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ゆ のケアをめざして!
老人保健施設 ニューライフ須恵

看議長 百田 恒子

新年おめでとうございます。

高齢社会に伴い、介護保険が来

隼 月からはじまります。

この保険は介護が必要となっ

た人を社会全体で支える仕組み

をつくり、在宅や、施設サービ

スが受けられるようにするもの

です。日本人の平均寿命は男性η19歳、女性

“"歳
で、

ニューライフの人所者は百歳と6ヵ月1名、90歳以上21

名、平均

“

5歳となっています。長寿の秘訓 ま「ごはん

がオイシイJ「なんでもウレシイ」と明るく話されます。

百歳の方は入所時車椅子でしたが歩行訂1練で、いまは

「シルバーカー」で廊下や居室内を自力歩行で自由に動

かれています.
ニューライフは病院と違い生活の場として、毎日の

生活そのものが入所者の残された機能を活かし、自立

維持、拡大へとつながることが、健やかに生き生きと

した生活リハビリテーションヨ1練になっています。ま

たレクリエーション、畑作り、グループワークを一人

ひとりのニーズに合わせ、個別ケアにとりくみ、心優

しく声かけとタッチング (抱きしめる)を 理念に利用

者とのふれあいを大切にし、共に喜びを感じるケア、

そして 「心のケアJを 目ざしています。

施設には看護学生、ヘルパー、ポランティア、家族

の方の参加があり、入所者の方からも楽しく元気が出

ますという声に感動し、これからも 「さのケア」をモ

ットーに地域に期待される明るく、温かい施設づくり

を目ざし努力していきたいと思います。



変わってきた血圧管理

2時 間血圧測定カミ高血圧勃 ′二効果

写真 2

マイクロコンピュータの発達で、携帯型自動血

圧計が実用化されています。医師が血圧を測ると

きに腕に巻くカフを上腕に巻き、機器本体をポケ

ットに入れておけば24時 間、時間ごとに空気を

自動的に取り込み、カフを膨らませて血圧を測定

し、図つた血圧を記録します (写真 1)。300g以

下と非常に軽く、ずっとつけていても負担になら

ず、入浴時を除いて、ふだんの日常生活の中で血

圧が測れるのが特徴です。同時に心電図を記録す

る機能のついたものもあります (写真 2)。

では、この24時 間血圧測定からどのようなこ

とがわかったのでしょうか。東京都都老人医療セ

ンターの桑島巌循環器科部長に話をうかがいまし

た。

白衣高血圧r力栓 体の
"%に

じ

病院などで医師に汲1ってもらった値が血圧だと

信じてきましたが 携帯型24時間血圧計や家庭血
V

圧計が普及して、病院での血圧と家で預Iる血圧に

大きな差があり、病院での血圧が本当の血圧では

ないことが分かって来ました。

6)「自衣高血圧Jは 一過性

病院と家で血圧が異なることで、一番問題にな

るのは、本当は正常な血圧なのに病院では高血圧

になる人です。医飢iと話をして繁張し、一過性に

血圧が上がり、たまたま波1ると血圧が高くなる

「自衣高血圧Jと 呼ばれるタイプの人。しかも医

師から 「すぐ治療が必要だJと 血圧の薬を出され

て飲んでいるケースは非常に多く、高血圧と判断



されている人の加～30%に 上ると考えられていま

す。正常なのに、血圧を下げる薬を飲んでいるの

ですから、家に帰ったころに薬が効き、血圧が下

がり過ぎて、めまいや立ちくらみに悩む人も少な

くなかったのです。

(2)血圧管理が必要な夜の高血圧

最近注目されている夜中の高血圧は、24時間血

圧漑1定でなければ発見できません。従来寝ている

間の血圧は問題にされませんでしたが、携帯型血

u圧
計で夜間の血圧が測れるようになり、夜中から

明け方にかけて血圧が高くなるタイプの人がいる

ことがわかったのです。夜は心身ともに休むべき

時間で、血圧が上がったままだと、血管や心臓に

負担となり、いつの間にか心臓の月巴大が起こった

り 動脈硬化を進めたり、脳梗塞を起こしやすい

のです。同じ高血圧の患者でも、夜の血圧が下が

る人と、下がらない人がいて、下がらない人の方

が′心臓の月巴大も大きく、脳の微細な梗塞が多いこ

とがはっきりしています。さらに5年間継続 して

調査してみると、夜の血圧が高い人たちの方が′心

筋梗塞や脳卒中になりやすいことが研究によって

確かめられています。

、 「こういう人は薬を2回に分けて飲んだり、寝る
｀′前に飲んだりして夜中の高血圧も管理します。24

時間、きちんと薬を飲んで血圧をコントロールし

ている人と 昼間だけ血圧を下げて夜は薬を飲ん

でいない人とを5年間追跡調査した結果、夜に血

圧を下げない人たちの方が、脳卒中や心筋梗塞に

なる割合が約4倍 も多かったというデータが当セ

ンターの成績では出ています」(桑島部長)。

(3)こわい朝方の高血圧

朝の血圧管理も非常に重要です。というのは、

朝に心筋梗塞や脳卒中が多いからです。朝方に血

圧が高い人は非常に多いのですが、この人たちの

血圧を24時間波1ってみると、夜から引き続き高い

人と、夜は低くても起床したとたんに急に上がる

タイプに別れます。そして、起床後に急激に上が

ることが′心筋梗塞などの誘発因子となります。

「朝急に血圧が上がるのは、交感神経の作用で血

管が縮まるからで、α遮断薬という降圧斉1を寝る

前に飲むのが適切とされますJ(桑島部長)。

反対に夜からずっと高いと心臓肥大、動脈硬化

などを進めます。結局どちらのタイプも下げなけ

ればなりませんが、夜から朝にかけて高い人は、

薬を2回に分けて服用したり、夜寝る前に飲んだ

りしま‐
す。

治療のポイントは24時間きちんと血圧を管理す

ることですが、現在の薬は、それほど長く効果が

持続するものはありません。「長時間作用型の薬

だから1日 1回でいいJと 宣伝している薬も、朝

飲むと、お昼の2～ 3時に一番効くのですが、夜

中の2～ 3時になると全く作用が働かない例がリト

常に多いのです。従って朝、お医者さんに血圧を

波1ってもらうときは相変わらず高く、お医者さん

は次のステップとして別の薬を追加してしまうこ

ともあります。「薬を2斉1、3斉1と出され、たくさ

ん飲んだ場合、昼間は効き過ぎて、めまい 立ち

くらみが起こり、夜中に高血圧になるパターンと

なりますJと 桑島部長。こうしたことはれ時間血

圧瀬1定をやって分かったのですが、めまい 立ち

くらみは血圧が高くても起こってしまう現象です

から、医師でも気づかないことがあります。

医師と橿談α懇媚診血圧測定を

欧米のデータでは高血圧に合併する心筋梗塞と

脳卒中の上ヒ率は111で すが、実は日本人の参考に

なる中国の大規模調査データでは1:4と 、脳卒中

の方が4倍 になっています。そして、血圧を下げ

ることで最大のメリットがあるのは脳で、脳卒中

力平,えられることがはっきりしています。

血圧に不安のある人はぜひ、医師に相談して24

時間血圧測定をしてもらってください。



5分 以内に治まるのが普通。

長 く続いたり繰 り返すようであれば医師ヘ

子供のひきつけ (けいれん)は 親が最もびっくりする

I■l犬に違いありません。我が子が急に全身をつっばらせ、

日をつり上げ 手足をガクガク震わせながら意識をなく

して倒れてしまうのですから、気が動転するのも無理は

ありません。しかし子供のひきつけは そのほとんどが

5分以内に治まるのが普通です.

夜問 あわてて子供を抱きかかえて病院に駆け込む人

もいますが、病院に着いたころはタロッとしているlllが

少なくありません。落ち着いて子供を観察し 適切な対

処と手当をすれば、そのようなこともなくなります。

ひきつけた時の手当て 周囲の安全確認を1

まず自分を落ち着かせ、それから周囲の安全の確認を

しましょう。倒れたところが布団や畳の上であれば心配

ありませんが、回りに危険物 (火 熱湯 落下llなど)

があったり 道路上などの野外であれば 安全で静かな

所へ移動しなければなりません。その時、子供に大声で

話しかけたり 体を揺すったり また無理に押さえつけ

たり、抱いたままウロウロしてはいけません。

衣服のボタンをはずしベル トを緩め 呼吸を楽にさせ

て寝かせましょう。1匠吐する場合もありますので いく

ぶん頭を低めに 顔を横向きにして寝かせ 吐物があれ

ば指にガーゼなどを巻いてきれtコこぬぐい取ります。

ひきつけを起こしても舌を咬むことはありませんの

で コの中にタオルなどを入れないように。心配ならば

両顎を軽く指でlTさえ口を開けるようにします。

無理に押さえつけたり、抱えたまま

ウロウロしない。

次に、手足を優しくさすりながら けいれんの部位や

意識 呼吸のl■態、日が上を凝視しているかなどを確認

しますが、たいていはこの手当をしているうちに治まり

ます。

◆発熱を伴う

38～39℃の高熱が出ていれば 『熱性けいれん』です。

安静に寝かせ、水まくらや氷のうで頭を冷やし、手足が

冷たければ体を保温します。ほとんどのものが3～5分で

治まりますが 高熱が続いたり ひきつけが繰り返し起

こる場合は、至急医師に診てもらう必要があります。髄

膜炎や破傷風 日本脳炎などの可能性もあるからです.

『刹 生けいれん』は子供の約1割弱に起こるとされてい

て 1～磯 までによくみられるl■l犬ですが、磯 を超える

と起こらなくなりますのでほとんど心配はいりません.

電 〕〔鵠 彎キ:るうちにひきつけるのは 限 怒けいれ
｀ウ

ん (泣き入りひきつけ)』です.特 に1～減 の子供によく

みられるひきつけで、転んだり 叱られて激しく泣いた

り 怒ったり、おびえたりしたときに、呼吸が上まり息

が詰まったようになったり、唇やはおが紫色になるチア

ノーゼを起こし ,寺には意識を失うこともあります力し心

配はいりません。

普通 1分 以内で治まり その後抱いてやると子供は

落ち着きます。しかし、
"分

以上続いたり、繰り返し再

発するようであれば、小児科か内科を受診して下さい。

llt怒けいれん』は、通常、4～流 ころまでに自然に治

るものです。なお 赤ちゃんは大きな音に驚いて両手を

バンザイのようにすることが度々ありますが これは

'モロー反射'と いう生理的な反応でひきつけではあり

ません。また 突然意識を失い、全身のけいれんを繰り、ラ

返す場合はてんかんの疑いがありますので、病院で脳波

の検査を受けるべきです。

子供が初めてひきつけを起こした場合は 念のため

翌日に小児科か内科を受診することを勧めます。

手足をさすりながら、呼吸 意識

視野の状態を確認する。



病 気 予 防 の た めの ライ フス タイル ●高 尿酸 血 症(痛 風 )

●生活態度や体質 性格が尿酸値を左右する

高尿酸血症は一生つづく病気です。完治することはま

すありません。自覚症lTはなく ある日突然 足の規指

などの急性関節炎 (痛風)の 激痛で気づくものです。

尿酸は 細胞内の核や体の組織にある 「プリン体Jと

いう物質の燃えカスです。燃えカスは血液に溶けて尿や

便と一緒に

"自

世されます (尿で約3/4が  使で約 1/4

が)。しかし 血液濃度が7 0me/d以 上になると溶解

の限度を超え 尿酸は体のあちこち 特に関節と腎臓に

結晶 (尿酸ナ トリウム)と なって沈着します。この結晶

化が引き金になつて色々な病気を発症させます。

●高尿酸血症になりやすい人

*肥 満 (過食)*お 酒の常飲 なかでもビールの多飲

*親 や兄弟などの尿酸値が高い (遺伝的素質)*腎 臓機
｀′

能の低下 *ア スピリンや利尿降圧剤の長期的な服用

*激 しい運動の日常化 *ス トレス性格 *サ ウナを愛好

などが複合し尿酸値が慢性的に高くなります。

●予防のためのライフスタイリレ

高尿酸血症は一生の病気で完治させることはできませ

んが ライフスタイルによつて尿酸値を低く保つことは

可能です.

◆予防のポイントになる食生活の基本とコツ

*ま す肥満の解

'肖

.カ ロリーを抑えるのが基本で なか

でも脂肪の制限が大切.脂 肪は尿酸値を上げる。夕食に

揚げ物料理などは避ける.

Q l
いか1/2杯

卵(中)2個

たらこ60g

Q2

次の食品は、どれもコレステロールを多く含む食品です。その中でも特に多いのはどれだと

思いますか。3つ選んでみて下さい。

● ● 0● ● ● ● ● ● ● ● ● 0● 0● ● ● 0000● 000000000● ● ●

*大 食をつつしみ ゆつくりと よく噛んで。

*尿 酸値が高い人は プリン体の多い食品を制限する。

7 0me/d以 下ならそllほど制限する必要なし。

*肉 料理は脂肪の少ない肉を選ぶのはもちろん 肉汁の

少ない調理を (肉汁にプリン体が多い)。

*魚 料理は はらわたのない切り身を。

*ア ルコールは体内で尿酸を生成。多飲は厳重に避け

程々に (特にビール)。

*尿 酸のり1泄を促すため水分はなるべく多めに。就肩前

にはコップ]～2´の水を。

*絶 食療法は逆に尿酸値が上昇.厳 禁.

注 た 自
意 だ 分
・じ 流

の
激 ス
し ト
い レ
運 ス

?ξ

▼

・ししゃも4尾

・カステラ2切

・うなぜ蒲焼き1串

鶏レバー60g

パター大きじ3杯

・筋子60g

マヨネーズ大さじ3杯   ・くるまえび(中)2尾

寒い季節には血圧の上昇が気になりますが、どんな行動をとつたときに、特に血圧が高くな

ることが多いてしょうか。

1 くしゃみをしたとき

2 お酒を飲んだとき

3 階段を上り下りしたとき

4 J順 をしたとき

5 寒いところへ急に出たとき

6 たばこを吸ったとき 答えは次のページです。



A ]
答え 卵 (中)2個 (コレステロール約500m日 )、

いか1/2杯 (約320mD、

筋子60g(約 300mg)

(日本糖尿病学会 食品交換表を参考にした)

「高脂血症Jと いう病名を耳にされることがあると思い

ますが これは血液中の脂質の濃度が高くなる病気のこ

とで その脂質の中でも コレステロール 中性脂肪の

量が正常より高い状態を指して 「高脂血症Jと 呼んでい

ます。わが国では年々狭心症や心筋梗塞の患者さんが増

えていますが これらの病気は 血液中の総コレステロ

ール値が高くなるほど起こりやすくなることが分かつて

います。日本人には、遺伝的な体質でコレステロールが

高い人が、500人 に1人の書」合でいると言われています

が 食べ過ぎや飲み過ぎ、運動不足などの結果としての

肥満が原因の一つと言われているので 日頃の生活習慣

が大事です。

コレステロールには 悪玉 (LDLコ レステロール)と

善玉 (HDLコ レステロール)と いう 異なつた働きをす

る2つの種類があることが知られていますが 設F・5にあげ

た食品は LDLコ レステロールが多く含まれている代表

的なもので 動物性食品 特に臓物やFpに多いのです。

LDLコ レステロールは肝臓から動脈壁にコレステロール

を運ぶ働きをし 逆にHDLコ レステロールは血管壁から

余分なコレステロールを取り去つて肝臓に戻す作用があ

ります。そのため これらの値が高いか低いかは、動脈

硬化が起こりやすいかどう力ヽ こ大きく関係して‐Lます。

高脂血症にはコレステロールが多いタイブ 中性脂肪

が多いタイプ 両方とも多いタイプがありますが コレ

ステロールの多いタイプ (高コレステロール血症)は

血清総コレステロール値が220mg/d以 上になると注意

が必要です。高脂血症そのものにはなんの自覚症状もな

いのですが そのままにしてしまうと合併症を引き起こ

す危険性があります。治療指針について 日本動脈硬化

学会がガイドラインを示しています。治療で最も基本に

なるのは食事ですが それぞllのタイプで異なつてきま

すから もし高脂血症と診断されたら医師の注意にきち

んと従いましょう。

A2
答え 4の 排便をしたとき

心臓は高い圧力で血液を動脈に送り出していますが

血圧というのは この時動脈の壁に内側からかかる圧力

です。血圧は 日常生活の中で絶えず上がつたり下がつ

たりしています.睡 眠不足やス トレスがあるときもそう

ですじ 運動や食事でも血圧は高くなります。個人差は

ありますが 一般的によ排便時 とくに和式 トイレの場

3県「L亀跳奎】電子ギ1複ア・六 、1瑾V
いところ 2お 酒の順で、血圧の上昇幅が小さくなつて

います (ただし あくまでも平均値で 個人差がありま

す)。

血圧は季節や気候 気温などによつても変動します。

気温が低いときには体内の血管が収縮し、抹,肖血管の抵

抗が高くなるので 血圧は上がるのです。特に冬場にト

イレで倒れる人が多いのも その一因です。トイレが寒

いときには温めて部屋との温度差を小さくすることや

洋式にすることは 危険防止に役立ちます。また 便秘

をして踏ん張らなくても良いように 日頃から気をつけ

ましょう。

高血圧は 放置すると脳や心臓 腎臓などに合併症を

起こしやすいので 自分の平常の血圧はきちんと把握し

ておきましょう。「白衣高血圧」といつて、白衣を着た医
v

師や着護婦に測定さllるときに、緊張のために血圧が一

時的に上昇する人もいますから、病医院で測定する以外

に、家庭でも毎日血圧を測つて記録しておくのが良いで

しょう。
           `′L′



:

日井 瑞代

越しの患者さまとはなかなか接する機会が少ないとは思

いますが、お気軽に声をおかけ下さい。お薬以外のこと

でも大歓迎です。

今後21世紀に向けての急激な医療制度の変化に対応し、

業剤師として何ができ 何をすべきか模索しながら lly

薬指導業務の充実を図るとともに、業に関するありとあ

らゆる情報を発信できるよう日々精進してまいりますの

で、今後ともよろしくお願いいたします。

“部屋の模様替え大好き'な ママさん薬

剤師です。
おいしいものを食べることが好きです。
いいお店があったら教えて下さい。

菅   歩  最近、テニスを始めました。腕前は……

秘密です。
田中 紗智 一番苦株ですが 今はパートです。

石松 美佳

薬局では 平成7年11月より入院患者さまを対象に ・服

ヽ指導業務
｀

を続けてまいりました。
｀′ ・服葉指導業務'と は、思者さまが毎日飲まれている

お薬や注射の効果、副作用 注意すること等を説明する

業務のことです。少なくとも週に一度は患者さまとお会

いしておりますが、最近はお薬の話だけではなくL問 話

で話がはずむこともしばしばです。このように、服薬指

導を通して患者さまとコミュニケーションがとれるよう

になり 業斉1帥として幅が出てきたと、皆さまから言わ

れ大変感謝しております。

昨年の4月からは外来、人院患者さまへ向けて ・もっと

お薬と親しくなっていただこう
｀

と 《くすりの広場》と

いう新間の発行を始めました。基本に返って薬の飲み方

お子さまへの飲ませ方、飲み物との関係など第4号まで発

行することができました。できるだけわかりやすい言葉

を使って、皆さまに楽しんで読んでいただけるようにと

、′回頭をひねっております。これからもご意見 ご要望

を取り入れながら発行してまいりますので、ご来院の際

はぜひお読み下さい。(外来は薬局の小窓の前に 小児科

は待合室に常備してありますので お持ち帰り下さい。)

当院は、1/t外処方箋を発行している関係で、外来にお

検査室では 尿 血液検査などを行っています.

『尿検査』

尿は血液の一部分が腎臓でろ過されて出てくるもので

す。血液と密接な関係があります。よく尿の中に糖が出

たなどと言いますが これは血液中の精がある一定量を

超えてしまったために、尿の 1に漏れてくるものです。

つまり 血液を採らなくても尿である程度のチェックが

できます。尿からは主に腎臓や膀脱の状態など尿路系の

情報が得られます。

F血液一般検査』

血球を構成する赤血球 自血球 血小板の数や形態、

機能などを検査しています。赤血球は酸素や二酸化炭素

を運搬しています。赤血球が減っている場合が貧血です

が、消化管や子官などからの出血 体の中の鉄分欠乏に

よるほか、骨髄に関する病気、例えば自血病や再生不良

性貧血などかなり重い病気が疑われます。自血球は体内

に細菌や異物が侵入した時に、これらを取り込み無毒化

する働きがありますので 白血球の増加は体のどこかに

炎症があるというサインになります。数だけでなく形態

を調べることが非常に重要です。

血小板は血液を凝国させる大切な働きがあり、これが
匹へ績 く一

ロ
左から香月 +島  春曰野の検査技師左から臼丼 菅 石松の薬剤師



減ると出血しやすくなります。

『血液生化学検査』

血清には、糖質 脂質 たん自質 電解質など体の各

臓器から出される物質が溶け込んでいます。これらの物

質を分析するのが生化学検査です。栄養状態を知ること

ができる総たん白、腎臓の働きを知る尿素窒素、クレア

チエン、体内の1旨肪のパランスをみるコレステロール

中性脂肪や血糖などを測定しています。検査に関してお

間きになりたいことがございましたら、いつでもおこし

下さい。お待ちしております。

みんなヽ 一言

正確、迅速 人にやさしいがモットーの検査室です。

本院では、昨年10月15日から大型スクリーンを外来受

け付けに設置しました。待ち時間にカラーによる四季の

情報、病院 ニューライフ須恵のドクターの診察日、専

門などの紹介。また地域社会にも利用していただくよう

須恵、宇美、志免の役場から情報を貰っております。例

えば文化祭、忘れもの、駅伝大会等々のお知らせです。

読者 (地域)の 皆さんからの情報提供を歓迎いたします。

須恵中学校の全学年の20名が参加、食事や移動時の介助

に皆、真会‖こ取り組んでいました。

見][:[奏橿if翼1會キ]ど11稀lFl:省|ま異li″
ズに行ったようです。

須恵町社会福

祉協議会主催の

ワークキャンプ

が昨年7月29日、

30日の両 日、ニ

ューライフ須恵

で 行 わ れ ま し

た。 このワーク

キャンプはお年

寄 りとの触れあ

いを目的として、

内科、小児科、消化器科、循環器科、呼販器 斗、リハビリ

テーション科、心療内科、アレルギー科、放射線科

163床

月～金 9:00～ 19:00 ± 9:00～ 1フ :00

日曜 祭日 振替休日は休診、急患の方はこの限りではあ

りません

胃癌大腸癌検診指定、肝臓癌検診指定、肺癌検診指定、小

児特定慣性疾患指定、法人会人間 ドック指定医療機関

人間 ドック、成人病予防検診、健康診断、健EIB談

お知らせしたい内

容があれば、窓口

までお申し出下さ

やヽ。

実顔がこばれる

入 通所の皆さ

んの■掘り

診療科目

ベッド数

診療時間
(平成10年
12月1日から)

各種指定

各種検診

医療法人正信会

水戸病院
〒811‐2298 福岡県糟屋都須恵町大字旅石 115483

TEL(092)935-3755 FAX (092)935-6626

須恵中学校生徒のワークキャンプ

交通のこ案内
」R須意 (すえ)中央駅より徒渉8分

酸 新生 い らお)′ヽス鰤


