かすみがうら

は二万五千円︶
︑
弾性スリーブは一
イ( リ
・ 肥満
) ンパドレナージに関する
万六千円︑弾性グローブは一万五 こと
などです︒
ロ( 弾
リンパ浮腫とは︑リンパ節を切除 千円で実際に要した費用の範囲内
) 性着衣又は弾性包帯によ
された後何らかの原因で︑リンパ管 です︒購入には医師の指示書が必 る圧迫に関すること
ハ( 弾
系の輸送に障害が生じ︑組織間隙に 要です︒
) 性着衣又は弾性包帯を着
水や蛋白などが貯留した状態です︒ ストッキングやスリーブは︑適正 用した状態での運動に関すること
ニ( 保
リンパ浮腫や炎症は︑他の病院で な圧迫圧が得られることが必要
) 湿及び清潔の維持等のス
は患者様の声として次のようなこと で︑硬くて伸びないリンパ浮腫用 キンケアに関すること
がきっかけで起きてくるようですの のもので︑ストッキングであれば ４ 生活上の具体的注意事項
パンストにするか︑ベルト付き片 ・ リンパ浮腫を発症又は増悪させ
で︑参考までに挙げておきます︒
脚ストッキングにするか︑そして る感染症又は肥満の予防に関する
上肢︵腕︶の場合
・手術した側の腕に注射︑
採血を受け 自分に合ったサイズを選びます︒ こと
それぞれに︑長所︑短所がありま ５ 感染症の発症等増悪時の対処
た︒
運動療法主任 金子 晴明
・手術した側の腕で血圧測定を繰り す︒静脈血栓防止用でも︑一般の 方法
圧迫ストッキングでもありませ ・ 感染症の発症等による増悪時に
返した︒
ん︒また︑正しく身に着けていた おける診察及び投薬の必要性に関
リンパ浮腫は早期に発見し治療 の流れがよくなるように︑①肩回し︑・重い物を持った︒
だかないと︑
効果が無いばかりか︑ すること
をすれば︑改善しコントロールも ②腹式呼吸︑③適度に腕や脚を動か ・布団たたきをした︒
むくみを悪化させることもありま です︒
さらに︑
皮膚の炎症を起 ・ボウリングをした︒
しやすいものです︒そのため︑予 す運動です︒
すので︑リンパ浮腫相談をお受け
リンパ浮腫は︑一度発症したら
防教育が大切です︒当院では︑リ こさないようにするため︑肌のケア ・テニスをした︒
になっていただきたいと思ってい 一生付き合っていかなければなり
ンパ節切除を伴う乳がん︑子宮が をすることです︒
・子供をおんぶした︒
ます︒
リンパ浮腫にならないように日常 ・海水浴に行った︒
ません︒少しでも︑安心した生活
ん︑卵巣がん︑前立腺がんの手術
最後に︑手術後にリンパ浮腫指 が送れるよう手助けとなればと考
後︑リンパ浮腫指導を行っており 生活で気をつけていただきたいこと ・ガーデニングをした︒
導でご説明している内容を載せて えております︒
ますが︑指導の時点ではなかなか は︑
下
肢
︵
脚
︶
の
場
合
おきます︒
実感が湧かずよく覚えていない︑ ・ 乳がんの場合には手術した側の腕 ・転倒した︒
１ リンパ浮腫の病因と病態
忘れてしまった︑むくんできたの を︑子宮がん︑卵巣がん︑前立腺がん ・足を強く打った︒
２ リンパ浮腫の治療方法の概要
でもう一度説明を聞きたい︑私は の場合は両脚を長時間下げた状態を ・たくさん歩いた︒
３ セルフケアの重要性と局所へ
リンパ浮腫指導を受けていない︑ 避ける
・仕事を再開した︒
のリンパ液の停滞を予防及び改善
どんな弾性着衣がいいのだろうか︑・ 過度の運動・使いすぎを避ける
・仕事で疲労が強かった︒
するための具体的実施方法
リンパ浮腫とはどういうもの︑と ・ 過度の温熱︵ホットカーペットや ・引越しをした︒
いう方でもリンパ浮腫相談を受付 サウナ︑湯たんぽなど︶を避ける
・葬式があった︒
﹁かすみがうら新聞
けております︒入院中に相談され ・ 腕や両脚の締め付けを避ける
・親を介護した︒
る場合には︑
無料で行っています︒ ・ 腕や両脚をひっかかない・強くこ ・草むしりをした︒
第１００号発行にあたって﹂
外来では︑一回一時間まで二千円 すらない
これらのことをすると誰もがリン
です︒依頼される場合は︑主治医
パ浮腫になるというわけではありま
院長 西田 正人
に﹁リンパ浮腫相談をしたい﹂と
せん︒これらの後に疲れたり︑むく
院内新聞
﹁かすみがうら﹂
は今月 て﹂
と言う記事を寄せています︒
同
お話しください︒
みが出た場合には︑休んだり︑減ら
手術後早期から退院後まで︑リ
していくなど注意していただきたい 号で１００号を迎えることになり 時にお知らせとして︑﹁国立霞ヶ浦
ました︒そこで手前味噌ではあり 病院のホームページができまし
ンパ浮腫について不安だ︑もしく
と思います︒
は実際困っているなど︑リンパ浮
平成 年４月より弾性着衣が療養 ますが︑この間の記事の内容を振 た﹂という記事も掲載されていま
す︒それからの記事の内容は多岐
腫で悩まれる多くの方々の力に
費の支給対象となり︑保険が使える り返ってみたいと思います︒
創刊されたのは２０００年４月 に亘っていますが︒大きく分けて
なっていきたいと考えています︒
ようになりました︒６ヶ月間で二着
リンパ節を切除された方に実践
まで︑一着あたりの上限は︑弾性ス １日でした︒当時の青崎病院長が ３種に分類することができます︒
していただきたいのは︑リンパ液
トッキングでは二万八千円︵片足用 ﹁患者さん向け院内新聞発行によせ まず第一に﹁医療に関する正確
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リンパ浮腫の相談・・
・治療を始めました

手術でリンパ節を切除された方
は︑リンパ浮腫︵むくみ︶につい
てとてもご心配されていることと
思います︒リンパ節切除の範囲が
大きい乳がん︑子宮がん︑卵巣が
ん︑前立腺がんの手術後にしばし
ばリンパ浮腫が発症します︒
リンパ浮腫について正確に知っ
ていただくために︑当院でリンパ
節切除を行う手術をされた入院中
や外来の方へ︑ 月１日よりリン
パ浮腫相談を始めています︒そし
て︑退院後にリンパ浮腫を発症さ
れた方へは︑外来にてリンパ浮腫
治療を開始しています︒また入院
中︑手術後すぐにむくみが出てし
まった方への対応も行っていま
す︒
もともとリンパ浮腫を発症され
ているが別の治療のため入院され
ている方は︑治療が終わり︑退院
されてから外来にてリンパ浮腫治
療を行います︒
このリンパ浮腫相談・治療は︑
リ
ンパ浮腫に関する専門的な知識・
技術をもっている訓練棟 理学療
法士で女性のセラピスト油野︵あ
ぶらの︶が行います︒
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将来は病院 も記事の中に紹介させていただき
な情報﹂です︒最近では新型イン て︑今まで通院していただいていた ものであるはずもなく︑
フルエンザや細い径の内視鏡の話 多くの患者さんを近くの診療所へ逆 を中心とした街作りという構想を描 ました︒また︑病院玄関前の池の掃
この構想を東京工業大 除の様子や花壇の手入れ︑ツバメ
題︑また子宮頸癌のＨＰＶ感染と 紹介させていただきました︒これに いています︒
ワクチンの話しなどがこれに当た 対しても多くの投書を頂きました︒学の建築科の土肥研究室に依頼し︑ の巣の模様など︑都会の︑鉄とコン
その多くが逆紹介される事への不安 大学院でのプロジェクトとして採用 クリートとガラスの病院では味わ
ります︒
当院で発表された研 うことのできない当院の風情も紙
病院は医療の中心であり︑しか と不満でした︒﹁金子先生が私の主治 していただき︑
面に風を送ってくれたのではない
何故︑
他の先生に診てもらわ 究成果を紙上に報告しました︒
ももっとも患者さんに近い場所で 医です︒
﹁私たちは この病院に身 でしょうか︒
す︒実際に患者さんに接し︑患者 なければならないんですか﹂﹁この病 また︑
本紙には編集委員会が組織され
さんの反応や患者さんの不安を肌 院が私のかかりつけの病院です︒家 を寄せてこられた全ての方々に 医
ありがたい︒
それ 療を通じて希望と力を与え その期 ています︒皆本業と掛け持ちのた
身で感じることによって︑今︑何 からも近く便利で︑
という病院の め︑大変忙しく︑時々抜けてしまっ
が情報として求められているか︑なのに何故﹂というお叱りの言葉を 待と信頼に応えます﹂
﹁継続
その背景にあ たりしたこともありますが︑
また一般住民の知識として何が必 何通もいただきました︒このことは 理念の制定の際にも︑
要とされているかを的確に知るこ なかなかご理解いただくのが大変で る当院の医療に対する考えを︑その は力なり﹂の一念で︑これからも楽
医療が昔のように︑
一つの病 経緯も含めて紙上に示しました︒ しく役に立つ紙面作りを目指して
とができます︒その意味で医療の したが︑
相対的に患 ゆきますので︑何卒よろしくお願
前衛である病院が︑患者さんが求 院でゆりかごから墓場まで面倒見る 病院が多くなったり︑
病院も得 い申し上げます︒
める情報を直ぐに︑しかも専門家 時代から︑色々な施設がそれぞれの 者さんが減ったりすると︑
の立場から発信することには大き 役割を果たしながら連携して多くの 意分野をアピールする必要が出てき
住民を守ってゆくという方向へ変わ ます︒その一環として︑当院では茨
な意味があると思います︒
二つ目は病院から患者さんへの りつつあることを紙面を通じて何回 城県で最初の女性外来を開設し︑ま
説明です︒病院は病気や不安を抱 もお知らせし︑ご理解いただきまし た︑女性病棟も立ち上げました︒さ
﹁高周波切除器を用いた子宮
えた方が受診する場所です︒一生 た︒このような病院と患者さんの意 らには
という手術を世界
懸命対応しても︑決して全ての方 見のやりとりを新聞を通じて公開し︑腺筋症の核出術﹂
現在この手術は厚
を満足させることはできません︒その内容を誰でも知ることができる で初めて開発し︑
今月の一品料理
それは職員への発言や投書から読 と言う機能は院内新聞の最大の役割 生労働省から﹁先進医療﹂に認定さ
︻ぶりのしゃぶしゃぶ︼
れています︒
全国で唯一のこの手術
み取ることができます︒投書は病 であろうと考えています︒
栄養管理室
を受けるために患者さんは北海道や
院にとって最大の財産です︒ご指
九州からも受診されています︒この
摘いただいた内容を謙虚に受け止
最新の手術を安全に５００例を超え
め︑投書に対してはなるべく早く
るまでおこなうことができました︒
回答を掲示しています︒しかしな
このことも何回か紙上で報告させて
がら︑多くの患者さんから同時に
いただきました︒
同じ質問や不満が提出されること
このような︑
各紙面で主題となる
があります︒このような場合には
記事の他にも︑
四季折々の身近な話
個々の投書に対する回答とは別に
題を添えることによって病院の理念
﹁かすみがうら﹂
紙上に記事として
や︑
あるべき姿をご理解いただくよ
取り上げ︑説明することがありま
うに努力してきました︒
す︒
広大な敷地には多くの銘木があり
精神科や整形外科が医師不足か
ます︒
三色の花を咲かす椿や本州の
ら廃止や閉診になる際には多くの
︵せんだん︶
︑
なんじゃも
患者さんから投書を頂きました︒ 三番目は何と言っても︑病院の診 北限の栴檀
その質問に対し︑紙面を通じて説 療内容や機能の患者さんへのアピー んじゃや土浦市の銘木に指定されて 作り方
丁度今は銀杏が
明し︑ご理解とご協力をお願い致 ルです︒当院は土浦市の一等地に３ いるヒマラヤスギ︑
しました︒また︑当院が地域医療 万６千坪という広大な敷地を擁して 金色に色づいて輝いていますね︒こ ①鍋に水をはり︑だし昆布を入れ
支 援 病 院 の 資 格 を 得 る に 当 た っ います︒この土地は一人当院だけの のように院内に残された貴重な自然
分程おく︒
＜材料
（４人分）＞
＜材料（
材料（４人分）
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３００ｇ（約３枚）

にんじん

１５０ｇ（中１本）

春菊

２００ｇ（１袋）

だし昆布

１０ｃｍ

万能葱

適量

柚子こしょう

適量

ポン酢しょうゆ

適量

②ぶりは薄いそぎ切りにする︒︵少
し凍りかけた状態にすると切りや
すい︶
白菜は１ ㎝幅程度に切る︒
に
んじんは︑皮をむいてから︑ピー
ラー︵皮剥き︶で帯状に切る︒春
菊は５ ㎝程度に切る︒
︿︿︿︿︿ 月集団指導のご案内﹀﹀﹀﹀﹀
③鍋は沸騰しない程度の火加減に
し︑
②をさっと火を通しながら︑
つ
☆減塩教室︵第３木曜日︶
けたれでいただく︒
午後２時から 第４会議室
ぶりなどの脂の多い魚は︑不飽
日
和脂肪酸の一種であるＤＨＡ︵ド ◆◆◆◆◆ 日日日日
コサヘキサエン酸︶やＥＰＡ︵エ ﹃外食の塩分量はどれくらい？﹄
管理栄養士
イコサペンタエン酸︶を多く含み
ます︒ＤＨＡやＥＰＡはコレステ
ロールや中性脂肪を下げる働きが ☆糖尿病教室︵第１〜４火曜日︶
午後３時から 第４会議室
あることから︑動脈硬化や脳卒中
などを予防することが期待されて ◆１日
います︒また︑ＤＨＡは脳内で情 ﹃糖尿病の薬って何があるの？イン
報伝達の役割をする神経細胞を活 スリン注射って不安・・・そんな疑
﹄
性化する働きがあり︑判断力や集 問に薬剤師がお答えします︒
薬剤師
中力を高めたり︑痴呆症の予防や
改善に対する効果が期待されてい ◆８日
ます︒炎症やアレルギー反応を抑 ﹃長く続ける食事療法のコツ﹄
管理栄養士
える働きもあると言われていま
日
す︒﹁青魚は体に良い﹂と言われて ◆◆◆◆◆ 日日日日
いるのはこうしたことが理由に ﹃妊娠と糖尿病﹄
産婦人科医師
なっているようです︒旬の魚をバ
日
ランス良くたっぷりの野菜ととも ◆◆◆◆◆ 日日日日
にお召し上がりください︒今晩の ﹃減らせ血糖・減らすな歯数﹄
歯科口腔外科医師
メニューにいかがでしょうか︒

12

17

15

22

会場／地域医療研修センター講堂
時
日時／ 月９日
時時時時

︿公開市民講座のお知らせ﹀

【エネルギー １人前２１０ｋｃａｌ】

14

※予約の必要はありません︒お気
軽にお越しください︒

放射線主任技師 福原 里恵

︵乳房Ｘ線撮影︶について﹄

﹃マンモグラフィ

12

つけたれ

白菜
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