医療法人 厚生堂

長崎病院

vol.

91

長崎病院 広報誌

2017.3

http://www.nagasaki-hp.jp

目次

キズのおはなし・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1
春から始める運動不足解消法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・2

キズのおはなし
みなさんは｢湿潤療法（しつじゅんりょうほう）｣という言葉
を聞かれたことはあるでしょうか？
昔からキズは乾かした方が早く治り、バイ菌も増えにくい
とされてきました。
しかし、1960年代にキズから出る汁（しんしゅつ液といい
ます）
は、キズを治すために必要な成分が多く含まれ、キズ
は乾かさず、
キズから出る汁を利用して治療する方が治りは
早いということが発見されました。
それ以来、キズを乾かさずに、キズから出る汁を利用して
治す湿潤療法がキズの治療の主流になっています。
湿潤療法を行うにあたって、病院では創傷被覆材（そう
しょうひふくざい、図１）
という厚みのあるシールのような物が
主に使用されます。この材質はさ
まざまですが、キズを覆って保護
し、キズから出る汁を吸収し、
その
水分をのがさず治療に利用しま
す。市販されている商品で“キズ
パワーパット”は、病院でも使用さ
（図１）創傷被覆材
れる創傷被覆材と同じ材質の一
つが使われています。
当院ではやけどや床ずれなどキズの治療をうけられる患
者さんが沢山来られます。当院においても、もちろんキズの
治療は湿潤療法を基本として行っています。
しかしながら、
湿潤療法さえすればキズは何でも早くきれいに治るという誤
解が一部にあるようです。
湿潤療法は優れた治療法の一つですが、
あくまでこれま
での乾かす治療との対比で利点が強調されたもので、全て
のキズのどの時期にでも良いというわけではありません。
例えば当院に多く来られるやけどでは、やけどをしてすぐ
は汁が多く、被覆材などで汁を閉じ込めようとしても漏れ出
てきたりして、感染を引き起こす原因となることもあります。
し
たがって、やけどの治療は原則的に塗り薬とガーゼで行い、
キズの様子や色、汁の量や色などに応じて塗り薬を変えて
います。
やけどを含めキズは経過によって変化するため、その時
のキズの様子にあった治療をすることがとても大切です。
キズの治療において早くきれいに治すために大切なの
は、
まずは感染をさせないことです。一時、湿潤療法のひとつ

介護保険が適用される福祉用具について・・・・・・・・3
お知らせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4

皮膚科医師

身原 京美

である、食品用ラップを用いたラップ療法がもてはやされた
時期がありました。
しかしながら、重症のやけどでラップ療法
により重い感染症がひきおこされ、死亡された例もあり、
日
本熱傷学会はやけどへの安易なラップ療法に対して警鐘
を鳴らしています。
また、床ずれへの使用に関しても、
日本褥
瘡学会は在宅等で医療用被覆材の使用が困難な場合に、
十分な知識と経験をもった医師の責任のもとで十分に説
明をした上で使用すべきとしています。
消毒についても、昔はキズをしっかり消毒するのが当たり
前でした。
しかし、消毒薬はバイ菌を抑えるものの、
キズを治
すために必要な体の細胞に対しても抑える力があるため、
キ
ズが治るのを遅らせたり、
またかぶれを引き起こす原因とな
ることもあり、全てのキズに使用するのではなく、必要性を
判断して使用されるようになっています。
浅いキズであれば水道からの
流水を用いた洗浄で十分である
場合が多く
（図２）、当院におい
てもキズに対して基本的に消毒
はせず、水道水等での洗浄をし
た上で治療を行っています。
しかしながら、感染したキズな
（図２）水道水による洗浄
どでは消毒が有効な場合がある
ことも示されており、消毒が絶対にいけないというわけでは
ありません。
湿潤療法や消毒については、
インターネットなどでは絶対
にこうすべき、
という極端な話がしばしば目にされます。
ガーゼ
を使う治療は絶対にダメで、被覆材やラップであれば魔法
のように綺麗に治るという論調もみかけます。
どのような治
療法や材料であっても、長所も短所もあるのが当たり前で、
それを把握して症状に合わせた治療を行うのが医療です。
病気の治療においてもそうですが、一つ一つのキズは
様々であり、
その原因やキズの深さ、経過や様子を把握し
て治療法を決める必要性があります。
医学が進歩した今日であっても、病気でもキズでも、
これ
をすれば魔法の様に治るというものはあり得ません。様々な
情報があふれる今の時代ですが、情報に振り回されず標準
的な治療をうけられることが大切です。

特集

春から始める運動不足解消法
トータルヘルスセンターHOPE

暦の上では春になり、徐々に暖かい日が見られるようにな
りました。
しかし、
まだまだ肌寒く感じる日も多く、活発的に外
出をする時期が訪れるにはもう少しかかりそうです。そこで、
この時期の暖かい日はウォーキングなどの有酸素運動で脂
肪を燃焼させ、寒い日は部屋の中でもできる筋力トレーニン
グで基礎代謝をアップさせて太りにくい身体を作ることがお
すすめです。
ウォーキングは手軽に行える有酸素運動として非常に多
くの方が取り組まれていますが、ウォーキングと散歩の違い
について簡単にご説明いたします。
まず、
ウォーキングは普段より少し歩幅を大きくとり、早歩
きです。腕は前後に大きく振り、肘を体の後ろにしっかりと
引く事を意識します。そして、一番大切な事はウォーキング
をしながら笑顔が作れること。
笑顔が引きつるようなら運動強
度が強すぎます。速度を落とし、呼
吸を整えましょう。笑顔が作れるく
らいの速さで15分から20分以上を
週2日から3日を目標に行ってみて
下さい。
つづいて、部屋の中でもできる
筋力トレーニングとして、ダンベル
体操をご紹介します。ダンベルが
無い場合はペットボトルに砂や水
を入れたものでもＯＫです。
ダンベルを使ったトレーニング方
として次のようなものがあります。
＊
（

宮下

諭

②立った姿勢で両手にダンベルを持ち、その手を体の横
に降ろします。少し肘をゆるめた状態で両手をゆっくり
と肩の高さまで挙げ、ゆっくりと降ろす。
（肩）

③立った姿勢で両手にダンベルを持ち、肩幅程度に足を
広げます。背筋を伸ばし、ゆっくりと膝を曲げて腰を落
としていきます。太ももが床と並行になったら、立ち上
がる。膝を床と並行になるまで曲げる事が難しい方は、
その半分までにして下さい。
（太もも前部）

）内はトレーニングする部位です。

①両手にダンベルを持ち、両肘をお腹につけ、ゆっくりと
曲げる。
（上腕前部）

トレーニングを行う際のポイントは、
・呼吸を止めないように自然な呼吸を続けながら行う。
・どこの筋肉を使っているのかを意識してトレーニングす
る。もし分からない場合は、動かした時に堅くなってい
る部位を手で触ってみて下さい。
・10回楽にできるくらいの重さを使う。
・反動をつけずにゆっくりと動かす。

ダンベルの重さの目安

男性：2～3kg

女性：1～2kg

以上のポイントに気をつけて、
こちらもウォーキングと同様
に週2日から3日を目標に無理なく続けてみて下さい。
春は何かを始めるにはとても良い時期です。生活習慣病
予防のために普段の食事に気をつけて、積極的に身体を動
かしましょう。

健康
コラム

介護保険が適用される福祉用具について
広島市中広地域包括支援センター 社会福祉士

和田

治己

はじめに…
一般的に
『福祉用具』
とは、高齢者の生活や介護者の支援、障害者の生活・学習・就労の為の用具、機器の事を指
します。
今回は高齢者における福祉用具の活用について、利用できる制度や助成についての紹介を行います。高齢になり、
様々な怪我や病気にかかると症状によっては生活機能が低下し、生活を送る上で様々な危険と不自由さが生じます。
しかし、福祉用具を上手に使う事で住み慣れた家や地域で家族や友人と安全かつ快適に生活を送る事ができるよう
になります。

介護保険について…
福祉用具によっては購入・レンタルを行う際に、支払う金額の一部が介護保険から助成される品目があります。
助成を受けるには市区町村の介護保険窓口に介護保険の申請を行う必要がありますが、お住まいの地域の地域包
括支援センターでも代行申請を行う事が出来ますので、
ご相談下さい。

貸与・販売・住宅改修について…
介護保険制度では福祉用具の品目によって①借りる②買う③工事の３つの方法が制度によって決まっています。そ
れぞれ事前に申請を行う必要があるので、申請の前に購入や工事をしてしまった後では原則助成を受ける事が出来な
いので注意が必要です。また、介護度や所得、品目によって助成を受ける事が出来る上限額が決まっており、助成額も
異なるので合わせてご相談下さい。

①

借りる

②

③

買う

工事

・車いす・車いす付属品・特殊寝台

・入浴用椅子・浴槽内椅子

・手すりの取り付け

・特殊寝台付属品・床ずれ防止用具

・入浴用介助ベルト・入浴台

・段差の解消

・体位変換器・手すり・スロープ

・浴槽用手すり

・歩行器・歩行補助杖（多点杖）

・浴槽内すのこ

・滑りの防止及び移動の円滑化等の
為の床材の変更

・認知症老人徘徊感知機器

・浴室内すのこ

・移動用リフト
（吊り具の部分を除く）

・入浴台（浴槽の縁にかけて）

・自動排泄処理装置

・腰掛け便座・簡易浴槽

工事を
伴わない物

・自動排泄処理装置の交換可能部品

・引き戸等への扉の取り替え
・引き戸等の新設
・洋式便器等への便器の取り替え
・その他これらの工事に付随した工事

・移動用リフトの吊り具の部分

自立した生活を送る為に…
介護保険以外にも福祉用具の助成を行っている市町村があります。
広島市では所得や介護度に応じて紙おむつやパッドが支給されたり、緊急通報装置や電磁調理器、自動消火器の
給付を行っています。以上のように福祉用具を活用する為に様々な制度が整備され利用しやすくなっています。
しかし、福祉用具を導入する際は、利用される方の『出来ない事』
だけに注目するのでは無く、
『 出来る事』
にも注目し
て、福祉用具を選定する事が最も重要なポイントだと思います。危険を予防し、快適に生活を送る事はとても大切な事
ですが、必要以上に道具に頼ってしまうと本人が持っている力を奪ってしまう恐れがあります。医師やリハビリの専門
職、ケアマネジャー等に相談しながら、
ご本人の心身の状態に合った福祉用具を利用される事をお勧めします。また、今
後当情報誌の中で便利な福祉用具の紹介を継続して行っていく予定ですのでご参照ください。

お 知らせ
糖尿病教室『糖尿病をよく知ろう』

大腸ファイバー検査

～糖尿病と上手に付き合いながら暮らしていくために～

便通が気になる方、健康診断で

どなたでも参加できます。申込みの必要はありません。直接会場にお越しください。

日

時：5月20日
（土） 13：30～15：00

場

所：長崎病院ヘルスケアセンター 1階

演

題：1. 糖尿病合併症とその予防

便潜血が陽性だった方など、是非ご
相談ください。毎週木曜日の午後
に、消化器専門医が検査を行ってい

～脳卒中、
心筋梗塞、
足壊疽を予防するために～

ます。

原均
均
講師：管理栄養士 能勢 実穂

講師：日本糖尿病学会専門医

2. 食事療法の大切さ

お問い合わせ 長崎病院 外来受付
☎082-208-5801㈹

お問い合わせ 長崎病院 外来受付 ☎082-208-5801㈹

外来担当医表

午前8：30～12：00／午後2：00～5：30

診療時間

内 科

午 前

【 第 1診 察 室 】

内 科

【 第 2診 察 室 】

皮 膚 科・熱 傷
【 第 3診 察 室 】

内 科

午 後

【 第 1診 察 室 】

内 科

【 第 2診 察 室 】

皮膚科・熱傷
【 第 3診 察 室 】
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金

土
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原
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原

峠之内

た お のうち

向田

熊谷

入福

身原

身原

身原
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佐藤

向田

峠之内

た お のうち

向田

熊谷

松本

原

（第1週）

（第2・3・4・5週）

（旧姓：北垣内）

北村

松島

【 神経内科 】

浪花

鍋島

大谷
熱傷のみ

佐藤

（旧姓：北垣内）

住田

向田

（第1・3週）

（第2・4・5週）

身原

高萩

（第1・3・5週）

（第2・4週）

た お のうち

熊谷

峠之内

（第2・4週）

（第1・3・5週）

箱田

【 神経内科 】

【 リウマチ・痛風 】
（隔週）
＊

高萩

平川
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○熱傷
（やけど）
は全日診療しています。皮膚科は■で塗ってある日のみです。
【
】
は専門外来です。
＊診察週が変動しますので事前にお問い合わせください。
○都合により急遽担当医が変更する場合がございますので、
お問い合わせください。電話082-208-5801 外来受付まで

長崎病院のめざす〔地域医療〕
〔包括医療〕
長崎病院

トータルヘルスセンター ＨＯＰＥ
内科（循環器・呼吸器・糖尿病・リウマチなど）
（厚生労働省指定 運動療法施設）
皮膚科・熱傷センター
☎082-238-1756
リハビリテーション
（理学療法・作業療法・言語療法）
居宅介護支援センター
☎082-208-5801（代）
☎082-230-8181（担当：滋野）
長崎病院ヘルスケアセンター
訪問看護ステーション ながさき
（人間ドック・健診施設機能評価認定優良施設）
☎082-230-8183（担当：久保田）
☎082-208-5791（代）

グループホーム
あいあいホームながさき
☎082-532-6636（担当：荻原）
デイサービスセンター
ほほえみながさき
☎082-532-6630（担当：安永･梶谷）
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三篠小学校

三篠神社

〒733-0013 広島市西区横川新町3番11号
JR横川駅 南口より西へ徒歩3分、
西区民文化センター向い

長崎病院

http://www.nagasaki-hp.jp
長 崎 病 院 広島
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三篠公民館

南口
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横川駅
横川駅前
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旧国道

診療時間 午前8時30分～12時/午後2時～5時30分
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