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　いつも当院をご利用頂きありがとうございます。
　今回は「ぱるすちゃんの投書箱」と「教えて！薬剤師さん」のコラボ企画です。
　患者様からの投書で「薬で待たされる」「薬の待ち時間が長い」等のご意見を頂きます。
　お薬でお待たせをして大変申し訳ありません。
　そこで今回は「皆さんのお薬ができるまで」をお伝えしたいと思います。

少し細かく説明いたします。
①診察が終わると医師がコンピューターで薬局（３Ｆ）に処方箋を送信します。

　処方箋が届くと薬剤師は…

　処方箋におかしなところはないか
　（日数などの入力の間違いがないか　必要な薬が抜けていないか）

　処方の内容に変更があれば
　新しいお薬が処方→今までにそのお薬で体調を崩した事はないか

なぜそのお薬が処方されたのか
今飲んでいるお薬と飲み合わせは問題ないか

　中止になったお薬がある→なぜ中止になったのか
（体調を崩されたのであれば、再度その薬が処方されないように記
録を残します。）

　準備の段階でこれらの確認作業を行います。

②準備が終わると、その患者さんの処方での約束事を確認します。
分包する（朝・昼・夕の薬を１包にまとめること）○○の薬は袋を別にする。など

③お薬の説明書（薬剤情報提供書）をコンピューターで作成します。
④調剤作業に入ります。錠剤のままの場合は棚から「必要数出す係」、「薬の袋を書く係」と役割を分
担して一人の患者さんの薬を調剤します。

～皆さんのお薬ができるまで～

全体の流れはこうです。

①　処方箋の確認

④　調 剤 作 業

⑤　鑑　　　　査

⑥　窓　　　　口

②　調 剤 作 業 の 準 備
③　お薬の説明書の作成

入力ミスがないか　など
処方箋の確認作業

分包する患者さんか　など
約束事の確認作業

準備された薬剤は間違っていないか
薬袋は間違っていないか　などの確認作業

お薬の内容の再確認やお薬手帳で他の病院
のお薬と重複投与などがないかの確認作業
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病院ホームページの「心臓・血管の病気辞典」がリニューアルしました
　病院ホームページの「心臓・血管の病気辞典」がリニューアルされ、病名だけではなく症状からも
病気を調べることができるようになりました。今回特集した動脈硬化（次頁）やその他の病気につい
て絵や動画でわかりやすく説明していますので、気になる症状がございましたらぜひご覧下さい。

　病院ホームページの左側にある
このボタンをクリックすると辞典
のページに移動します。

http://www.aishinkan.jp/

　分包の場合は、別のコンピューターに登録されている内容を確認して機械(全自動分包機)を
動かします。
　この機械は１分間で約30包を出す事ができます
　（朝・昼・夕の薬の場合、60日分だと３×60で180包　約６分程度かかります）
　半錠のものがあったり、機械にセットされていないお薬だと別の作業をして薬が１包にまと
まるようにしますので時間が余計にかかります。
　分包を希望される患者さんが続く場合は、機械の順番待ちができてしまい、お待たせする時
間が長くなってしまうことがあります。
　粉薬の機械は１分間に約60包を出す事ができますが、最初に均等に薬がならされるまで数分
かかります。

⑤お薬の準備がすべて整うと最終的な確認「鑑査」をします。

　準備されたお薬が間違っていないか、数は正しいか
　粉薬の内容や量は正しいか、薬の袋のお名前や飲み方の印などが間違っていないか、などを
確認します。
　分包のお薬であれば、１包１包の中身をすべて確認します。
　（機械がつくっていますが、間違いはないか、すべてに目を通し確認をします。）

⑥鑑査が終わったお薬を１Ｆに降ろします。

⑦窓口で再度お薬の内容を確認しながら患者さんにお薬を渡します。

　外来の混雑状況などでは、お薬が出来上がるまでにお時間を頂く場合がございます。
　また、お薬の内容により、お渡しする順番が前後する場合もございます。
　「早く調剤する」よりも「間違いのない、確実な調剤」を行っておりますのでご了解いただけると
幸いです。

薬剤部
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　今年の４月1日より愛心メモリアル病院に勤務している清
し

水
みず

元
もと

良
よし

医師の
ご紹介です。
　清水医師は東京出身。北海道大学医学部卒業。国立札幌病院、愛心メモ
リアル病院(1990年～1994年)、今井外科病院、札幌さくら病院、札幌み
どりのクリニックを経て今年の４月から20年ぶりに愛心メモリアル病院に
勤務していただくことになりました。
　病院では外来での診察はもちろん病棟の回診や手術の執刀を担当してお
ります。他にも、月に数日、佐呂間町にあるクリニックさろまに出張診療
もしています。
　今回は清水医師に動脈硬化についてご説明をしていただきます。

動脈硬化のおはなし
　動脈硬化とは、人間の加齢現象の一つで、動脈の内膜に老廃物の一種がたまり、動脈が固くなった
り、狭くなったりすることを言います。
　動脈硬化は、年をとると誰にでも、全身の動脈に起こる現象で、動脈硬化が進行すると動脈が細く
なったり、狭くなったりして色々な病気を引き起こします。
　例えば脳に動脈硬化が起こると脳梗塞に、心臓に動脈硬化が起こると狭心症・心筋梗塞・心臓弁膜
症などに、腹部や下肢の動脈に起こると、閉塞性動脈硬化症（歩くと足が痛くなったり、ひどくなる
と足が壊死してしまう病気）になります。
　動脈硬化はこのように色々な病気の原因となりますので、動脈硬化の進行を防ぐことが大切です。

　動脈硬化を進行させる原因（危険因子）は、高血圧・脂質異常症（以前は高コレステロール血症、
高脂血症と呼ばれていたもの）・糖尿病・肥満・喫煙の5つが挙げられます。
　どれも生活習慣に密接に関係しているものです。
　これらを放置すると動脈硬化が進行し、最初にあげた脳梗塞・狭心症・心筋梗塞などにつながると
考えられています。

　特に高血圧・脂質異常症・糖尿病・肥満は、生活習慣病といわれるように、運動不足・過食・過飲・
ストレスなど現代人として切っても切れないことが原因となります。
　昔から言われているような、程よい運動・腹八分目の食生活・早寝早起き・腹を立てない生活など
ができれば理想ですが、実際にはなかなか難しいものです。
　このため、健康診断などにて危険因子のどれかが指摘されたときは、健康に対する相談を受けたり、
病院を受診し、更なる詳しい検査で動脈硬化の程度を確認し、それに対する適切な治療を受けること
をお勧めします。

　治療は基本的には食事・運動療法が基本となります。しかし危険因子の状態・動脈硬化の程度によ
っては、投薬治療もあわせて行うことが必要となります。
　またこれらの治療は長期間行うことが原則となりますので、過度の食事・運動療法など長続きしな
い治療は適切とは言えません。
　このため私は適度にお薬の力を借りながら、長期間にわたり動脈硬化とお付き合いすることが大切
と考えています。

　健康診断で動脈硬化あるいは高血圧・脂質異常症・
糖尿病・肥満・喫煙などを指摘された方、動脈硬化が
心配な方は、是非一度御相談頂ければと考えます。

清水医師のご紹介と動脈硬化のおはなし水医師のご紹介と動脈硬化のおはなし

愛心メモリアル病院
Tel. 011－752－3535　Fax. 011－752－1058
〒065－0027　札幌市東区北27条東1丁目1－15
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　皆さん、こんにちは。愛心循環器クリニック、愛心内科・消化器科クリニックです。今回は、当院
を定期的に通院中の方に知っていてほしいことをお伝えします。
　まずは、タイトルのようなケース。両クリニックともに日中だけの診療で、夜間診療は行っており
ません。お近くの夜間救急病院を受診するのもひとつの方法ですが、それ以外に、同じ愛心館グルー
プの愛心メモリアル病院に問い合わせをする方法があります。
　同じグループですが、カルテは連動しておりません。そのため、愛心メモリアル病院を受診したこ
とがない方は、最初からお話をお聞きすることになります。お手数ですが、お手元にお薬手帳などを
ご準備のうえ、お問い合わせ下さい。（下図参照）

　「院長の診察を受けに来たのに、その日は院長が休みの日だった」という方がいますので、下記の
ような表を作成しました。

　本年の４月より上記のように変更となりました。
　３月までは、知らないで来院され、午後からの
受診となり、ご不便をおかけしておりました。
　今後ともよろしくお願い致します。

愛心循環器クリニック
Tel. 011－209－5250　Fax. 011－209－5432

愛心内科・消化器科クリニック
Tel. 011－209－5265　Fax. 011－209－5427

〒060－0005　札幌市中央区北5条西2丁目
 JRタワーオフィスプラザさっぽろ8階

夜中に調子が悪くなった！ どうしよう??中に調子が悪くなった！ どうしよう??

院長不在の曜日

内科・消化器科の木曜午前の診察内容変更

月 火 水 木 金 土

循環器 第４週午後 院長不在

内科 院長不在

旧 予約の胃カメラ検査のみ。外来診察なし

新 通常の外来診察

愛心循環器クリニック

カルテは参照できます

愛心内科・消化器科クリニック

愛心メモリアル病院

カルテは参照できません カルテは参照できません
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プラットホーム通信ラットホーム通信

プラットホームに体操のおねえさん誕生!?

　介護予防センター茨戸・北区第２地域包括支援センターから、
是非プラットホームで地域（拓北・あいの里）の方への介護予防
と健康の為、音楽に合わせた体操を考えて欲しいと、突然の依頼
とご指名をいただきました。
　依頼をいただいてから毎晩、選曲に始まり、週末はいろいろな
ジャンルの曲に合わせて体を動かし９歳の娘と一緒に頭を悩ませ、
去ること数週間。
　ついに、NHKの朝の連続ドラマ「あまちゃん」で使用された曲
に合わせて、リズミカルで頭をちょっと使う体操が完成（実は娘
が考えてくれたものを８割近く採用）。
　包括の方たちと数回の打ち合わせを重ね、当日ドキドキしなが
ら体操のおねえさん（!?）として会場に入りました。
　参加者のみなさんがとても熱心に聞いてくださり、笑いが絶え
ず、終わるころには爽快な汗と心地よい疲労感、会場の一体感が
高まっていました。
　今後も引き続き開催されますので機会があれば是非参加してください！

リハビリテーション部　理学療法士　関　　美和

認知症あれこれ（その８）

【認知症の予防について】
①．脳を使う習慣

脳を活発に使うと記憶をつかさどる海馬の神経細胞が増える（日記や読書など）
②．適度な運動

運動は脳の血行を良くし、神経ネットワークの発達を促す（散歩・ラジオ体操など）
③．食べ物をよく噛む

噛む事で理解力に関係する前頭前野の神経細胞の働きが活発になる
（大きめに切った野菜を食べたり、硬い物を噛む）

④．社交の場に積極的に出る
刺激がある環境や、たくさんの人と触れ合うことは脳の働きを活発にする
（新しい事に興味を持ち積極的に挑戦する）

⑤．バランスのよい食生活
魚や海産物・野菜・果物・豆類・穀物・オリーブオイル等を積極的に摂り肉類は少なめにする
（脂っこい食事や、極端に甘い物は避け、水分をしっかり摂る）

※認知症の発症には様々な原因があります。
予防をしても認知症になってしまう事もあるかもしれませんが、予防する
事でなりにくいというデータがあるので、早速実行してみる事をお勧めし
ます。

介護福祉士・認知症ケア専門士　岡村　裕子

介護老人保健施設プラットホーム
Tel. 011－776－3037　Fax. 011－776－3039

〒002－8072　札幌市北区あいの里2条1丁目20－1
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　七夕は陰暦７月７日に行われる星祭です。北海道は一月遅れの８月７日に行います。
　１年に１度、織姫と彦星が出会える日にあわせて願いごとをする節句のひとつです。
　毎年、来夢ラインでは利用者さんに短冊に願い事をかいていただきますが、今年はご家族さまにも
短冊に願いごとをかいていただきました。
　利用者さんは夏らしい浴衣姿に着替え、若かりし頃を思い出しながら…記念撮影、気持ちも若返り
ます。……そして壁面にある、柳の木に短冊をかざりました。

～娘さんから贈られた短冊には

　“１日でも長く笑顔でいてください。”

　娘さんの願いに答えるかのような満面の笑みはいくつになっても素敵です。
笑顔をありがとうございます。
～奥様から贈られた短冊には

　“今度生まれ変わったら、
　またお母さんと一緒になれますように”

思わず、目頭が熱くなりました。
いつもご主人が言っていたことだそうです。

　毎日のケア本当にお疲れ様です。素敵な言葉をありがとうございます

　室内の装飾は、流れ星、天の川をイメージして、利用者さんにも製作を手伝っていただき、素敵な
仕上がりになりました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　文責：森　　明恵

来
らい

夢
む

ライン

〒002－8072　札幌市北区あいの里2条1丁目20－1

療養通所介護事業所 Tel. 011－776－3555
 Fax. 011－776－3072
訪問看護ステーション Tel. 011－776－3071
 Fax. 011－776－3072

吉岡美喜江（看護師）

　整形外科・脳神経外科・
デイサービスの経験を生
かし、継続した看護の提
供を目指し訪問看護師と
なりました。
　利用者様の安心できる
在宅生活の支援を頑張り
ます。

小関　英子（看護師）

　北見より転居してきま
した。
　外来、内科、外科経験
がありまた、家族の介護
で訪問看護を利用する機
会をきっかけに訪問看護
の重要性を知り、自らも
訪問看護師になりたいと
志願しました。
　持ち前の明るさで皆様
のお力になりたいと思っ
ています。

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆入職した職員の紹介コーナー☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
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　ご自宅で最期を迎えた方とのかかわり
　　　　　　　　　～訪問看護とケアマネージャーを兼務で関わった事例のご紹介です

前回のあらすじ
　Ｈ22年７月に腰椎圧迫骨折し、寝たきり状態となる。
　介護用ベットの導入、ポータブルトイレの購入、協力員（家事の協力）の利用、訪問介護を
導入して生活を支えていた。
　Ｈ22年10月に肺炎をおこし、体調不良で精神的にも不安定、肺炎治療のため入院となりました。

　Ａさんは体調の悪さと病院という環境の変化でさらに精神状態が悪化し、夫人は夜間以外、病院に
つきっきりの状態となりまいた。
　夫人は、「Ａさんが家にいたいと思っているし、病院にも迷惑かけるし、自分自身も病院にずっと
いることになると家事もまったくできないので退院させたい。家でみていきたい」と思っていました。
そこで、退院する前に、ご自宅で今後どう対応していくか病院内で話し合いをしました。
　その時のＡさんの状態では入院前に利用している介護保険のサービス（訪問診療、訪問看護、福祉
用具のレンタル、訪問介護）だけでは夫人が家で介護していくのは難しいと思われました。そこで、
夫人にはＡさんのそばで身の回りの世話をしてもらい、家事などを他者にしてもらうことにしました。
Ａさんは、昼夜逆転傾向でトイレへの移乗も頻回でいつ呼ばれるかわからず、夫人一人では介護が大
変な状態でしたので、家政婦の導入を勧めました。

　ご夫婦での話し合いの結果、常時他人が入ることは気が休まらないということで家政婦の導入は中
止。トイレの移乗は夫人がどうにかできる。もし困ったら訪問看護で来てほしいというご希望でした。
Ｈ22年11月退院。やはり、介護状況は入院前よりも増えていましたが、精神状態が不安定であった
ため、安定剤を服用し、うとうとしていることが増えていきました。

＊＊＊今後の自宅療養へ向けての関わり＊＊＊

①今後、サービス利用が増える可能性が高いため介護保険の区分変更の手続きをした。
要介護２→要介護５となる。

②夫人が一人で移乗介助が大変になってきており、移乗、移動動作を楽にするために、以下のことを
してみました。
＊夜間のトイレ介助が多いので、夜間対応型ヘルパーを導入した。
移乗動作で困ったときに連絡し、ヘルパーに介助してもらう。

＊いざえもんシート（体位変換用のシート）のレンタル
＊訪問リハビリを導入し、なるべく良い姿勢を維持できるようにリハビリを
する。（食事をとる姿勢、寝ているときの安楽な体位をつくる）夫人へ介
助の仕方を指導してもらうことにした。

③体の清潔～本人の希望は自宅の浴室で入浴ではあったが現在の身体状態では端
坐位維持できない状況のため、訪問介護により清拭をしていたが、Ｈ23年12
月に訪問入浴を勧めた。同意を得られるまでに３か月かかり、その後はほぼ週１回訪問入浴を利用
することができた。

　これらのサービスを利用しながら療養していましたが、Ｈ24年1月に発熱し、心不全が悪化しまし
た。それでも、内服薬の調整をしつつ在宅での療養生活を続けることにしました。
　こうして少しずつ体調は悪化していき、さらに寝ている時間が増えていきました。Ａさんは自力で
の移乗は難しくなっていきました。しかし、それでもＡさんは排泄はポータブルトイレで行いたいと
いう強い気持ちをもっていらっしゃいました。
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＊＊＊自宅療養を続けるためにどうしたらいいのか＊＊＊

～Ｈ24年３月～Ａさんに関わるスタッフ（訪問診療医師、訪問リハビリ職員、訪問看護師、ケアマ
ネージャー）が集まって、今後の方向性について話し合いました。
①利用者の体位を整えるために、訪問リハビリを週２回に増やす。
②トイレへの移乗のために福祉用具（スタンディングリフト）の導入を検討した。
→しかし、体幹支持ができないためＡさんには使用が難しいので導入は取りやめる。

③訪問入浴が週１回継続できているので、日中の訪問介護による清拭は中止。
④日中の訪問介護を中止し、夜間対応型ヘルパーの回数を増やす。
（Ｈ24年４月より定期巡回型随時訪問介護を利用することはできたが、日中、困ったことがあれば、
他のサービスや同居家族で対応することができるので夜間対応型ヘルパーの利用のままとなる。

⑤訪問診療、訪問介護は継続していく

～Ｈ24年４月～昼夜逆転傾向で夜間の排尿が多く、体のかゆみで眠れず、精神的にも不安定。介護
する夫人も寝不足になっていきました。
　息子さんも心配され、ご夫婦２人が入れる施設を探してほしいとの相談がありました。夫人も施設
にいこうか迷いはありながらも、在宅で最期までみてあげたいという気持ち
が強かったので今まで同様の在宅生活を続けていました。
＊以前から、いざえもん（体位変換用のシート）をレンタルしていたが、さ
らにすぐれもののスマイルシートをレンタル。夫人はＡさんをポータブルト
イレからベットに移し、体をひきあげるのにスマイルシートを使いこなすこ
とができ、夜間対応型ヘルパーの利用頻度が少なくなりました。

～Ｈ24年６月～発熱で意識レベルも低下。食事はスープ、ゼリーしか摂取できなくなっていきました。

～Ｈ24年８月～傾眠がちで、むせもあり、薬の服用難しくなってきていきました。

　終末期の状態であり、食事は無理せず、食べたい、飲みたい時だけ摂取するようにしましょうと説
明。しかし、亡くなる前日までむせながらも水分を摂取していました。
　意識はもうろうとしている時間は多かったが、尿意、便意はしっかりしており、ポータブルトイレ
には亡くなる２日前まで介助で移ることができました。夫人が一人で大変な時は、ヘルパーや看護師
が訪問し対応しました。
　Ｈ24年９月中旬、穏やかに安らかに夫人に見守られながら亡くなりました。

　在宅では本人や家族だけで大半の時間を過ごします。できない部分をサービス（今回は介護保険の
サービス利用）でおぎなっていくことになります。
　今回の事例では、Ａさんの家にいたいという強い意思を夫人が尊重され、様々なサービスを利用し
ながら在宅で介護され、最後までご自宅で療養することができました。夫人の頑張りあってのことだ
と思います。

　ステーションあいしんでは、このようにご自宅で最期を迎える方に対して、少しでも安心し
て穏やかに過ごせるようなお手伝いをさせていただいております。常に利用者さんの想いに沿
って、お手伝いできるよう努めております
在宅療養に関しては、お問い合わせがございましたら、お気軽にご相談ください。

文責：伊藤　亜美

スマイルシート⇒
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　こんにちは、相談センター「レイル」です。今回はスタッフの紹介をさせて頂きます。

　はじめまして。本年５月からケアマネジャーとして勤務しており

ます村井　晃弥です。

　生まれは秋田県秋田市で、高校卒業時「憧れの北海道に行きたい

!!」と若さゆえの勢いで札幌に上陸いたしました。当時は札幌時計

台で何十枚も写真を撮っていた思い出が‥

　社会人になってからはまず介護福祉士として経験を積み、その後

は小規模多機能型居宅介護事業所の管理者兼ケアマネジャーとして

従事し、このたび相談センター「レイル」入職となった次第です。

　まだまだ未熟者ではございますが、地域の皆様のお役に立てるよ

う情熱を持って頑張りたいと思っております！どうぞよろしくお願

い致します!!

　平成25年11月よりケアマネジャーとして勤務しております鴨川

理恵子です。

　結婚・出産を経て、６年程のブランクがありますが、皆様にあた

たかいご指導を頂き、日々の仕事が楽しくなってきているところで

す。

　利用者様に「この人に出会えてよかった!!」と思って頂けるよう

なケアマネジャーになりたいです。宜しくお願い致します。

介護支援専門員　若狭　敬志

村井晃弥（むらいこうや）さん

鴨川理恵子（かもがわりえこ）さん

相談センター「レイル」
　Tel. 011-788-3302　Fax. 011-776-3039
　〒002-8072　札幌市北区あいの里２条１丁目20-1
　　　　　　　　介護老人保健施設プラットホーム内

編集後記 医療法人社団　愛心館
〒065-0027　札幌市東区北27条東1丁目1-15
　　　　　　　　TEL（011）752-3535
　　　　　　　　FAX（011）752-1058
　　　　　　　　E-mail　offi  ce＠aishinkan.jp
　　　　　　　　URL　　http://www.aishinkan.jp
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　先日、友人数人とレンタカーを借りてドライブ
も兼ねて皆既月食の観測に行きました。天気予報
ではくもり時々雨と天体観測には向かない天気で
不安でしたが、夜は無事に晴れて皆既月食を観測
することができました。記念に月の写真を撮った
のですが、カメラの性能のせいか綺麗に写真が撮
れませんでした。次は綺麗な写真が取れるように
性能が良いカメラが欲しくなりました。(M・Y)


