
ご自由にお持ち帰り下さい。

日本医療機能評価機構

4病 棟で行われました夏祭 りの写真です。

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
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医師 官安 幸博

こんにちは。平成 4年 4月から水戸病院にお世話になっている内科の富安

です。15年近く福岡を離れて久しぶりに帰つてきましたので、最初は浦島太郎

の気分でしたが、ようやく慣れてきたところです。今後ともよろしくお願いします。

ところて皆さん、「ストローク」という言葉を聞いたことありますか?

水泳やテニスで使うのと綴 りは一緒です力ヽ 意味はかなり違っていて、人間

関係で使う,い理学の言葉です。簡単に言うと、相手に対して「(良い意味でも

恙い意味でも)あなたを認めていますよ」というサインのことを言います。反対

語は「無視Jですね。

人は誰ても「私は生きていて良いのだろうかJという自分 自身の存在への不

安を根本的に抱えているといわれます。そこで、誰かに「君がいてくれて私は嬉

しいよ」とか「あなたの存在はみんな認めていますよ」と言って欲 しいという欲

求を持つています。これが「ストローク」への欲求です。人間というのは、他人と

の関係の中で常に自分を確認しながら生きていくものなのです。

陽性(肯定的)のストロークと、陰性(否定的)のストロークの2種 類があり、

それぞれ無条件・条件付きに分けられます。

陽性のストロークの例は、優 しくなでる。微笑み・称賛・感謝・ねぎらいの言葉

など、それをもらうといい気分になるもの。陰性のストロークの例は、非難・嘲

笑・皮肉。さらには怒嗚る。暴力など、それを受けると不快感や苦痛を味わうも

のです。

ストロークには「人は陽性のストロークが得られないと、陰性のストロークで

補う」という法則があります。人が一番恐れるのは周囲から存在を無視される

ことです。そこで、たとえ罰を受けようと、たたかれようと、ストロークがない,犬態

が続くより、はる力ヽ こ耐えやすいのです。

条件付きのストロークとは、一定の条件を満たすと与えられるもので、例え

「よく仕事をする君はいい社員だ」など。無条件のストロークは全く何の条

なしに与えられるもので「学校へ行けても行けなくてもあなたは人事な子な

よ」などがあります。
心療内科ではよく使われる言葉ですが、高齢者ケアやターミナルケアなどに

も應用できる考え方ではないかと、私は考えています。

皆さん、今 日家に帰ったら、家族の人に「陽性て無条件のストロークJを投げ

かけてみませんか?きっとお互いに幸せな気分になれると思いますよ。

工信 会 水 戸病院

ヒみやす ゆきひろ
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一般的/ご″われる丘液検査デーク 方0
ジιε_‐まうる

～水戸病院 協 秘 超 部 臨床検査技師 牛鳥 宇～

皆さまこんにちは。

病気にかかつたときや、健康診断のときに、よく血液検査をします
よね。

その検査データにより、「貧血ぎみです」とか「白血球が増えてい

る」などと言われたことがあると思います。

静脈から採取した血液を調べる方法として、大きく分けて「血液学

的検査[血球計算(CBC)]」、「生化学検査J、「免疫学的検査J等があ

り、その検査項目は100以 上もあります。

今回は、通常の診療や健康診断で行われている皿液学的検査の一

般的な項目について説明いたします。その他の項目(肝機能などの

当 旨標になる生化学検査など)は次回18号 で取り上げます。

|      、  |

名 称 ・項 目 正 常 値 ・ 意 味 異 常 を 示 す 疾 患 等

赤血球数
(RBC)

正常イ直 (♂)410万～550万個/μl
(♀)360万～490万{固/μl

[低値]鉄欠乏性貧血 C肖化管出血、生理出血など)や慢

性疾患 (炎症、肝臓・腎臓病、悪性腫瘍)によるも

のが多い。

Lヒ較的まれなものとして再生不良性貧血、自血

病、溶血性貧血、悪性貧血など。

[高値]肥満・喫煙・高血圧を合わせ持つ人で多血症ぎ

みになる事がある。

慢性呼吸器疾患、心臓病など酸素運搬機育ヨこ障

害がある人は、赤血球を増産して多血症になる。

まれに肝臓癌、腎臓癌などの悪性腫瘍でも高値

を示す。

血液が薄いか濃いかの目安のひとつ。

ヘモグロビン
(IIb)

正常値 (♂)130～1709/dl
(♀)115ヘン150g/dl

赤血球中の酸素運搬の為の蛋白。

少ないと貧血、多いと多血症。

ヘマトクリット
(Ht)

正常値 (♂)360～500%
(♀)340～ 450%

全血の中で赤血球の占める容積率。

少ないと貧血、多いと多血症。

白血球数
(WBC)

正常値 4000～ 90001固/μl [低値]慢性肝疾患で牌臓腫大を起こすとそこにブール

される。

比較的にまれには再生不良性貧血、自血病、悪

性貧血で低値を示す。

膠原病では免疫的に破壊され低くなる。

急性のウイルス感染で低値を示す。

原因不明で若干低値を示す人もいる。

[高値]細菌感染により高値を示す。

自血病でも高値を示すことがある。

感染に対する抵抗力、免疫等に大切

な働きをする。

血小板数
(PLT)

正常値 12万～34万個/μl [低値]白血球の項と同じ。

免疫的機序により破壊されてしまう血小板減少

性紫斑病が代表的。

[高値]炎症や悪性腫瘍で増えることがある。骨髄で悪

l■腫瘍に過剰生産され、100万個/μlにもなる

ことがある。

止血の為の大切な血球。llB端に少な

いと出血し易くなり、逆に多すぎても

出血したり、反対に血栓で血管が詰

まつたりする。



″ 笏議ぎ…ウχなブZ″なつたたたコ
～″(ノロ病院 旨理栄養士 杉原 デま～

みなさん、お元気に過ごされてますか?

厳しい残暑も過ぎ、「天高く馬肥ゆる秋」がやつて来ました。

夏の疲れを癒し、健康な体に戻すのにちようど良い季節です。

この機会にあなたの食生活を見直してみませんか?

ところで、秋といえば¨・秋なす。。。

この旬のなすをたつぶり使つた料理を紹介します。

《なすのごま風味煮》
①なすはへたを除いて皮をむき、長さを半分に

切つて塩水に5～ 6分浸してアクを除く。

② 沸騰湯でなすを2～ 3分下ゆでし湯を切る。

③ (a)とともに鍋に入れて、落としぶたをして13

～14分煮る。

④枝豆は塩ゆでしてさやから出し、薄皮をむく。

⑤ ③に枝豆を加えて、水とぎ片栗粉 (b)を加え

てとろみを付け、すりごまを加えてひと煮し、
器に盛る。

V

[材料](2人分)
。なす 4本 (4009)
。枝豆 さやつきで60g

(a)だ し  15カ ップ

しようゆ 大さじ1

砂糖  大さじ1/2

塩   ひとつまみ

。すり白ごま 大さじ2

(b)片栗粉 」ヽさじ1/3～1/2

水   小さじ2/3～ 1

※1人分 1 38kcal塩 分1.89



2病棟主任栗林 マサヨ

2病棟を紹介します。

2病棟は老健施設と向かい合つた新館の

2階、3階にあります。

2階 (2∧)20床 と3階 (2B)28床 からな

る特殊疾患療養病棟で、身障者の方々が8

害」以上10害」近くを占めている病棟です。

2階 は、半身麻痺などがあっても車椅子操

作が自力で可能だつたり、介助すれば身障

渚 トイレを利用できる方なども数人おられ、

理学療法、作業療法、言語療法などリハビリ

テーションを中心に、また、入浴やトイレ誘

導などの生活リハビリも支援して、在宅での

療養が可育日こなるように頑張つております。

一方、3階 の方々は、寝返りもできず、意思

の伝達もできない寝たきりの方がほとんど

で、いろいろな理由で経□摂取 (□から普通

に食事を食べること)が困難なため、経管栄

養(鼻腔l■1,や胃痩l■勾)の方が40%以 上お

られます。おのずと、一般状態が低下した方

が多く、時間おきの喀痰の吸引、体交、褥清

の予防など自ら訴えられない方々の状態観

察が重要です。

ご家族の方とは密に連絡し、一人ひとりの

患者さまが余生を安楽に過ごさるように、

元気な頃、どういうお考えであつたかなどお

尋ねして、ターミナルケアなどに活かそうと

努力しています。

特殊疾患病棟になり業務の改善など取り

組んで、この頃やつと落ち着きがでてきたこ

ろですが、まだまだ改善すべき点は数多くあ

り、スタツフー人ひとりが意識改革し、質の

向上に努めていきたいと思つております。

[注1]鼻 腔 (びくう)鼻 から胃まで細いチュープを入

れ、流動食を流し込む栄養摂取

方法。

[注2]胃痩(t ろヽう)・手術により、腹壁から胃にチュー

プを通す穴を作り、そこにチュー

プを固定し、流動食を注入する

栄養摂取方法。
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<4病 棟夏祭り>
2002年 8月 7日

4病 棟ロビーにて、スタッフ全員浴衣や法

被 (はつび)を着て、盆踊りを踊り、また、子

供達の踊りもあり、患者さまも職員も大盛

り上がりでした。

院デイクアセンター夏祭り>
2002年 8月 22日 、23日

病院デイケアセンターが新設されて、今年

間も開催していただき、金魚すくいや出店を

出して楽しみました。

:で5回 目の夏を迎え、利用者の登録数も9Cv

l名になりました。今年の夏祭りは利用者の娘

さんが歌手なので、リサイタルショーを2日
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<2病 棟盆踊り>
2002年 8月 9日

2病棟にて、盆踊りを行いました。

スタッフが法被 (はつび)や浴衣姿で踊り、患

者さまも思わず手拍子。

とても楽しいひとときでした。

生活習慣病を予防0改善するための栄養教室を開催します。
∀

正信会水戸病院栄養部 杉原子恵

糖尿病・高血圧・高脂血症などは「生活習慣病」と呼ばれ、食事や運動などの生活習慣

を見直すことによつて予防または改善できます。

ひとことで「見直す」と言つても、どこが良くないのか、どう変えればよいのか自分では

なかなか判断が付かないものです。皆さんの食生活を管理栄養士と一緒に考えてみま

せんか?

10月 より下記の日程で栄養教室を開催します。ご本人はもちろん、ご家族の方もぜひ

ご参カロ下さしヽ

申し込み用紙は当院受付に置いております。

人数に限りがございますので、お早めに申し込み下さい。

10月 9日  糖尿病の食事療法   11月 20日 高血圧・腎臓病の食事療法

10月 23日 高脂血症の食事療法  12月 4日  貧血の食事療法

11月 6日  肥満の食事療法 12月 18日 胃潰瘍の食事療法



<ニ ューライフ須恵夏祭り>
2002年 8月 24日

第1回ニューライフ夏祭りが開催されまし

た。

入所者の方たちの手拍子の中、増田施設

長も踊りの輪に入られ、ぐ～んと盛り上げ

て下さいました。

そうめん流しも、美味しい、おいしいと大好

評でしたよ!。

<ワークキャンプ>
2002年 夏

靱 腸ぷ馨邸鷲湯ξ
で相次いで行われました。

体験学習の一環として、老健入所者と生徒さ

んたちが一緒にレクリエーションしたり、実際

に高齢者の食事介助を体験したりと、たいへん

有意義な時間を過ごしました。
《参加者》
・志免南」ヽ 志免中央小…28名 (7/25～26)
・志免東」ヽ 志免西小…31名 (7/29～30)

・須恵中…13名 (7/31～ 8/1)



皆さま、「動脈硬化」つてご存じですカマ

血管の壁が厚くなつて弾力性が失われ、血管がもろくなつた

り狭くなつたりするのが動脈硬化です。

動脈硬化を放つておくと、いずれ脳出血や脳梗塞などの脳

卒中、狭心症や心筋梗塞などの心疾患を起こすことがわかっ

ています。

当院では動脈硬化の早期発見・早期治療を目的とした『動

脈硬化検査』をこの度始めました。
この検査は、両手首および両足首の四肢の血圧を同時に測

定し、コンピュータで解析します。普通に血圧を測定するのと

同じ感覚で、気楽に検査を受けることができ、測定に要する時

間は約2分です。

動脈硬化の心配な方や、予防をされたい方は、当院外来担
当医にご相談下さい。

患者さまの症状により、健康保険も適応できます。

"増

虜′′ヴみ→翡 →百着→
″粥 →Z議顔狩脅

老健3階 山崎 知恵

4病棟の佐藤さんよリバトンタッ
チされました山崎です。

「太陽に向かつて咲く、ひまわりのように明る<元

気印の山崎です」と、朝礼で挨拶させて頂いて、早
いもので6年 5ケ月が過ぎようとしています。

振り返れば、ニューライフ須恵の職員になる前
は、2歳 になったばかりの娘と一緒に近所の保育園
のお手伝いをしていました。

その頃、毎日のように娘は帰宅すると冷蔵庫に
へばりつきながら、「お母チャンは、知子のお母
チャンじやないもん!Jと、ずつと言うようになりまし
た。しつかリスキンシップしたり、絵本を読み間か

せたり、子供の目線で物事を見て育ててきたつもり
でしたが、「これじや、いけない」と、娘が年長さんに
なる年の4月 に保育口を退職し、この老健の面接
を受けさせて頂きました。

私が保育園を辞めた次の日に、娘はクラスの男
の子と取つ組み合いのケンカをしたり、自分の思つ

たとおりの意見を言葉として出せるようになりまし
た。

今までは、「おりこうさんにしていて、お母さんに
は迷惑をかけられない」と、小さな心を痛めていた
のでしよう。それからの娘は、伸々と竹の子が育つ
ようにすくすくと大きくなりました。あの2歳 の頃、

冷蔵庫に背を向けて黄色信号を出していた娘も、
今では小学6年 生になり、下級生にも親われるお

姉さんに成長しました。

人は誰かの為にじっと我慢もし、優しくなれ、ま

た思いやつてもあげられます。心の叫びをどんなさ
さいな事にも耳を傾け、見て、考えていける姿勢を

持ち続けたいと思います。経験をプラスに、職場や
家庭での毎日に活かされ、私自身、生かされたいと

思います。

皆さま、どうぞ老健3階 にお越し下さいませ。最
高の笑顔でお迎えいたします。

次は老健2階 の取締役社長 (???)、岩越副主任
にバトンタツチしま～す。



当院では、理念の中で「地域社会に貢献する医療の実現Jと謳っており、常日頃、全職

員で努力。実践しておりますが、休 日及び夜間の外来急恙診療をより充実させるため、去

る8月2日 より外来専属看護師の当直体制1をとり、血液検査、尿検査などの各種緊急

検体検査、また当直医によるX線撮影等の画像診断検査を行えるよう、体制を強化いた

しております。

今後も地域の皆さまにより良い医療サービスを提供できるよう頑張ってまいります。
どうぞよろしくお駒れ 申ヽし上げます。

医療法人社団正信会水戸病院 院長 吉松秀則

■正信会水戸病院 TEば0909353755/FAXω9の9356626
〒8112298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 幸

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、介護保険病床55床)

診療時間 月～金 900～ 1900/± 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)

大隅

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

T巨L(092)935-3755

介護老人保健施設

■ニューライフ須恵

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

居宅介護支援事業所

■ケアワイド21

TEヒ(092)957-3321/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)986-9653/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

日須恵町在宅介護支援センター

TEL(092)987-0255

■博多穆
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朝夕に涼しい風を感じた|:、空が高くなったこ見上lfた11・・・心地
よい秋を体いっiずいに受I十、エネ′ιギーを発電した11季節ですわ。
水戸病院だよιlでは、スタッフをはじめ、病院の様子●lわかる広報
誌になるよう工表していきたいこ思います。
ご意見、ご感想をこんどんお寄せ下さいませ。

広報企画委員会 J 野ヽ けるみ(所属:医療相談室)

■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 ■印帰1(有)清原印刷


