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藤沢御所見病院

病院の理念
地域の人々が、健康で明るく暮せるように、
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専門組織による、安全で良質な保健、医療
介護サービスを提供する。

明けましておめでとうございます

平 成 年︵ ２０ １１ 年︶ の幕 が開
きま した ︒ 今年 はき っと い い事 があ
るような予感がします︒

確 かに 私 達は 今き わめ て 厳し い状

況の 中に 置 かれ てい ます ︒ 百年 に一
度と言われた不景気は未だ回復せず︑

就職 難も 続 いて いま す︒ 人 を蹴 落と
して でも 勝 てば 正義 のア メ リカ 流の

院長
鰐渕
康彦

し かし︑ どんな に困 難な時 代で も私
達 の身 体をし っか りと支 えて くれ る地

面 はな くなり ませ ん︒こ んな 時こ そ山
登 りの 時のよ うに しっか りと 足元 を見

つ めて 一歩一 歩確 実に前 に進 むこ とが
必 要で はない でし ょうか ︒﹁ 今日 も一

日 頑張 ったぞ ﹂と いう満 足感 ︑充 実感
こ そが 幸福を 実感 するこ とで す︒ この

小 さな 時間の 積み 重ねか ら大 きな 幸福
が 生ま れてき ます ︒一晩 寝れ ば真 っ更

な 新し い明日 は必 ず来ま す︒ 何か いい
事 が起 こるか も知 れませ ん︒ ﹁今 ﹂を

生きることに集中しましょう︒

藤沢御所見病院

きま す︒ 今日一 日を より 良く生 きよ
うと 努力 するこ とぐ らい なら誰 にで

もで きそ うです ︒一 日一 生とい う言
葉が あり ますが ︑今 日を 生きる 努力

の積 み重 ねが﹁ 生き る﹂ という こと
の本 質で はない でし ょう か︒人 間国

宝の 新内 仲三郎 さん がラ ジオの 番組
の中 で﹁ 道を極 める コツ は？﹂ と聞

かれ て﹁ 同じこ とを コツ コツと 続け
て行 くこ とです かね ﹂と 答えて おら

こそが﹁今﹂なのです︒

能力 主義 や 効率 主義 がは び こり ︑そ
こから生まれた極端な格差社会の真っ

しか し生 ま れる 時に は︑ 国 や社 会や
時代 など を 自分 で選 ぶこ と はで きま

何 かや ってい て﹁ あっ ︑もう こん
な時 間に なって しま った ﹂と驚 いた

れた のが とても 印象 的で した︒ 生き
ると いう 単純な 作業 を毎 日飽き るこ

せん ︒ど ん なに 問題 が多 く ても その
中で 生き て いく しか あり ま せん ︒過

経験 は誰 にでも ある でし ょう︒ ﹁集
中す る﹂ という こと は時 間を忘 れる

只中 で生 き てい ます ︒競 争 優先 で助
け合 いの 心 も喪 われ つつ あ りま す︒

去も 未来 も 実は 実体 のな い 虚構 の世
界で す︒ ヴ ァー チャ ルの 世 界︑ ゲー

こと です ︒仕事 ︑家 事︑ 遊び︑ その
他何 事で あって も時 間を 忘れて いる

とな く繰 り返し て行 くこ とが人 生で
あり ︑そ のこと に集 中し ている 時間

ムの 世界 と 呼ん でも いい か も知 れま
せん ︒﹁ 昔 はこ んな じゃ な かっ た﹂

瞬間 があ るとい うこ とは 素晴ら しい
ことなのです︒

か つて 坂本九 の﹁ 上を 向いて 歩こ

う﹂という唄が大ヒットしましたが︑
今は 涙を こぼし なが ら﹁ 下を向 いて

歩こ う﹂ と唄う 時代 なの かも知 れま
せん︒

と思 うと 腹 が立 ちま す︒ ﹁ この 状態
がい つま で 続く のだ ろう ﹂ と考 える

ととても不安になります︒

そ んな 中 で自 分の 力で 変 えら れる

可能 性が あ るの は﹁ 今﹂ し かあ りま
せん ︒目 の 前に ある 厄介 な 問題 も今

この 瞬間 だ けの こと と思 え ば我 慢で
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﹁今﹂ を生きることに集中しよう

≪発行所≫

記録的な暑い夏も終わり、寒い冬がやって来ましたが
皆さん体調はいかがでしょうか？
暑い夏は、冷たいものの摂り過ぎなどで胃腸の調子が悪
くなったり、食中毒を起こしたりします。冬も季節特有
のものがあり、代表的なものに『インフルエンザ』があ
ります。このインフルエンザウィルス、冬になるといっ
たい何処からやって来るのでしょうか？？いいえ・・・
ウィルスそのものは一年中私たちの周りの空気中にさま
よっています。これが冬の寒い季節になり空気が乾燥し
て湿度がさがると、いろいろな場所へ飛び易くなり、乾
きぎみの私たちの鼻や喉の粘膜に「ピトッ！ピトッ！！」
と、はり着いてインフルエンザに罹ってしまう訳です。
インフルエンザの予防として「手洗い」・「うがい」・
「規則正しい生活」はとても大切
です。手は手首から指の先、爪ま
できちんと石鹸を使いよく水で洗
い落します。うがいはしっかりと、
喉の入口を洗うつもりで行うと良
いでしょう。

昔から『お茶でうがいをすると良い』とされ
ていますが、緑茶の成分である『カテキン』
には抗菌・抗インフルエンザウィルス作用が
あり、予防に役立つという研究結果がありま
す。
静岡にある小学校では、校内のいくつかの
蛇口をひねると『お茶』が出てくるそうです。すごいですね！
今は緑茶の成分カテキンが配合されている石鹸などもあるので、
これで手を洗い、お茶でうがいをすればウィルスもタジタジ？！
かもしれませんね。
近年ではインフルエンザ予防のワクチン接種が主流になって
きています。しかし、「ワクチンを注射したからインフルエン
ザには罹らない」というものではありません。もし急な悪寒
（寒気）やだるさ、全身の痛みや頭痛などが
出たら早目に医師の診察を受けましょう。早
目に診察を受ける事で、症状の重症化や合併
症を予防することが出来ます。また、抗ウィ
ルス剤の使用には適切な時期があります。お
薬を効果的に使うためにも、とても大切なこ
とです。
看護師 松義 理加

ご存知ですか？高額医療・高額介護合算療養費制度
今までも、医療保険、介護保険それぞれについて月単位で限度額を設けて自己負担を軽くする制度（高額療養費制度）があ
りましたが、平成20年4月から導入された「高額医療・高額介護合算療養費制度」は、同じ世帯で「医療費（医療保険）」や
「介護サービス費（介護保険）」の両方を利用した場合に、年単位で、さらに自己負担の軽減を図る制度です。
この制度は「高額医療・高額介護合算療養費制度」の自己負担限度額を超えた場合、申請によって、自己負担限度額を超え
た金額が支給されます。
このように負担が軽減されます
≪夫婦2人世帯の例・ともに75歳で市町村民税非課税≫
例えば、1年間で、夫が「医療費」30万円、妻が「介護サービス費」30万円を支払った場合（世帯での年間の負担が60万円）
年間60万円支払った後、申請すると、自己負担限度額（31万円）を超えた29万円が戻ってきます。
医療費30万円

＋
介護サービス費
30万円
○自己負担限度額は、世帯の所得や年齢により
異なります。
○１年間の基準は毎年８月１日から翌年７月
３１日までで、支給の申請は翌年８月１日
から行うことができます。
○入院時の食事負担や差額ベット代等は含みま
せん。
○申請は、加入している医療保険またはお住ま
いの市区町村の介護保険の窓口へお問い合わせ
ください。

年間負担
60万円

―

自己負担
限度額
３１万円

＝

２９万円支給

編集後記
明けましておめでとうございます。新しい年を迎え、皆様いかがお
過ごしですか？
これからの 季節はインフ ルエンザの流行 など、体調をくずしやすい
時期になってまいります。
皆様も、手洗いうがいの徹底など体調管理に心掛けてお過ごしくだ
さい。
本年もよろしくお願いします。皆様にとっていい１ 年になり ますよ
うに・・・。
広報企画委員長 濱田

「一度獲得した知的機能（記憶、認識、判断、学習など）の低下により、自己や周囲の状
況把握・判断が不正確になり、自立した生活が困難になっている状態」と定義します。
つまり、自立した生活ができていた人が、物忘れがひどくなり、適切な判断力、推理力な
どの知的機能が低下したため、周囲に迷惑を起こす言動がでてきて見守りや援助が必要になった状態です。「知的機能の低
下に伴う生活障害」と言うこともできます。

認知症とは

当法人のリハビリテーション部門は3部門に分かれ、それぞれが入院患者・外来患
者・在宅患者へとリハビリテーションを提供しております。外来部門・在宅部門には
理学療法士が専属に配置され、入院部門には理学療法士の他に作業療法士と言語聴覚
士も専属で配置されています。
病気を発症してから間もなく急性期から退院後の維持期へとリハビリテーションを
切れ目なく提供できるように、また、より良い生活を送れるように当法人内のみならず
地域の施設や事業所などと連携を取りつつ行っています。

入院患者
藤沢御所見病院
理学療法士
作業療法士
言語聴覚士

外来患者
御所見総合クリニック
理学療法士

在宅患者
訪問リハビリ室

認知症の原因
一時的要因…脳そのものの病変によるもの。
一次的要因には、脳萎縮性変化（アルツハイマー型認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知症など）、血管性変化
（血管性認知症）、内分泌・代謝性・中毒性疾患（甲状腺機能低下症、アルコール性認知症、感染性疾患（クロイツフェル
ト・ヤコブ病、脳梅毒による進行麻痺）、手術による効果が期待できる正常圧水頭症、慢性硬膜下血腫、脳腫瘍といった疾
患があります。
二次的要因…脳以外の身体的、精神的ストレスによるもの。
二次的要因には、環境の変化や人間関係、不安、抑うつ、混乱、身体的苦痛があります。

理学療法士

いつもと違った行動の人が身近にいましたら、下記チェックをしてみたらいかがでしょうか。

去る平成２２年１１月１６日に３０代から８０代の市民の方が集まり御所見市民センターにてアン
チエイジング講座が開催されました。今回は講師を作業療法士の山下と理学療法士の宮代が務め
「 触れる と変わる」というテーマで行いました。リハビリテーションにおいての基本にもなる
触れる ということについてその効用の１部に焦点をあて１時間に亘り講演しました。講演では
触れる ことにより体の中にある感覚を取り込むセンサーに働きかけ、動きにくい体を動きやすい
体へと変えていくことができると説明し、実技では両手を挙げるにあたり自ら体に触れてみたり物を
介して体に触れてみたりと 触れる ことでのその変化について感じてもらいました。
受講者の感想として「体が軽くなるのを感じました」「動きやすくなりました」「簡単なことなので続けてみたいです」などと
体の変化を感じ取れた方が多く「体のほかの部分でも行ってみようと思います」「家に帰って家
族にも試してみます」などと今回の実技を応用し、自分だけでなく周りの人に対しても実践して
みようと関心を持つ方もいらっしゃいました。
「簡単なことでも身体に変化を与えていける、簡単なことでも動きやすい体をつくっていける
というメッセージをみなさんにも感じてもらいました。
今後は地域の人の要望に応えるべく内容を検討し、講演活動は継続していきたいと思います。」
（山下）

平成２２年２月より専属のスタッフを配置し、サービスを充実させて
きた訪問リハビリ。地域の皆様に浸透しつつあり、ご希望にお応えできな
いケースがでてきました。
そこで、少しでも多くの方のご希望にそえるよう１０月 から新たに専
属のスタッフを１名増員いたしました。
〜新しいスタッフの紹介〜
新たに訪問リハビリのスタッフに加わりました理学療法士の『磯 和明』
です。
今までは病院内でリハビリの仕事に携わっていました。在宅の仕事は初
めてですが、各御家庭に少しでも笑顔の輪が拡がるよう、今までの経験を
活かして訪問リハに取り組んでいきたいと思います。

当院の訪問リハビリは、医療のバックアップ
とともに同じ系列の訪問看護・訪問介護と連携し、
手厚く在宅生活を支援できることが特徴です。
快適に在宅生活を送れるよう、スタッフ一同心
を込めて訪問リハビリを提供させていただきます。

訪問リハ

Ａ 記 憶：同じことを何回も話したり、訪ねたりする
Ａ 記 憶：置き忘れやしまい忘れがある
Ｂ 見 当 識：出来事の前後関係がわからなくなった
Ｂ 見 当 識：服装など身の回りに無頓着になった
Ｃ 注 意：水道栓やドアを閉め忘れたり、後片付けがきちんとできなくなった
Ｃ 注 意：同時に二つの作業を行うと、一つ忘れる
Ｃ 遂 行：薬を管理してきちんと内服することができなくなった
Ｃ 遂 行：以前はてきぱきできた家事や作業に手間取るようになった
Ｃ 遂 行：計画が立てられなくなった
Ｃ 理 解：複雑な話が理解できない
Ｄ う つ：興味が薄れ、意欲がなくなり、趣味活動などを止めてしまった
Ｄ 性 格：前よりも怒りっぽくなったり、疑い深くなった
Ｄ 妄 想：大切なものを盗まれたと言う

軽症認知症
チェックリスト

判 定： Ａ〜 Ｄの 領域 ５項 目
以 上に 該当 する と、 認知 症
の 疑い が強 い

→

担当 医

や 地域 包括 セン ター に相 談
するとよいでしょう。

看護部長

櫻井

てい子

運動療法と肥満について
日本の糖尿病の９割は２型糖尿病で生活習慣の乱れが原因と言われています。食生活の欧米化や運動不足により近年増 え
続けている肥満が指摘されており、２型糖尿病に大きく関わる要因の１つです。前回は、管理栄養士の牧嶋さんが食事につ い
てのお話をしていますので、今回は運動療法と肥満についてお話をしたいと思います。
運動は筋肉を動かし燃料として糖分と脂肪分を燃やし血糖値を下
げます。また、肥満を解消することでインスリンの感受性を改善
して血糖コントロールに役立ちます。運動の強さは息が少しはず
む位で有酸素運動が効果的とされており、方法は歩く事をお勧め
します。必ず食後（食前では効果はありません。インスリン注射・
血糖降下剤を服用している方は食前は禁忌です）３０分〜１時間
の間に２０分〜３０分間、一定の強度で、中２日以上空けず継続
することが大切です。また運動療法を行ったからといって、その
分多めに食べれる訳ではありません。ウォーキング３０分位の運
動で８０㎉しか消費しません。（図１）

（ 図２ ）

ですから食事療法と併用し運動療法を行うことが大事で
あり、肥満や様々な生活習慣が予防できることが期待さ
れます。肥満を判定するには、判定基準であるＢＭＩの
計算方法（図２）を用いるのが簡便ですので、ライフス
タイルに合った運動を取りいれ、現在の生活習慣を見直
してみるのをお勧めします。
糖尿病療養指導士（看護師）

小山

みゆき

