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　愛心メモリアル病院に眼科が開設されて早いもので半年がたち、受診される患者さんも徐々に増え
てきました。そこでまだ眼科を受診されたことのない患者さんに眼科のことを知っていただくために、
眼科で治療を行っている代表的な病気をご紹介させていただきます。

白　内　障

　白内障は、目の中のレンズである水晶体が濁っ
たために、外からの光が目の中に十分入らなくな
った結果、ものが見えにくくなる、目がかすむ、
まぶしくなるといった症状のでる病気です。
　原因としては加齢(老人性)白内障が多いです
が、他にも先天性白内障、糖尿病白内障、全身疾
患に合併する白内障など数種類の原因があります。
　白内障は薬での進行予防、手術での完治ができ
ます。

緑　内　障

　眼球の手前にある前房と呼ばれる場所に
水(房水)が溜まりすぎることによって目
が正常な機能を保てる眼圧よりも高いため
に、視神経が圧迫され、視野が欠損する病
気です。
　初期では自覚症状はありませんが、気づ
かないうちに進行し、末期になると中心の
視野も欠けてしまいます。
　緑内障は薬、手術をしても進行を予防す
ることしかできなく、欠けてしまった視野
は戻すことができません。

Tel.011－752－3535　Fax.011－752－1058
〒065－0027　札幌市東区北27条東1丁目1－15

愛心メモリアル病院

眼科外来が出来て半年がたちました!!



お薬に関する質問、疑問等がありましたら、お気軽に薬剤師にご相談下さい。
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皆さんはお薬を飲んで調子が悪くなり、病院にかかったことはありませんか？
今回はお薬を使うすべての方に知ってほしい制度についてご紹介します。

医薬品副作用被害救済制度について
　医薬品は、適正に使用していてもなお、副作用を完全に防ぐことは困難です。
　胃のむかつきや眠気などの軽い症状で済む場合もあれば、まれに入院治療が必要になるほどの重篤な副
作用もあります。
　このように入院治療が必要になるなど重篤な健康被害が発生した場合には、救済給付を行う公的な制度
があります。それが医薬品副作用被害救済制度です。
　これは、病院・診療所で処方されたお薬、市販薬を適正に使用したにもかかわらず発生した副作用により、
入院治療が必要な程度の疾病や障害などの健康被害について、医療費、障害年金、遺族年金などを給付す
るものです。（請求には期限のあるものがあります。）

詳しくはPMDA（医薬品医療機器総合機構）にご連絡ください。ぜひ試してみて下さい。

電話0120-149-931　電話受付時間：{月〜金} ９時〜17時（祝日、年末年始を除く）

第9回〜医薬品副作用被害救済制度について〜

　病気によって失明する方の多くはこれ
らの病気が原因となっています。目はい
つも使っている器官ですが、自覚症状が
ないまま病気が進行している場合が多い
のです。病気の早期発見が出来るように
定期的に眼科を受診されることをおすす
めします。

糖尿病網膜症
　目には網膜という神経の膜があり、多くの毛細血管があります。糖尿病の患者さんの血液は糖が多く固
まりやすい状態になっているため、網膜血管の狭窄や閉塞、循環障害、血管壁の変化により、網膜に出血
や浮腫を生じ糖尿病網膜症になります。進行の程度と視力は一致しないことが多く、視力低下を自覚した
時はかなり進行していることが多い病気です。進行した場合には失明に至る場合もあります。
　治療法としては、糖尿病が原因で起こるものですから、どの時期においてもまずは血糖の管理が重要で
す。治療としてはレーザーによる進行予防、進
行してしまった場合には手術を行うこともあり
ます。

❖　❖　❖　❖　❖　❖　❖　❖　❖　❖　❖　❖　❖　❖　❖　❖　❖　❖　❖　❖　❖　❖　❖　❖
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　JRタワー内にある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、当クリニックが提供できる医療サービスについてご
説明します。
　循環器クリニックで、心電図、胸部レントゲン写真、心臓の超音波検
査ができる。これは当たり前の話。同じように、内科・消化器科で、胃
カメラ等ができるのは当たり前。
　そんな中で、普通のクリニックではできないであろう医療サービスが
あります。さて、それは何か？

採血結果。一時間後にわかります

　当クリニックの１階下に、SRLという検査会社があり、血液を測定する機械があります。一般的な
検査項目であれば、採血後１時間程度で、結果がわかります。（特殊な項目は、後日になります）
　結果がすぐにわかるので、医師にとっては、患者さんの病気を診断する上で、非常に貴重なデータ
となっていますし、患者さんにも、結果がその日にわかることは好評です。
　通常のクリニックでは、採血して、その翌日以降に再度受診して、結果を説明することが多いので
はないでしょうか。

ＣＴ、ＭＲＩ装置があります

　JRタワー７階、８階にある医療モール。11個のクリニッ
クがあり、「ファーマライズ医療モール札幌」といいます。
このモールで、CT、MRIを共同利用しています。
　小さなクリニック単独ではとても保有できない高額な機器
ですので、クリニックで持っているところは、かなり少ない
のではないでしょうか。
　CTの検査ができるので、例えば、胸のレントゲン写真で
肺炎が疑わしい場合、CTをします。空きがあれば、すぐに
検査可能です。これによって、肺炎の診断がより一層正確に
なり、今後の治療方針を適切に決定することができます。

ちょっとした自慢ですが、こんな医療が提供できます

Tel．011－209－5250　Fax．011－209－5432

〒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

愛心循環器クリニック

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

　採血結果が１時間後にわ
かる。CTやMRIができる。小さなク
リニックではありますが、ちょっとし
た病院なみの質の高い医療を提供して
いると考えています。これからも、ど
うぞよろしくお願い致します。

まとめ
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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

介護老人保健施設プラットホーム

平成25年度　プラットホーム敬老会の実施
　平成25年９月８日に入所ケアサービス部にて、９月15日に通所ケアサービス部にて
　『〜これからも元気で長生きアリガトウの気持ちを込めて〜楽しく祝おう』
� をテーマに敬老会を実施致しました。

　入所においては、余興や、年祝い者へのお花・記念品の贈呈など、
お楽しみ会が催され、思ってもみなかったお祝いに感無量の方もい
らっしゃいました。
　その後の昼食では、普段離れて暮らしているご家族との食事会を
企画、和食の秋らしい「祝・敬老膳」を囲み、和やかなひと時を過
ごしていただきました。

　通所では、今年から普段事業がない日曜日に実施、昼食に豪華な
バイキングをご用意し、ご馳走を堪能していただいた後、利用者様
のクラブ・趣味活動の発表や職員の余興で楽しいひと時をお過ごし
いただきました。
　利用者様の発表は、普段の成果を皆様にご披露する場となり、大
変自信をつけられたようです。

　両日共に年祝いの方とご家族向けに記念撮影コーナーを設け、お花と委員会手づくりの金屏風を前
におしゃれをしての記念撮影もあり、長寿をお祝いしての楽しい１日をお過ごしいただきました。
� 敬老会実行委員長　谷口　裕子

認知症あれこれ（その６）
　今回は、46歳でアルツハイマー型認知症と診断された方の言葉をご紹介します。

　これらの言葉は認知症の人の日常生活を支援する上で多くの事を示唆して
くれるはずです。
� 介護福祉士・認知症ケア専門士　岡村　裕子

プラットホーム通信

・私の顔を見たら声をかけて下さい。挨拶をしてくれれ
ば少し安心します。
・上の方から声を掛けられると、責められている気分に
なります。
・そして早口で言われると不安になって逃げたくなります。
・そんなに一度に言われたら叱られたり、責められたり
している気分になり落ち着かなくなります。
・そんなに一度に言われても理解できないのです。
・私は順序立てて話せないし、出来ない事や分からない
事がたくさんあります。
・強制されると声が出てしまうし、その場から逃げたく
て歩くのです。
・説明されても「嫌だ」という言葉が出ないので、だか
ら「ほっといて」と暴力が出るのです。

・私の顔を見て、手をとって、ゆっくり話してくれると
ホッとするのです。
・時計を見る事も忘れ、今何時かがわかりません。
・庭を歩くと綺麗だとわかりますが、いつ来たか？どう
やって帰るのか？��が分からないのです。
・気持ちと行動が伴わないのです。何かがおかしいと感
じても上手く言えません。
・雑音があればイライラして逃げたくなり、夜になる
と「何か忘れてないか？」��「何かしなければならない」
と思い不安になります。
・一人の時は不安になって知っている人を探したくなり
ます。
・あなたがいると、安心できるのです。私の傍にいて見
守っていて欲しいのです。
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　みなさんこんにちは。相談センター「レイル」です。
　昨年の７月に同敷地内のプラットホームに開設してから、
早くも１年が過ぎました。
　相談センター「レイル」では、要介護認定を受けた利用者
様が介護保険サービス等を利用するにあたり、ご相談を受け、
ケアプランの作成・サービスの利用調整等をさせて頂く事業
所です。
　利用者様・ご家族様と関わらせて頂く中で、日々勉強しな
がらの１年でした。皆様のあたたかいご支援とご協力により
何とか１周年を迎えられたことを感謝致します。

 【開設からの利用登録者様の推移】
　開設当初は５名の利用者様でした。当初はプラットホームを退所される方、愛心メモリアル病院を
退院される方からの相談が多かったのですが、最近では少しずつ地域の方からのご相談が増え、おか
げ様で現在51名のご利用者に登録して頂いております。

　今後も利用者様やご家族様のご意向・思いに寄り添い、介護保険サービス等の利用についてご相談
やサービス利用のご支援に尽力していきたいと思います。� （文責　若狭　敬志）

開 設１周年を迎えて 〜相談センター「レイル」〜

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

60

50

40

30

20

10

0
7月
H24

8月
H24

9月
H24

10月
H24

11月
H24

12月
H24

1月
H25

2月
H25

3月
H25

4月
H25

5月
H25

6月
H25

7月
H25

8月
H25

月

登
録
者
数

登録利用者様推移



6

　来夢ライン訪問看護ステーションでは、
　毎年６つの学校から、看護学生の実習を受け入れています。
　９月は某大学の４年生が４人２週間にわたり実習されました。
　彼女たちに、初めて訪問看護の現場で実習した感想を聞いてみようと思います。

　訪問看護の実習は病院の実習に比べて実習日数が少ないうえに、病気だけではなく生活に着眼して看
護を考えていかなければならないというところで、学生さんの戸惑う姿や悩んでいる姿を目にします。
　生活している場所は家であるという当たり前のことや、利用者・家族の個々の生活習慣の違いや価
値観の違いを目の当たりにし、教科書とは違う実際の在宅療養を知ります。
　実習の終盤では生活の場で看護をしていくということは、その人に寄り添って、ともに歩んでいく
という伴走者としての役割があるんだ、ということを理解していきます。
　学生さんの悩んで曇っていた表情も利用者さんやご家族と関わるうちにどんどん明るくなっていく
姿が印象的でした。

　当ステーションの実習で学んだことが、就職して現場で働く看護師としていかせるように　また‘将
来は訪問看護師として働いてみたい’と思っていただけるように、私達も自分達自身を振り返りなが
ら指導し、そして、学生さんにエネルギーを頂いている毎日です。

　皆さん!!　訪問看護の実習に学生さんが来た際に
はぜひ笑顔で声をかけてくださいネ。
� （文責　菅原　智子）

来 たれ若人！〜来夢ラインに実習生がやってきた〜

来夢ライン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

〒002－8072　札幌市北区あいの里2条1丁目20－1

らい む

＊職員の人数が少ない中で連携しながら個別性のある看
護を提供しているのが印象的でした。

＊利用者さんの在宅生活を支えるために他職種や他機関
と密な連携をとっていることの大切さに気付くことが
できました。

＊利用者さんやご家族の希望に寄り添うことの大切さを
感じました。

＊看護のやりがいを感じました。

＊自宅で生活されている利用者さんの表情が生き生きし

ているのがとても印象的で利用者さんの望む生活を大
切にしながら関わっていることが印象的でした。

＊利用者さんのありのままを支え、生活の場で看護を行
うことにとても魅力的だと感じました。

＊療養通所での実習では利用者さんの表情を引き出すよ
うな関わりをし、他者との交流の場にもなっているこ
とを感じました。

＊在宅で療養している方たちの生き方を大切にした看護
について学ぶことができました。
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　H22年初めごろには訪問診療、訪問看護、福祉用具レンタル（車椅子、たっちあっぷ）を利用しながら療養して

いました。

　介護保険の要介護２で、室内ではイスを歩行器替わりに利用し歩行をしていました。

　時折よろめくこともあり、H22年７月には、転倒し頭部、腰部打撲をしました。

　腰痛が強く、移乗や移動は介助が必要な状況。排泄は尿意頻回で何度もトイレにいきたいが移乗に介助が必要な

ため夫人の介護負担は増えるばかりでした。痛みがあり精神的にも不安定な状況となりました。

　急遽、脳外科を受診し頭部は問題ありませんでしたが、整形外科に受診したところ腰椎圧迫骨折と診断されました。

　入院治療という方法もありましたが、Aさんの思いは入院したくない。夫人の思いは家にいれば介護は大変だけれ

ども入院すると自分がつきっきりになり、家のことが何もできなくなる。２人の思いを尊重し、在宅で療養してい

くことになりました。

  転倒により、寝たきり状態となってしまったとき、どんな方法で対応したか？

①介護用ベッド（ベッド、褥創予防用マット、介助バー）の導入〜
　寝室に通常のベッドを置いていましたが、尿意、便意のたびに起
き上がり、そのときに痛みがあり起こすことも大変。同じ姿勢で寝
ているため、臀部に発赤がある。トイレに移動するにも車椅子を寝
室に入れることも難しく、介護用ベッドを居間に置くことを勧めま
した。
　しかし、本人は、ベッドは夜寝るときに使うものであって、日中
もベッドで寝ていたら、寝たきりになってしまうという思いが強か
った。一度は介護用ベッドの導入をキャンセルしたいという申し出もありましたが、褥創予防、起き
上がりを楽にする、夫人の介護を楽にするために介護用ベッドを導入しました。

②排泄方法を考える〜
　腰痛になってから、尿意が頻回となる。しかしトイレに行く動作で腰の痛み増強したので主治医相
談。腰の安静を保つために排尿に関しては尿道カテーテルを留置することを提案しました。しかし、
カテーテルの違和感がありカテーテル抜去を希望され、間歇導尿で対応しました。排便に関してはベ
ッドサイドにポータブルトイレを購入する。ベッドとポータブルトイレの移乗動作で夫人一人では介
助が大変なためヘルパー派遣も検討したが、いつ排便があるかもわからない状況であることとAさん
が他人を家に入れることへの抵抗感が強く、他人がいると思うように排泄できないという理由で人を
入れるサービスを追加できないでいた。
　万が一、夫人一人で排泄介助できないときのためにおむつを当てておくことも勧めましたが、本人
の拒否があり使用することはなかった。その当時は訪問看護においては拒否がなく関われていたので、
トイレ移乗が困難な時は訪問看護に連絡をいれていただくことで対応しました。
　現在であれば、定期巡回訪問介護というサービスの導入も検討できたかもしれません。

利 用者さんの想いにそって… PART2 〜ステーションあいしん〜

前回のあらすじ
Ａさんは80代男性、要介護2の認定を受けていました。病名は心筋梗塞、脳梗塞、くも膜下血腫、変形性腰
椎症です。夫人とお二人で暮らしていらっしゃいました（平成20年当時）
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③協力員（夫人の家事援助）〜
　Aさんとしては、夫人がそばにいてもらい、介護してもらうのが一番でした。なにかあれば夫人を
呼んでいるので、夫人は、家事（買い物や掃除など）の時間が削られていきました。夫人が介護保険
の該当者ではなかったので、家事を介護保険のサービスで援助することはできません。
　そこで、えぷろんサービス（旧：在宅サービス協会、現在：札幌市社会福祉協議会）と契約し週２
回協力員さんに自宅にきてもらい家事の一部をお手伝いしてもらいました。その後、H22年９月には
腰痛が改善し、排尿、排便はスムーズになりました。
　しかし、体が右に傾き(背骨が変形）、端座位をとるのもやっとの状況となってしまいました。
　今の状況では、脱衣所から浴室に入る段差（25cm）や浴槽をまたげない。

  本人は、家の風呂で入浴したい希望があります。どんな方法で対応したか？

①シャワー浴２人介助を検討〜
　25センチの段差であれば、２人介助で脱衣所から浴室に移動することはでき
ると思われた。浴槽の深さをまたぐのは２人介助でも困難と思われた。シャワー
チェアーは一時的に福祉用具業者からお試しさせてもらうことにしました。
　看護師とヘルパーの２人介助をするよう調整していたが、Aさんの体調が整わ
ないことと、シャワー浴ではなく入浴をしたい希望があり、シャワー浴は実現で
きませんでした。体調の良い時に、訪問看護で清拭対応しました。

＊デイサービスでの入浴や訪問入浴の利用も方法としてはあるのですが、Aさんは自宅の浴室を利用
したい希望が強くありました。体力的にも難しく、残念ながら自宅の浴槽を利用しての入浴はその
後一度もできませんでした。(いずれは、訪問入浴を利用することになりますが、、、）

②訪問リハビリの導入〜
　Aさんは寝たきりになりたくない。入院したくない。もう少し動けるようになりたいという希望も
あったので、浴槽をまたげるまで筋力をあげるのは難しい状況ではありましたが、座位、立位保持が
できるようになること。夫人が少しでも楽に介護できるようにアドバイスするために訪問リハビリを
導入することにH22年10月中旬に同意が得られました。

　そんな矢先、発熱あり。肺炎が疑われました。主治医と相談しAさんとしては不本意であるが、入
院を余儀なくされました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　� ～続く。

　筋力が低下してくると、転倒という危険性があり。転倒による骨折により生活状況は一変してしまいます。
　転倒を予防していくことが一番大事ではありますが、転倒により上記のようなことが起こった場合に、ま
ず受診をしていただき、今後の治療の方向性、どのぐらいに回復する見込みがあるのかも情報として得ます。
その上で、本人の思いを大事にしながら安全、安楽に生活できるようお手伝いしています。

　　　　　� ステーションあいしん　所長　伊藤　亜美
Tel．011－752－3540　Fax．011－748－8771

〒065－0027 札幌市東区北27条東１丁目１－14
 加藤ビル3階

訪問看護 
介護支援ステーションあいしん
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救急の日

　愛心メモリアル病院では、「９月９日、救急の日」
にちなみまして、９月７日患者さんとご家族の方の
ための救急時の対応、応急処置の講習会を行いまし
た。この講習会は毎年行っていますので、ぜひご参
加ください。

　ご不便おかけして申し訳ありません。
　当院では、本館正面玄関に一番近い２台分を車イスご利用の患者さん用の駐車スペースとして設けて
おります。
　本来でしたら、そのスペースを示す掲示物が鎖に付いているはずなのですが、はずれていたことが判
明いたしました。
　今後このようなことの無いよう注意してまいりたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたし
ます。
　また、患者用駐輪場のご案内もさせていただきます。患者駐車場近くに駐輪場もございますので、自
転車・自動二輪車でお越しの際はご利用ください。
　貴重なご意見ありがとうございました。

　車で運転して病院へ来ている者です。

　駐車場に車イスのスペースを確保できるようにお願いいたします。車からの乗り降り

で車イスが出しやすいスペースが必要だからです。

� （平成25年７月10日受付にて投函）

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　office＠aishinkan.jp
　　　　　　　　URL　　http://www.aishinkan.jp
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発行責任者／髙橋　順一郎

　一年の終わりが近づいてきた今日この頃。日に日に
寒さが厳しくなり例年は雪が降ってからストーブに火
を入れていたのですが、今年は寒さを我慢できず10
月半ばからストーブを使っています。ストーブを点け
ると気持ちが冬気分になったため、晩御飯をお鍋にす
ることが多くなりました。生活は冬の生活になりつつ
ありますが、時期的においしいものがたくさんあるの
で食欲の秋はまだまだ続きそうです。� （Ｍ・Ｙ）


