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その12、睡眠（すいみん）

病院長　笠　伸年

形成外科部長兼手術部部長

近藤　加代子スキンテア

1

　
　高齢化社会となり、在宅介護が増えつつある今、スキンテアは自宅でも起こる可能性が増えて
います。気がついたら傷ができて血がでていた、などということを防ぐためにもスキンテアの知識
を利用して予防に心がけたいですね。

2

　今年はこれまでに経験したことが無いくらいの暖冬
だと思いますがそれでも時々寒い日もあって、そんな朝
は目覚めても「まだ起きたくない！ぬくぬくの幸福を手
離したくない！仕事に行きたくない！」と思うのは人間
誰しも経験することでしょう。また、ぐっすり寝て目覚
めたときの爽快感、スッキリ感は人間が感じる幸福感
の中でも上位にランクされるものだと思います。日本人
は先進国の中で平均睡眠時間が一番短いのだそうで
す。睡眠不足が積み重なると心と体に重大な悪影響を
及ぼし、これを睡眠負債というそうです。今回はこの人
生の1/4から1/3を占めている重要な、そして未だによ
く解明されていない“睡眠”について考えてみたいと思
います。言うまでもありませんがこれは睡眠についての
最新の知見を提供する学術論文ではなく、あくまでも
“りゅうの戯言”ですのでお間違えなく。
　凡そ脳を持っている動物は例外なく眠るのだそうで
す。ハエの脳はどのくらいの大きさでどの程度機能して
いるのか知りませんが、ハエも眠るし睡眠不足では仕
事の効率が落ちるし更には人間の睡眠薬が効くのだそ
うです。食物連鎖の弱者である草食動物は睡眠中は無
防備になり危険極まりない状態です。従って睡眠時間
は短く、立ったまま寝る動物もいます。一方で肉食動物
の頂点に立つライオンは長時間睡眠派だそうで誠に羨
ましい限りです。何日も泳ぎ続けたり飛び続けたりす
るイルカや渡り鳥は左右の脳が交替で寝たりするとの
こと、なんと器用な睡眠でしょう。このようにあらゆる
動物種に渡って危険を冒してでも保存されているとい
うことは、睡眠というのは脳にとってよほど重要なもの
なのでしょう。哺乳類と鳥類の睡眠にはレム睡眠とノン
レム 睡 眠 が ありま す 。レムとは R a p i d  E y e  
Movementの頭文字（REM）で、文字通り寝ていても
眼球がキョロキョロ動いている状態です。この時に夢
を見ることが多いのだそうです。ノンレム睡眠は深い眠
りで、その時の脳波検査では振幅の大きい遅い波が検
出されます。つまり多くの脳神経細胞が同じリズム（タ
イミング）で電気信号を発しているということで、細胞

が休んでいる訳ではありません。人間はこのレム睡眠
とノンレム睡眠を一晩に何回か繰り返します。人間は

（多分すべての脳を持つ動物は）全く眠らないと早晩死
に至ります。何故脳にとってここまで睡眠が重要なの
か、この様な2種類の睡眠を必要とするのか、睡眠は脳
のメンテナンスに関与しているとか記憶の定着や強化
に関係しているとかいろいろ言われていますが正確な
意義、メカニズムはまだよく解らないというのが現状の
ようです。心臓も産まれてから死ぬまで拍動し続けて
いると思うのですが、脳に対する睡眠の様なメンテナ
ンスを必要としているのでしょうか？元々は1個の受精
卵から細胞分裂を繰り返して出来た同じ遺伝子を持つ
細胞なのにどこでどうしてこんなに上手く分化したので
しょう？本当に睡眠ひとつをとってもまだまだ人類には
解明できていないことがたくさん有ると実感します。
　よく解らなくても良い睡眠が脳の健康のために重要
である事は間違いないことでしょう。良い睡眠のため
には明るさ（適度な暗さ）、静けさ、適当な温度が重要
とのこと、スマホやパソコンのブルーライトは脳に対す
る強いストレスであり入眠の妨げになりますので夜に
熱中することは控えましょう。寝る直前に熱いお風呂に
入る事も寝付きを悪くするそうです。酒に酔って眠るこ
とも良眠の敵で、これは私もよく実感します。酔ってい
つの間にか寝てしまった翌朝は例え長い時間寝ていた
としても爽快感は無く、頭痛と後悔があります。思案橋
で飲みすぎてフラフラになって、どうやって帰ったかの
記憶も無く自宅に戻ったもののベッドまでは辿り着か
ず、リビングのソファで目を覚ました朝は強い悔恨の念
に苛まれます。酔っぱらうと無性にラーメンを食べたく
なるのですが、以前お湯を入れて３分待つ間に力尽き
たらしく、朝ソファで目覚めてテーブルの上に完全に汁
が無くなって冷たく膨れあがったカップ麺を見つけた
時は、思いっきり情けなくなりました。皆さんも飲みす
ぎにはご注意いただき良い睡眠で健やかにお過ごしく
ださい。

　皮膚は成人で平均面積1.6ｍ²、重量にして17％
という人体で最大の臓器といわれています。
残念ながら、皮膚も年をとるとともに老化してい
きます。シミやしわ、たるみなど、みなさんもよく
ご存じですね。老化する現象としては様々なもの
がありますが、その1つに皮膚自体が薄くなるこ
とがあげられます。部位によって異なりますが成
人で平均２～３mｍの厚みがある皮膚は表面か
ら、表皮、真皮、皮下組織の３層構造から形成され
ています。これがいずれの層でも薄くなり皮膚の
もつ弾力性や、保湿能が低下することで皮膚自体
が脆弱化し外力によって傷をつくりやすくなり
ます。
　高齢者では軽度な摩擦やずれで皮膚に傷がで
きるようになりこれをスキンテア（skin tear:皮
膚裂傷）と呼んでいます。加齢以外にステロイド
を長期使用している方、過度な日光を浴びてきた
方、抗がん剤や放射線治療を行っている方、低栄

養の方などでも皮膚が脆弱になるためこのよう
な方は注意が必要です。
　実際に病院では、ベッド柵でこすれた、体位を
変えようと体を持った部分が裂けた、車いすの移
動時にフレームにあたった、転倒して打撲した部
分に傷ができたなどがあげられます。外力を受け
やすい手足によくみかけ、本当にちょっとしたこ
とで傷ができるため、いつの間にかできていたと
いう経験もあり、しばしば頭を悩ませます。
　予防として、ベッド柵やフレームなど体にあた
る可能性のある硬いものにカバーを装着する、手
足にもアームカバーやレッグカバーを使用する、
ベッド周囲に衝撃吸収マットを引くなどです。介
助で手足を持つときには掴んだり引っ張ったり
せず下から支えるようにする必要があります。ま
た皮膚が乾燥すると、いわゆるひび割れ状態を起
こしやすくなるため保湿剤をこまめに塗って乾
燥を防ぐ事も重要です。

皮膚が薄いのと
皮膚が裂けている
のがわかります

典型的な
「スキンテア」

です

急性期医療

スキンテアスキンテア S k i n  T e a r
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地域包括ケア病棟ってどんなところ？

薬剤師の関わりと
退院支援

新連載
シリーズ

薬剤部課長　立石 正幸

６階地域包括ケア病棟看護師長　野口 明子第６弾

　今回は地域包括ケア病棟での薬剤師の関わりと、カンファレンスを通して行
われる退院支援について紹介をしていこうと思います。

　当院の薬剤師はまず療養病棟からの転床時や、直接入院してきた患者さんの、
入院時の持参薬を含めた内服薬の確認をおこない、持参薬で使用可能な薬剤は調
整をします。
　医師は多忙な中で一人一人の患者さんの内服薬を全体的に把握することが難し
くなるため、処方を見直す機会がなくなり、そのままになっていることもあります。
　多剤内服は、相互作用のために薬の効果が弱くなったり逆に強く出てしまったり
します。そのため大出血や意識レベルの低下、転倒や認知症の悪化の原因になる
恐れもあります。また、薬の用法がさまざまなためうまく薬を飲めないことや、薬
が余っていることを主治医に伝えることができなかったりして、結果として大量の
お薬を抱え込んでしまうケースもあります。
　お薬の中にはどうしても中止できないものもありますが、中止や減量しても支障
がないものや、内服のタイミングを変えても良い薬もたくさんあります。入院期間
中は、薬をきちんと飲むことができているか、また薬を減らしたことで問題が起き
ていないかを薬剤師が確認します。そのため、薬剤の処方を見直すにはよい機会
だと考えています。
　地域包括ケア病棟は、患者さんが家に帰ることを支援する病棟です。薬に関し
ては、療養病棟である時から担当の薬剤師や病棟看護師が介入し、きちんと服薬
管理ができているかの評価を行っています。地域包括ケア病棟に転床後は、多剤
内服になっている方の薬が減らせないか、また、食用不振、意欲の減退など薬剤
による副作用がないかの確認をして、退院後も内服が継続しやすいような用法に
変更できるか等を医師、看護師、医療ソーシャルワーカー、リハビリスタッフ、栄
養士等の医療スタッフと、患者さんや同居する家族と一緒に協議します。患者さん
が退院後もきちんと薬剤の服薬管理ができるように本人家族も含めた支援をおこ
ないます。必要時には退院時カンファレンスにも参加をして薬剤に関する問題点な
どについて在宅医や訪問看護、介護施設のスタッフに説明をおこない同様に本人、
家族に対しても丁寧な薬剤の説明をおこないそれと伴にかかりつけの薬局薬剤師
に薬剤情報書を提供します。入院された患者さんが自宅や施設に戻っても入院中
と同じような薬の効果が得られるように、薬剤師として今後も配慮していきます。

急性期病棟からの転入や、自宅や施設からの入院後に、担当の
看護師、リハビリ、MSWや状況によっては患者さん・ご家族
の方、在宅のスタッフの方と退院にむけた問題点や目標につい
て話し合いを行います。

　地域包括ケア病棟では、限られた入院期間で、安心してご自宅や施設へ退院でき
るように、多職種で協力した退院支援を行っています。今回は、病棟で行われている
カンファレンスを通して、どのように取り組んでいるかを紹介したいと思います。

　このようにして、カンファレンスを開催しながら多職種で協働し、患者さん・
ご家族の方の希望に沿えるように支援を行っています。また、新たな取り組み
として、多職種共有の『退院支援共有シート』を作成し、早期より患者さん・
ご家族の方の希望を確認しながら、退院に向けた支援が行えるように取り組
みを開始しています。　
　退院してご自宅や施設で安心して過ごせるように、患者さん・ご家族の方
にお話を伺いながら支援を行っています。心配事や不安、疑問があればご相
談ください。また、地域包括ケア病棟でのレスパイト入院のご相談などは、地
域連携室にてお伺いしていますので、お気軽にご相談ください。

地域包括ケア病棟で開催する退院支援に向けたカンファレンス

　　転棟カンファレンス

週1回（3階：木曜日　6階：月曜日）、医師・看護師・MSW・
リハビリ・薬剤師・管理栄養士の多職種で集まり、入院中の全
患者さんの状況や今後の方向性・予定など話し合いをしていま
す。

　　合同カンファレンス

退院に向けて患者さん、ご家族、病院スタッフ（医師・看護師・リハビリ・MSWなど）に
加えて、在宅のスタッフ（医師・看護師・ケアマネジャー・介護スタッフなど）の方々と、
安心して退院しご自宅や施設で生活ができるように話し合いを開催しています。

　　退院前カンファレンス

１

２

毎日看護師によるカンファレンスを開催し、退院支援に関するこ
とや、日々の看護や支援の方法、離床計画などを、状態の変化
時や担当する患者さんに対して話し合いを行っています。

　　看護カンファレンス
３

４

地域包括ケア病棟での薬剤師と関わり
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①野菜がとにかくおいしい♪何これ？？と普
段は食べないような食材や、捨ててしま
いがちな（大根の葉っぱなど）食材も料理

（しかも美味しい）と成立させており、何だ
ろうこれ？？♡と、食材に対する会話がと
まりません～

②彩がきれい (#^.^#) 目だけで、「美味し
かったです♪」といいたくなる♪

③「お弁当」がこんなに柔らかく、美味しい
のであれば、お店だとどうなの！って想像
してしまう美味しさです

④な・なんと～サービスでついてきたデザートがびっくりの美味しさでたまりません
⑤食材の説明の手書きデッサンが 1 人ひとりについてきます

ピアチェーボレの弁当は、弁当の域を遥かに超え、
いまだかつて食べたことのないような食材、調理法
を駆使しており、弁当？これは、弁当と呼んでいい
ものだろうか？ヨーロッパの宝船とでもいっとくべき
かと思われます。中身がすごすぎるのです～
お料理は全体的に長崎人が大好きな甘めかつ、食
材のお味が活きた味で、デザートも甘いなかにさっ

ぱりとした爽やかなお味で、全体の量・味を考慮し
たものなんだろーなと、最後まで考えつくされたお
料理でした。
なので、うちの職場で２年連続の仕事納め弁当！
ぜひ一度お試しください。
♪あぁ～店いきたい♪
（で、次回はお店ご紹介記事です。）

（文責：みぃ）

ピアチェーボレ（月曜定休日・祝日を除く）お店

長崎市銀屋町２－１６場所

お手軽ランチBOX　2,000円料理

ココポイント 

　向春の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御
礼申し上げます。
　先日よりご案内しておりました第６回 地域連携講演会［2/28(金)19:30～ホテルニュー長崎］は、新
型コロナウイルスの感染状況や厚生労働省からのメッセージを勘案し、やむを得ず中止といたしました。
　既に参加の申し込みを頂いておりました先生方には誠に申し訳ございません。何卒、ご理解を頂きま
すようお願い申し上げます。
　尚、次回の開催については、事態が終息しているであろう９月頃の開催を目指して準備して参ります。
あらためてご案内をさせて頂きますので皆様のご参加を心よりお願い申し上げます。

病院長　笠　伸年

じゅうぜん通信への原稿依頼がしばらくなかったので、昨年末の記事になりますが、
掲載してもらわずにはいられない！　そんなお弁当の紹介です！

第６回 十善会病院地域連携講演会中止について

医療法人社団健生会
東長崎皮ふ科・泌尿器科医院

診療科目

診療時間

泌尿器科・人工透析・皮膚科

受付時間 8：30 ～ 18：00
（透析と併診療のため、診療開始時刻は受診前に御確認ください。）

●休診日：日曜・祝日 ●備考：第 1、第 3 水曜日午後は検査のみ（外来休診）

院　長：福田 寛典先生

〒851-0134 長崎市田中町1027-13
095-837-1181

【バス】県営バスイオン前徒歩１分・
　　　　東望道バス停徒歩４分、
　　　　イオン東長崎店 向かい
あり（６台/無料）

住  所
T E L

アクセス

駐車場

時 間 帯
午前   9：00 ～ 12：00

午後 14：00 ～ 18：00

月 火 水 木 金 土

血液透析

時 間 帯
午　前

午　後

月 火 水 木 金 土

　地域医療連携とは医療機関同士が相互に円滑な連携を図り、その機能を有
効活用することにより、患者様が地域で継続性のある適切な医療を受けられ
るようにするものです。当院では医療連携の推進の為、連携医療機関・施設
のご紹介を行っていきます。

地域
医療連携

の集い

Q 病院の特徴を教えてください。
　当院は昭和59年に父が開業し36年が経過しております。平成24年より私が継承し地域のかかり
つけ医として泌尿器科・皮膚科・人工透析の診療を行っております。5年前には外来・透析室の改
装を行い快適に透析治療を受けて頂けるようになりました。泌尿器科専門医として排尿管理・透析
管理に特に力を入れております。透析に関しては夜間透析も行っており、できるだけ多くの患者様
を受け入れ出来るように努力してまいります。　

Q 地域のかかりつけ医として気に掛けることは？
泌尿器科専門医として多くの患者様に専門的な排尿管理を行い、必要時には速やかに連携病院への
紹介を行っております。何でも相談できる地域のかかりつけ医でありたいと思います。

Q 最後に読者の皆さんにメッセージをお願いします。
地域のかかりつけ医としてサポートを行っていきたいと思います。
今後とも宜しくお願いします。

（月・水・金は夜間透析あり）

お知らせ
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社会福祉法人病院として、地域に密着した医療を行ってきた歴史を守り、『救急から在宅まで』を目標に、
患者さんが満足し、職員も満足する病院づくりを実現することにより、地域住民の保健・医療・福祉
の向上に貢献する。

病院理念

無料低額診療事業

経済的理由によって、
必要な医療を受ける機会が
制限されることのないように、
≪医療費の免除を行う制度≫です。

相談窓口 十善会病院 医療福祉相談室（病院１階受付そば⑬番）
代表電話（095）821-1214　月曜日～金曜日 9：00 ～ 17：00

医療費に
困ったら・・・
ぜひ、ご相談
ください！

【平日 8：45 ～17：15】地域連携室 ８１８-５３８８
【土日・祝祭日・時間外】十善会病院 ８２４-４３１５

【平日 8：45 ～17：15】
　〈外科〉病院長 笠　　伸年
　〈内科〉副院長 麻生　憲史

【土日・祝祭日・時間外】 救急外来

FAX

病院長 笠  伸年 副院長 麻生 憲史

●無料駐車場はございません。
誠に恐れ入りますが、悪しからずご了承ください。

●十善会病院患者様専用駐車場（有料・時間制）が満車
の場合は、お近くの駐車場をご利用いただきますよう
お願いいたします。
専用駐車場にお止の際は、思案橋方面からの一方通行
となりますので、ご利用の際はご注意ください。

●指定駐車場
　唐人屋敷パーキング、新観光タワーパーキング
　※専用駐車場又は指定駐車場をご利用いただきますと当
日受診された外来患者様に限り、１時間無料券を発行
しております。

十善会
病院

P
P

P P
P

P P

P
唐人屋敷
パーキング

湊公園

イオン長崎店

←至 思案橋・銅座

←至 浜町

至 石橋→至 出島↓

←至 浜町

ホテル
JALシティ

新観光タワー
パーキング

患者様
専用駐車場
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セブンイレブン

十八銀行本店 NTT
新地中華街電停

交通アクセス 〒850-0905 長崎市籠町 7 番 18 号

救急患者受け入れのお問い合わせ

８２１-１２１４
095-
ＴＥＬ（代表電話）


