
　雨の合間の陽射しが日に日に強くなる今日この頃。
季節柄、そして小誌『ひまわり』にちなんで、
Mr.Childrenの『himawari』という曲の一節から。 
　この曲は、愛する女性を亡くした男性の思いを描いたものです。私自身も妻に先立た
れたらと思うと、心が痛くなります。 
という部分はなお、ぐっさりと刺さります。 

　私たちは色々な患者さんに関わりますが、終末期の患者さんの場合、その人自身が命
の残り時間を意識するように、ご家族も、もうすぐ大切な人を亡くすかもしれないとい
う悲しみや不安を抱えています。「看取り」や「別れ」の覚悟が十分できているという状
態からスタートすることはほぼありません。共に生きながら、このままいつまでも生き
てほしいと願いながら、それでも、それが叶わなくなる過程を目の当たりにすることは、
他の者の想像を超える苦しみではないでしょうか。 
　そのような中で医療者として関わる私たちは、患者さんを診るだけでなく、それを支
えるご家族にも目を向ける必要があります。元気づけること、労いや共感の言葉をかける
こと、あるいはただ黙ってそこに寄り添うこと・・・支える者としての在り方は状況によ
り様々だと思いますが、愛する人を失おうとすることに対峙し、乗り越えようとしてい
ることに最大限の敬意を持ち、真摯に向き合わなければなりません。 
　そして、患者さんがその命を終えた時、その人との関わりは終わってしまいますが、残
るご家族との縁は、多くの場合、何らかの形で続いていきます。私も当院の非常勤として
4年、その後常勤として5年を越え、さいご
まで関わった患者さんも増えると同時に、
そのご家族とのつながりも増えてきました。
そんな「いのちの輪」を大切に、大切にし
ていきたいと、向日葵の咲き誇る夏を前に、
改めて思います。（院長 二ノ坂 建史）
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2022年

No.313号 

   7月

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

9:00 午前 外来診療

訪問診療

外来診療
13:00 昼休み 健康教室 昼休み

休診14:00
午後

訪問診療 訪問診療
17～18:00 ※外来診療 ※外来診療

※ 午後5：00～6：00の外来診療は、訪問診療の都合により診療開始時間が遅れる場合や診療が 
　　　   できないことがございます。診察をご希望の方は、事前にお電話いただけると幸いです。

himawari

Event 催し物・イベントのご案内

ホームページ http://www.drnino.jp/ 
E-mail  dr_nino@nifty.com

クリニックからのお願い

発熱または風邪症状のある方は 
まずはお電話にてご相談ください 

受診できる時間や受診する方法について 
ご案内いたします 

にのさかクリニック 
☎ 092-872-1136  

症状や経過によっては、 
他の医療機関へ受診をお願いする場合があります 

定期の受診、その他の症状で受診される方は 
できるだけ12時までの受診をおすすめします 

皆様のご理解とご協力をお願いいたします 

新型コロナウイルス感染症対策 
～発熱時の受診について～

市民公開講座のお知らせ

小渕管理栄養士が講師をつとめます

療養生活の中で、食べる楽しみをサポートする
管理栄養士の役割についてお話しします。 
テーマは「食べる実感、確かな食事から」です。
興味のある方はぜひご参加ください。 

　日 時：11月6日（日）14時 
　会 場：ももちパレス 小ホール 
             福岡市早良区百道2-3-15 

  ※申し込み方法や詳細については 
　  決まり次第、改めてご案内します。 

訪問診療の合間に見つけた向日葵畑です(院長撮影)

写真を撮ってみました

久しぶりにゴーヤを育てています

ゴーヤで涼しい緑の 
カーテンができました 

待合室から見えるゴーヤ
がすくすく育っています 



　福岡女学院看護大学より看護学生2名
が、5月16日から26日までの期間、当院
へ看護実習に来ました。看護学生の実習
レポートを一部抜粋してご紹介します。 
　＜ 看護学生の実習レポートより ＞ 
・実際に訪問診療、退院カンファレンス
などに参加することで、看護師、医師、
その他の職種の役割や他の職種との連携
を知ることができた。 
・訪問診療では、他の事業所の看護師か
らも療養者の情報を得て、総合的にアセ
スメントを行うことが大切であることを
学んだ。 
・ご家族とコミュニケーションをはかり、
介護の負担がどのくらいあるかなどを把
握し、必要に応じてソーシャルワーカー
やケアマネージャーと話し合い、訪問看
護の導入やレスパイト入院などのサービ
スを提案していくことが大切であること
を学んだ。 

・患者さんやご家族がしたいことや望ん
でいる看護を提供するために、総合的に
捉えてケアを行っていく大切さを学ぶこ
とができた。 

＜健康教育のまとめより＞ 
・咀嚼をあまりしないことで咀嚼力低下・消化不良 
・咀嚼をたくさんすることで脳の活性化や歯周病、 
　虫歯予防 
・習慣化➡歯ごたえのある食べ物(ごぼう・いか等)　　 
　を食べる 
・小さめのフォークやスプーンを用いて食べる 
・一口サイズに対して30回噛むことを意識する 

今ここから はじめる

第29回 日本ホスピス・在宅ケア研究会 全国大会 in 奈良 開催のお知らせ 
10月8日(土)～9日(日)・奈良県コンベンションセンター 

今年の大会テーマは

プログラム紹介・事前参加登録が始まっています。
詳細は大会のホームページを是非ご覧ください。
https://hospice-nara2021.jimdosite.com

あおによし奈良の都から織りなす
いのちの言霊（メッセージ）

地域に暮らす子どもから高齢者まで誰もが穏やか
に幸せを感じられるWell-beingな社会にするため
に望む場所で、教育や医療、ケアを受けて生活す
ることができるよう様々な人々が集いつながりま
しょう。わたしにもあなたにもできることがきっ
とみつかります。

看護学生の実習レポート 
福岡女学院看護大学 看護学科　 

看護実習の学び 第3回 ひまわり健康教室
在宅看護師 尾曲 奈美子　 　 
テーマ：糖尿病

（イラストおまがり） 

大会ホームページはこちら

看護学生が企画した健康教育では、スタッフ一同よく
噛んで食べることの大切さを学びました

第３回のひまわり健康教室です。 
今回は「糖尿病の合併症」についてです。 
糖尿病の初期は症状があまり出ませんが、重症になると合併症の恐れがあります。 
合併症には特異的な細い血管の病気と、リスクが高くなる大きな血管の病気があります。
血糖値のコントロールができれば合併症を予防できることが分かっていますので、 
知識を深めていきましょう。 
　 血糖値の高い状態が続くことで、糖が血管内を傷つけます。 
血管が傷つくことで、酸素と栄養素がうまく届かなくなり臓器が障害されます。 

①糖尿病網膜症（とうにょうびょうもうまくしょう） 
　網膜の小さい血管が障害を受けて起こります。 
　失明してしまう要因の第１位です。 
　定期的な眼科受診が勧められています。 

②糖尿病腎症（とうにょうびょうじんしょう） 
　腎臓の小さな血管が障害されて起こります。 
　透析療法が必要となる要因の第１位です。 
　採血で腎機能を確認していくことで悪化を予防する 
   ことができます。血糖値と血圧管理が腎症の進行を遅らせます。 

③糖尿病神経障害（とうにょうびょうしんけいしょうがい） 
　末梢の神経が障害を受けて起こります。 
　末梢の感覚異常・自律神経の異常が起こります。 
　具体的にいうと、手足の痺れ・痛みや熱さに鈍くなる・下痢や便秘になりやすい 
　（胃腸の働きが乱れる）・ひどい立ちくらみ・排尿異常などがあります。 

④糖尿病足病変（とうにょうびょうあしびょうへん） 
　糖尿病の患者さんに起こる足のトラブルの総称です。 
　足は体の中で心臓からもっとも遠いため血流障害が起こりやすい部位です。 
　水虫などの細菌感染が起こりやすく、たこや魚の目などの潰瘍や変形があります。 
　また小さな傷から細菌が感染し重症化し壊死することもあります。 
　神経障害によって小さな傷に気づくのが遅くなるため早期発見が重要です。 

⑤動脈硬化性疾患（どうみゃくこうかせいしっかん） 
（冠動脈疾患・脳血管障害・末梢動脈疾患） 
　糖尿病によって動脈硬化が起こり、心筋梗塞・脳梗塞のリスクが高まります。 

⑥感染症にかかりやすい 
　高血糖は免疫機能を低下させ感染症にかかりやすくなります。 
　一般的な肺炎のような病気でも重症化しやすくなります。 
合併症についてお話ししました。 
合併症のことを知ることで血糖値をコントロールし糖尿病の悪化を予防することの大切
さが伝わりましたでしょうか。 
次回は、『糖尿病と採血データ』についてをお話していこうと思います。 
～次号もよろしくお願いします。～ 

https://hospice-nara2021.jimdosite.com
https://hospice-nara2021.jimdosite.com
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～発熱時の受診について～

市民公開講座のお知らせ

小渕管理栄養士が講師をつとめます

療養生活の中で、食べる楽しみをサポートする
管理栄養士の役割についてお話しします。 
テーマは「食べる実感、確かな食事から」です。
興味のある方はぜひご参加ください。 

　日 時：11月6日（日）14時 
　会 場：ももちパレス 小ホール 
             福岡市早良区百道2-3-15 

  ※申し込み方法や詳細については 
　  決まり次第、改めてご案内します。 

訪問診療の合間に見つけた向日葵畑です(院長撮影)

写真を撮ってみました

久しぶりにゴーヤを育てています

ゴーヤで涼しい緑の 
カーテンができました 

待合室から見えるゴーヤ
がすくすく育っています 


