火曜日)
④院外研修会への参加
⑤院内学会、チーム内学習会
⑥褥清の実態調査 (発生率、治癒率、部位別など)

⑦褥麿マニユアルの作成
③エアーマツト、クツションの管理

褥麿ケアのあり方は、近年大きく変わり、治療から予防ケアヘとその強調点は移行しつつ

ありますが、現場では、まだまだ治らない、あるいは治りにくい褥癒もあります。

しかし、今日の保健、医療、福祉システムは医療費の高騰に加え、入院日数の短縮化など、

地域在宅ケアが推進される時代になつてきています。これから益々高齢化社会になる中で、

いろいろな課題も多いと思いますが、褥癒で苦しむ方が一人でも少なくなられるよう、治療・

予防に取り組んでいきたいと思います。

≪ 病棟回診中 ≫

≪ 褥癒対策委員会の様子 ≫



fEFfi"J(2@Et)
リハビリテーシ∃ン科

腰痛の診断

腰痛が起こつた時に、その原因となる病気を特定
する為に診察を行います。まずは間診で全身状態

や既往歴、腰痛の詳細、腰痛以外の症状などを聞
きます。その後さまざまなテス トや検査を行ない

原因となる病気を特定していきます。 (表1)

表η 診察の主な内容

腰痛の治療方法

①安静

痛みが急性の場合は2～ 3日 の安静が必要です。安静な姿勢は本
人が一番楽な姿勢で構いませんが、―般的に横向きで足を抱え込
むように丸くなるような姿勢が多いようです。安静期間は長すぎ
ると筋力低下などを引き起こしてしまうので、痛みが落ち着いた
ら少しずつ身の回りのことを始めるようにすることが大切です。

②装具療法 (コルセット)

腰椎の可動制限と腹圧を高めて体を支えるために使用します。長
く装着しすぎると筋力低下を引き起こす為6週 間以内の装着が

理想です。

視診 歩行状態、姿勢、脊柱の変形、腰や脊柱の可動性

触診 甲さえてどこが痛むか、股関節や仙腸関節に負荷をかけて痛みが出るかどうか

下肢伸展テスト 墜骨神経や大腿神経をヨき伸ばすようにして痛みが出るかどうか

反射 ンヽマーで腱の上をたたいて反応を調べる

筋カテスト 太腿や足に力が十分入るか調べる

知覚検査 惑覚自体が低下あるいは過敏になつていないか、感覚障害を伴わない自覚的なしびれ感か

下肢の周囲径 生右の足の大さに差があるか

画像診断 レントゲン、MRI、 CTな どで脊椎や椎間板の】犬態を調べる



③薬物療法

主に痛みを押さえる鎮痛薬や、痛みのある周囲の筋肉の緊張を緩め

るための筋弛緩薬が使用されます。

④注射療法
・トリガーポイント注射

指で押すと痛みの場所がはつきりしており、かつ範囲が狭い場

合に行いますが、根本的な治療ではありません。

・硬膜外注射

根性腰痛症のときに行われ、一般的には1週間に1～2回を3～5週

続けて行います。
・神経ブロック注射

根性腰痛症に適応して神経そのものに注射し、局所麻酔薬など

で痛みを押さえます。

神経に針を刺すため一時的に激痛があります。また頻繁に行う

ことは出来ません。

⑤理学療法

理学療法は病気そのものへの治療ではなく、痛みの除去や、動作の改

善を目的に行います。

腰椎牽引

筋肉の緊張を和らげたり、安静目的で使用されますが、

急性の腰痛症に対しては症状を悪化させる恐れがある為

行いません。また牽引の方向や体位によつては痛みが増

強する場合がある為注意が必要です。

温熱療法
血行を良くして筋肉の緊張をほぐします。炎症が強い

場合には行いません。

運動療法
急性期が過ぎて硬くなつた筋肉や靭帯、関節をほぐした

り、腰の周囲の筋力の強化を行います。

⑥手術療法

手術は神経の麻痺が高度である場合をのぞいては、し

ばらく手術以外の方法で治療を行い、効果が十分得ら

れなかった場合に初めて考慮されます。手術は病気に

よつて異なり、大きく分けて神経の圧迫を取り除く除

圧術と腰椎の安定を得る為の固定術に分けられます。

次回は「腰痛の予防」についてご紹介します。l
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昨年10月23日から11月30日までの期間に実施させていただきました アンケート調査Jに関しまして、多く
の方々にこ協力いただき、ありがとうございました。調査結果ができましたので、こ報告いたします。

● アンケー ト酉己布部数等 ● 本人 家族 ● 性別

配布数 回収数 回収率

538部 437部 81%
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全体百]こ見て 良t垢平価を受けました。

アンケー ト実施後の取組みについて 今後の改善点を挙けて,― ビス向上に取り組んで参ります。

【接遇】…アンケー ト結果を元に各部署ことに接遇目標を立て 意識を持つて取り組んでまいります.温 かい励ま
しのお言葉を多数いただきましたが、反省すべきコメントも多数いF_だきました。一人ひとりか原点に
立ち返り、より良いサービスを提供できるよう努力して参ります。

師 設環境】…い●_だ きましたこ意見は今後の検討事項として受け止めてまいります。すくに対応できるものと時
間を要するものがごさいますので 多少お時間をいただきますようお願い致します。

臆 識調査】…今後 当院の方向性などを検討する上で参考にさせていF_ださます。

コメントを含めた同様の掲示物をデイケア横(老健1階売店前)に貼り出しております。また、詳細な報告書を作
成 し、外来の雑誌ラックや各llBUの「皆様の声 の箱付近など、数ケ所に設置しております。現時点で回答できます、
こ意見の返答も掲載しておりますので 目を通してFけ たら幸いです。この度のごlin力、誠にありかとうございま
した。



アハど―
あ な病気7

アトピー性皮膚炎は、アレルギー疾患の一つです。
「かゆみ」を伴う発疹で、繰り返し症状が発症します。個人差はありますが、発疹は顔や首、肘や膝

のくぼみにあらわれやすく、ひどくなると全身に広/DIることもあります。

約80%の 患者さんは、5歳までに症状があらわれます。

“アトピー体質"と いう遺伝的な要素が関係しており、気管支喘患やアレルギー性鼻炎などに、かか

りやすい傾向があります。

アトピー素因(アトピー体質)とは、気管支喘息、アレルギー性鼻炎 ・

結膜炎、アトビー性皮膚炎などの病気にかかりやすい体質のことをいい

ます。家系内にこれらの病気にかかつている、または罹つたことがある人が多く、また、ダニや
ハウスダスト(家のホコリ)、食物などの環境中のアレルゲン(アレルギー反応の原因となる物質)
に対してアレ,レギー反応を起こしやすい体質のことを指します。

このアトピー素因にカロえ、皮膚への刺激、乾燥肌そして環境因子などが複雑にからみあつて関

与し、病変をつくつていると考えられています。皮膚の乾燥llF向が基本となり、そこにアレルゲ
ンやさまざまな刺激が加わり、慢性の湿疹がみられます。

かゆみを伴つた湿疹が慢性化してきて、左右対称性に分布します。年

齢などにより湿疹のできやすい場所は違つてきます。

乳児では顔面 ・頭部にできやすく、乳児脂漏性(しろうせい)湿疹と区別が付きにくい時が

あります。成長すると次第に肘や膝関節の曲がる部分に湿疹病変が分布するようになりま

す。幼児期になると、かき傷を伴つて皮膚の乾燥が目立ちはじめます。空気が乾燥する冬に

症状が悪化することが多いようです。

治療の基本方針として、「環境の整備」「湿疹病変の薬物による治療J
「乾燥肌に対するスキンケアJの3つ が重要です。

生活環境に増悪因子がある場合が多いので、それらへの対策を立てるとともに、湿疹をス

テロイドタト用薬、免疫抑制薬、その他の外用薬で治療します。かゆみに対しては抗ヒスタミ
ン薬などの内服も効果があります。皮膚が過度に乾燥しないように保湿効果のある外用薬を

入浴後などに使用して、皮膚の調子を整えます。

繰り返し起こる、あるいは慢性に続くのが特徴の湿疹なので、症状がないか、あつても気
にならない程度で、日常生活に支障がない状態か、症状は軽度で長引いているが、急に悪く
なることはなく、たとえ悪くなつても治療ですぐ落ち着く1犬態を保つことが重要です。



中村学園大学3年 清水

吉松

今回の医食同源は2月 に病院実習に来られた、中村学園大学の学生さんからの紹介です。

春といえば… 、お花見の季節です。

仕事仲間や家族、友達など色んな人と楽しくお花見をするために、手作り弁当を持つて出
掛けましよう 1今回は、手軽においしく、旬の食材を取り入れた、 「ちらし寿司」のレシピ

ヽＸ
　
一‘

奈

美

香

智

をご紹介します。

ちらし看司

●こ1まん

●Aセ ット

●人参

●干しシイタケ

●レンコン

大盛り4杯

酢…100cc

砂糖…大さじ

塩…小さじ1杯

359

49

409

●Bセ ット

●さやいんげん

●桜でんぶん

●卵

●木の芽

砂糖…大さじ1/2

醤油…大さじ2/3

出し汁…適量

159

309

1イ固

少々

2/3

①

②

　

③

④

⑤

⑥

～ クグ方 ～
Aを 合わせて、ごはんにふりかけ、切るように混ぜる。

干しシイタケは水に戻し、人参、レンコンと一緒にBで

やわらかく煮詰め、適当な大きさに切る。

卵は薄焼きにして錦糸卵とする。

さやいんげんは筋を取り、ゆでて斜めに細く切る。

①に②を入れて混ぜ合わせる。

器に⑤を盛り、③+④ +桜 でんぶんを彩りよくのせて、
きざみのりを散らして出来上がり。

一

″ ″つ〔盛 り付{すると、

よケ f靭 勿 .(こ仕上力りますよ。

春の旬食材は ?

ちらし寿司には春が旬である、さやいんげんや木

他にもたけのこやキャベツ、にら、ふき等があり

旬の食材を使うことは、値段や味の面だけでなく
みなさんも旬の食材を上手に使つて、健康的でお

　́　　　一

●
よ
〓　́　　一

●
ヽ



<開 院記念永年勤続表彰 >
～2007年 3月 1日 老健lFホール～

永年勤続表彰として、永く正信会に従事してきた

職員(右写真・34名 )が表彰を受けました。

勤続30年表彰… 1名

勤続15年表彰… 1名

勤続10年表彰… 15名

勤続5年表彰… 17名

<城 みちる様来訪!!>
～2007年 1月24日 ニューライフ須恵～

あの「いるかにのつた少年」で有名な城みちるさんが来

訪されました。

このニュースには利用者だけでなく、職員の興奮はすご

いものでした。特に40代～50代の職員が…。当日はミニ

スカートでのお出迎え。

城みちるさんの歌やお話しに涙される利用者の方もい

らつしやいました。もちろん、あの「いるかに乗つた少年J

では大興奮。利用者、職員みんなか楽しんだ1日でした。

<正 信会開院記念式 >
～2007年 3月 1日 老健lFホール～

開院記念式を執り行いました。

医療では昨年、診療報Ellが改定され、また、介護

保険でも平成 18年4月より介護予防サービスがス

タートしました。

時代の動きとともに医療 介護も変わつてきてお

り、正信会としても地域社会に信頼されるような施

設作りに励み、取り組んで参ります。

<節 分・誕生会 >
～2007年 2月 15日 水戸病院・4病棟～

節分と誕生会を開きました。

ボランテイアのてまり会の方々に来ていただき、

南京すだれや三味線の演奏をしていただきました。

患者さまやご家族の方にも、大変好評でした。

誌面を借りまして、

てまり会の皆様に

御ネし申し上げます。

永=勤 ■表|′●万々i〔●

10



笏 多
～介護保険制度のサ ービス内容～

′角響数多
介護保険制度で、平成18年4月より新たに『介護予防サービス』がスタートしました。

「介護サービスJとは、要介護1～5の認定者が利用できるサービス(下項目の左側)と、要支援1～2の人が

利用できる、新たに追加された「介護予防サービスJ(下項目の右側)があります。

―
・
R.・雪ヨ輌ヨ

・-1ロ
ワコ

"ヨ
民豪浄誦

…

ホームヘルバー●」l訪問して、食事や入浴など

の身体介護や調理、掃除などの生活援助を行い

ます。通院などのための乗車や降車時の介助も

利用者が事理で

家族の支援や地域の支

が受けられない場合に
あります。 るサービスが提供されますル

日帰り介護施設(デイケアサービスセンター 通所介護施設で食事などの共通的サ
や特別養護老人ホームなど)に

通しヽ 他の利用者と一緒に食事

や入浴、レクリエーションなど

が受けられます。

生活行為向上のため支援を行うほか、そ

`r`|

【下記の項目はサービスの対象となりません 】

●本人以タトの食事     ●洗車
●草むしりや庭の手入れ  ●日常的な広範囲の家事
●ベットのお世話

目標に合わせた選択的サービス (運動器の

向上、栄養改善、□腔機能の向上など)を
します。

ショートステイ。

短期間、施設に宿泊しながら介護や機能引練
などを受けられます。

※日常生活上の介護を受ける∫生活介護Jと医療上のケアを
含む介護を受ける「療養介護Jの2種類があります。

福祉施設や医療施設に短期間入所して、介護

予防を目的とした日常生活上の支援や機能訓練
などが受けられます。

ショートステイ

″つζι 6″ ¨ ある時1ま、ま″ /

【受付できる苦情や相談内容】

◆介護保険のサービスに関すること

◆市町村で取り扱うことが困難な場合
`参

考,● ″ こ支えう殖 鴨 鯰 ″ レ ″ ットよの

“

この制度は介護サービス事業所の選択を支援するシステムです。
福岡県では平成18年9月から専用ホームページを開設しております。
内容はホームベージより閲覧できます。



日本消化器病学会専門医

日本肝臓学会専F5医

日本消化器内視鏡学会専門医

日本内科学会認定医
消化器内科

食べる楽しみいつまでも。消化器内科、栄養サポート

チーム(NSTl活動中心にがんばっていきます。

■ 正儘
「

水 F~栃寿聰記 TEL(092)935-3755/FAX(092)935-6626
1-2298福岡県粕屋郡須恵町大学旅石115-483 (須 恵高校前・新生バス停前)

URL″ ′夕fZ4'″1■s″,″,θ′.・  ユ″:α〃i摯′bc"―″,″aθィ

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
163床 (一般病棟76床、療養病棟32床、介護保険病棟55床)
月～金 9100～ 1900/■ 9100～ 17:OO

日曜 祝祭日休診 (急患の方はこの限りではありません)

病院機能評価認定病院(療養病院ver5 0)、

政府管掌健康保険生活習慣病予防健診実施医療機関、臨床研修医協力施設

各種検診精密検査実施医療機関 〔大腸がん、肺がん、肝臓がん、骨粗継症、乳がん(視触診のみ)〕

診療科目
ベッド数

診療時間

指定施設

1萱【全5備現臀憲。発謝―ビス魃�設
TEL(092)937-1055

FAX(092)931-8695

居宅介護支援事業所       訪問看護事業所

■ケアワイド21        日あすなろ訪間看護ステーション

TEL(092)957-3321

FAX(092)957-3322

TEL(092)036-9653

FAX(092)936-9655

■須恵町在宅介護支援センター 訪問介護事業所

TEL(092)937-0255     日あすなろヘリレパーステーシヨン

TEL(092)936-9653

0博 多駅から30分～40分●

①地下鉄空港線 福岡空港駅下車 →[西鉄バ対 5番 福岡空港前～佐谷線バスにて新生バス停下車〈約25分)徒 歩0分
②3200番 博多駅交通センターlF～吉原バス停下車(約30分)徒 歩8分
③」R香推線く宇美線)にて須恵中央駅下車 徒歩7分

●都市高速/高 速道路●

① [都市高速]空港通リランプて下り、柏木交差点右折、ユニバ通りを走つて20分
② [都市高速]月限北ランプており、すぐ左折。板付空港線を月隈方面へ車で走つて15分
③ [高速道路]須恵PAのETC専用レーンより降りて 福岡空港方面へ約3分。 ※ETC専用出入口です。料金所はありません。

2月～3月にかけて花粉が飛び散る時期でした。花粉は年中、飛散していますが特に_
多いとされるのが、春先の時期らしいです。

みなさん、花粉症対策はバツチリでしようか?私 は花粉に対して鈍感だと思つてい

ましたが、今年に入つてから鼻がムズムズし、日もかゆく、くしゃみも出るようにな

りました。花粉に敏感になったのか、花粉症デビューしたようです。花粉症の方々の

辛さを初めて知つた今日この頃です…。

広報企画委員 (伊藤)

■発行:医療法人社団正信会 理事長 吉松秀則 ■編集:水戸病院 広報企画委員会 ■印扇1(D清 原印刷

(注)「水戸病院だよtl」に掲載しております患者さまの顔写真等につきましては、御本人・御家族さまの了解を得ております。


