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座骨切断術でも71%に 及んだ。 この眼も眩む

ほど高い手術死亡率だが、伝染病の猛威 と比較

すれば埒もない。月と鼈どころか月と蛭蛸ぐら

いの差異が歴然。コレラの猛威を皮切 りに発疹

チフス、腸チフス、壊血病の脅威にも晒された。

軍医どのから一兵卒まで容赦なく感染の絨毯爆

撃に曝された。遺体を埋葬す可く望壕を掘 らさ

れていた箕翠が、訪■ きて倒れ込み、兵の種、
る  る

だいたいこつ

折の為の大腿骨切除術の死亡率は92%に 近 く、
けいこつせつだんじゅつ

か く

わ か

医学 という学問は何 も解つていない分野だか ら

なあ !」

参考文献 :Metchnikoff E:Trois Fondateurs De

La Medicine Moderlle PASTEEUR― LISTER―KOCH.

1933

「ナイチンゲ…ル,ク リミア戦争,トルストイ」
(1820-1910), (1854-1856〉 (1828‐ 1910

名誉院長 西  田   敬

ナイチンゲール、クリミア戦争、 トルストイ
れっきよ さて      さんだいばなし         いぶか

と列挙すれば、靭、何の三題噺だつけ ?と訪る
まご  かた

向きも多かろうが、紛う方なく、医療不信に纏

わる話。クリミア戦争に参集した兵士は、フラ

ンス軍が30万 人で、戦死者は1万 240人。戦傷

埋葬されてしまう事態さえも綾々生じた。確た

る戦闘も無き儘に、遂に救世主は現れなかった

の平、戦場には累々たる屍が晒された。

この医学の無力さ加減、クリミアの自衣の天

使、Nightingaleは 傷病者のtriage以 外に一体、

何をおし得たろう姦 ?鰐かる為体を具に昌の色

りにして居たのが、徴用兵の一員、Russiaの

Tolstoy。

御蔭で、文豪はすつか り医療不信に1陥 つてし

まった。晩年、病室に彼を見舞つた医師団に御

楚努鍍 った後で、猥 り讐ど ヽヽた。 「ったく、
ぶんや

ほ|ま

まつ

はなは

死が略同数の 1万人。ロシア軍の損害は更に甚

だしく、戦死者が3万人、傷病者は60万 人にも
た つ うべ な   かな

達した。宣為る哉、ちと考えれば納得する。細

菌学の泰斗、Pasteurの 乳酸発酵の最初の論文

でさえ1858年。クリミア戦争の時代に様な抗

菌療法が在ろう筈がない。

傷病には出血、丹毒、褥麿、壊疸、敗血症に

病院脱疸が並ぶ。手術死亡も彩しく、大腿骨骨

Salvator Mundi(救世主 )

瑶卜 済生会 日田病院 (ホームページ httO//sttsek江.hta.dtaj」
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腎臓病 と運動 につ いて

慢性腎臓病 (CKD)や透析患者さんは年々増加し、
現在は32万人以上、国民400人に1人が慢性透析患

者であるといわれていま丸 また国内での透析患者さん
の平均年齢もここ10年で63.9歳 から67.9歳 と上昇し
ておりま九 年齢上昇とともに、ADL(日 常生活動作)や

QOL(生活の質)の低下がここ最近では問題となって
おります。

透析患者さんは、心不全・高血圧などさまざまな合
併症をかかえている為、運動量や活動量が低下しま丸
その為、運動耐容能が低下することが問題となっていま
丸 運動耐容能とは、全身を使う持久的な運動にどれく
らい耐えられるかという限界のことで丸 運動耐容能検
査では自転車のぺ分レをこく

゛
運動をしながら、心電図・

血圧・呼気ガスを測定して肺。心臓・全身の筋肉の機能
を評価しま丸 ADLおよび生命予後の改善のためには
運動耐容能を向上させることが極めて重要と考えられ
るようになってきました。

日本腎臓学会のCKDガイドラインでも、「安静は多く
の病態において予後を改善しない」、「CKD患者におい

ても運動療法が重要」と明記されていま丸 従って適切
な運動療法が透析患者さんの予後のみならずADL・

QOLを 向上させることが期待されま丸
具体的にどのような運動療法が勧められているので

しよう。

腎臓内科部長 松 本 有里子

週3～ 5回、1回に20～60分の歩行やエルゴメータ

(自転車こぎ)などの中強度 (ややきついレベル)の有酸

素運動が中心となりま丸 運動施設や自宅回りでもでき
る運動ですね。また、運動前後のストレッチ、低強度の

筋力増強訓練 (レジスタンストレーニング)を追加する
ことが望ましい。とされています。

最近は、透析の最中に下肢エルゴメータなどの運動
療法を行う施設も増加してきておりま丸 透析中に運動
を行うと蛋白同化が促進され、また、リンなどの老廃物
の透析除去効率が高まり、1回の透析時間を4時間か

ら5時間にしたのと同程度の効果があるともいわれてお

りま丸 また、週3回の透析中に運動療法を行ってしまう
ことで、透析以外の時間帯に改めて長い運動時間を設
定しなくてよいというメリットもありますЭ

さらに運動療法は、心血管疾患の予防に有効とされ
ていま丸 そのため降圧薬や心不全治療費の減少に期
待できま丸 また、貧血の改善、睡眠の質の改善、不安。

うつの改善にも期待できま丸
もちろん透析患者さんへの運動療法が効果をあげる

ためには、適切な透析療法の継続、必要な栄養状態の

維持改善、長期透析に伴う心理的不安に対するアプロ
ーチ、心血管合併症の適切な管理などが基礎に求めら
れることは当然で丸 つまり運動療法が効果を上げてい

くためには包括的なアプローチが重要であり、この点か

らもチーム医療が必須となるので現

運動療法にご興味のある方がいれば、ぜひ一緒に始
めませんか。
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り八 ビリテーションのお話 し

リハビリテーション部技士長諌山 昌寿
言語聴謝 岩田 智子

1、 リハビリテーションの意味とは?

リハビリテーションというと、「けがをしたと

きや病気の回復後に行うもの」というイメージ

が強いのですが、広義の「リハビリテーション」

とは、ラテン語のre(再び)一 habiris(適 した)

に由来し、「何らかの理由で能力低下、機能低

下した状態から改善するよう働きかけること全

般」を指します。

これには一度失つた権利を回復することを

あらわす「復権」といつた意味合いも含まれる

ことから、離職者が社会復帰するための準備

をリハビリテーションと呼ぶこともあります。

2、 リハビリテーションの目的は元に戻すこと

ではない?

医療・介護の現場で「リハビリテーション」と

いう言葉を使用した場合、病気やけがで動き

の鈍 くなった筋肉などに働きかけ、従来の動

作に近づけることを指しま丸

このため「完全に元の状態に戻すこと」を最

終目的にするのではなく、「その人に合つた生

活に近づけるための治療やトレーニング全般」

がリハビリテーションの目的とされています。

3、 リハビリテーションの3つの種類

リハビリテーションが必要と診断されると、

医師の指示のもとに、その人の症状や運動機

能に合わせたリハビリテーション専門の担当

者と共に失われた機能の回復を目指しま丸

リハビリテーション専門の担当者には次の

ような職種がありま丸

1)理学療法士

主に運動機能そのものの回復を目指し、ス

トレッチや筋肉トレーニングを行いま丸 マッ

サージや電気治療、温熱治療などを組み合わ

せながら、機能が損なわれた部位に対して、寝

返り、起き上がり、歩く、といつた基礎的な運動

ができるようになる状態を目指します。ときには

器具を活用して、もともとその人が持っていた運

動機能に近づけるための様々なトレーニング方

法を展開しま丸

2)作業療法士

作業療法士は日常的な作業を通し、心身の

ケアをするのが仕事で丸 病気やケガにかかる

前に持つていた様々な作業を再びできることを

目的としていま丸 より具体的な、工芸や運動、

レクレーションなども取り入れながら機能回復

を図りま丸 また、精神疾患やうつ症状など、心

の病により損なわれた機能回復も対象とすると

ころが理学療法士との大きな違いで丸 多くの

リハビリテーション施設では、理学療法と作業

療法を連携させ、患者さま一人ひとりにあった

生活のトータルコーディネートに努めていきま

丸

3)言語聴覚士

先天性の障がいや病気、ケガなどで「読む」

「書く」「聞く」「話す」「計算」といつた作業が困

難になった人に対し言語訓練を行い、サポート

をしていきま丸「高次脳機能障害」といい「覚え

る」「集中する」など脳の機能が低下し特定のこ

とが困難となった人にも他の療法士と協力し訓

練を行いま丸

また、食べることや飲むことが困難になった

方に対して、ムセなく安全に食べられるように機

能の回復をサポートするのも言語聴覚士の仕

事で丸 食事をするときに「飲み込む」行為は正

しく食べ物を胃に送 り、栄養を摂取するために

は必要な作業です。食事の形態や栄養摂取

ルートの選択など栄養士さんと連携して患者さ

んの対応をしていま丸
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ノロウイルスは、吐き気、嘔吐、下痢、腹痛、発熱などの消化器症状を引き起こす感染症で丸 感染者の糞便や嘔吐物には19あた
り約 1000万から10億個の多量のウイルスが存在し、伝播力・感染力が非常に強く、10個程度のウイルスでも発症すると言われて
います。季節的には11月 から3月 の冬季に多く発生している。1～ 2日 の潜伏期間を経て症状が出現し通常は1～ 2日 で回復するが、
その後も便中にウイルスが排出されるので注意が必要です。効果的な治療法はなく輸液などの対症療法になります。特に体力の弱
い乳幼児や高齢者は脱水や体力を消耗しないよう水分と栄養補給を充分行いましょう。

<予防するには>
①しっかり石鹸と流水による手指衛生を行う(アル
コール手指消毒剤は効きません)。

②二枚員などはしっかり加熱する(ノ ロウイルスは
85～ 90°Cで90秒間以上の加熱が必要)。

③感染者の嘔吐物や便を処理する際には、手袋・マ
スク・ビニールエプロンをつけて汚物を取り除き、
次亜塩素酸が含まれる八イターなどの消毒剤を
01%に希釈して拭き取り消毒をしてください。

④多くの人が触れる箇所など、環境表面の清浄を行
う(特に便座やトイレのドアノブなど)。

⑤ノロウイルス感染が疑われる人は調理することを
避ける。

⑥十分な休養やバランスの良い食事をとり体力や
抵抗力を高める。

◆ノロウイルス感染を予防するためには、正しい知
識を持ち日頃から感染予防策を取り入れ、感染の

機会をできるだけ少なくするため、一人一人が対
応を心がけるようにしましょう。

<感染経路>

【2月・3月の巡回診療日程のお知らせ】

※身体のことでお悩みの方は、お気軽にお出でください。     .‐  ‐
*健康保険証、医療受給者証 (または高齢受給者証).を持参してください。
*病院の窓口で現金をお支払いいただくのと同様に有料です:

高 花 公 民 館 1:45～ 3:15

2月 20日の、3月 20日の 1:45～ 3:15

2月         3月
13日ω。27日ω、13日ω・27日の

.購 ‐‐‐‐1日‐El病院―の|「響照導‐4.「基本方針J

1 国  紺 攪 緞 頷 ‰ 鼈 に書厭
|     します。
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関係機関との連携を図り、高度医療を提
供 します。

職員の協調と信頼によって、チーム医療
の充実を図り、患者本位の医療を実践 し
ます。

中核病院として、地域の医療水準の向上
に努めます。
総合的な医療の質の管理を行い、健全経
営を目指します。
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があります。
3.自己の病気や治療について、説明を受ける権利が

あります。
4. 自ら治療方法を選択する権利、また自ら治療を拒

否する権利があります。

治療に当たり症状を正確に告知する義務がありま

す。

医師の指示に従い、病院の規則を遵守する義務が

あります。

診療費を支払う義務があります。
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ノロウイルスによる食中毒を予防するために
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人がノ●ウイルスに感鑽
手を介して倉8L~ウイルス付彗

おう吐構を処理  空気中に澤選
♂
報

▼

地 区 名 1  診 療 日 場    所 時   間

古後生活改善センター


