
奥沢病院の職員一同は患者さま（クライアント）のご意思とプライバシーを尊重します。 

 

・患者様の意思とプライバシーを尊重した医療 

・苦痛・恐れ・不安の解消に最大限の努力をする事 

・２４時間３６５日の二次救急医療体制 

・周辺の医療機関との密接な医療連携 

・総合診療と特色のある専門外来 
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病院理念： 

私たちは、患者様の意思とプライバシーを 

尊重し、心のこもった質の高い医療サービスを 

提供します。 
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看護部長のコラム 

「認知症」 
看護部長 黒井有子 

 

今月は、「認知症」について、お話しいたします。寿命が延びて高齢化が進んでいる現代

「認知症」はとても身近な疾患になりました。入院してくる患者さんも認知症の症状を持っ

ている方が多くなりました。これから、ますます増えていく事が予測されます。認知症につ

いて理解を深めて、早期の対応に繋げるていきたいと思います。 
 

【症状】 

 多様な認知機能の障害と行動・心理症状からなります。 
  ＜認知機能障害＞        ＜行動・心理症状(BPSD)＞   

    ＊複雑性注意          ＊行動症状…徘徊、暴言、暴力、性的逸脱行動、 

    ＊遂行機能                           不穏、興奮、焦燥、拒絶、無為など 

    ＊学習と記憶          ＊心理症状…幻覚、妄想、不安、抑うつ、睡眠障害など 

    ＊言語             ＊活動の症状…暴言暴力、興奮など 

    ＊知覚・運動          ＊低活動の症状…無為、抑うつ、拒食など 

    ＊社会的認知                  

                 

【原因疾患種類】 
・アルツハイマ－型認知症…好発年齢：40～60歳   初発症状：記憶障害、遂行障害 

                          （エピソード記憶障害・自己評価の障害）   

・血管性認知症…原因：脳血管障害 好発年齢：なし  初発症状：運動麻痺、記憶障害 

                             (突発性の症状変動） 

・レビ－小体型認知症…好発年齢：60～70歳 初発症状：睡眠障害、抑うつ（易転倒性・幻視） 

・前頭側頭葉型認知症…好発年齢：50～60歳 初発症状：換語困難、意欲低下、脱抑制的行動、 

                            記憶障害(失語・食行動の異常） 

   一番多いのはアルツハイマー型認知症67％、2番目に多いのが血管性認知症です。 

                                                                                        

【診断】 
 A 1つ以上の認知領域【複雑性注意、遂行機能、学習および記憶、言語、知覚―運動、 

 社会的認知】が以前のレベルから低下している 

 B 認知機能の低下が日常機能に支障を与える 

 C 認知機能の低下はせん妄の時のみに現れるものではない 

 D 他の精神疾患【うつ病や統合失調症等】が否定できる 
 

【治療・ケア】 

 ・非薬物療法 
 ＊睡眠・覚醒リズムを整えるような環境とする ＊日々の過ごし方が充実するよう支援する 

 ＊安心・安全な生活環境をつくる ＊認知症者の権利を大切にする（倫理的関わり、尊厳の保持） 

 ＊心地よい生活空間に向けた調整 ＊認知症者の世界をイメージして理解していく 

 ・薬物療法  

 

【予防と早期発見】 
予防法：脳老化のスピードを遅くするのが予防法です 
 対策として①適度な運動 ②健康的な食生活 ③心理ストレスの低減 ④生活習慣病予防 

 ⑤その他：白内障治療（新聞や本、テレビを見るため）難聴の改善、口腔ケアや歯科治療 

早期発見：家族や周囲の人が生活状況をみて認知症を疑う必要がある 



各部署のコラム 

介護保険ご存知ですか？ 
                                                                                       医療福祉科 清水 吉美 
 

 ＜介護保険とは＞ 

高齢者の暮らしを社会みんなで支え合う仕組みで、平成12年にスタートしました。介護を

必要とする状態になっても、住み慣れた地域で、できる限り自立した日常生活を送れるよう、

必要なサービスをバランスよく総合的に提供し、利用者自らが選択して利用できる制度です。 

40歳以上の方が介護保険の被保険者となって保険料を納め、介護や支援が必要となったと

きに認定を受け、費用の1割または2割を負担することで介護サービスを利用することができ

ます（平成27年8月より、一定以上の所得の年金収入＋その他の合計所得金額がある方は、

介護保険サービスの利用者負担が1割から2割になります。） 

 

トピックス  

褥瘡（床ずれ）とコラーゲンのお話 
                褥瘡対策委員 芳賀 るみ 

 

 褥瘡（床ずれ）は長時間の持続的な圧力と皮膚の負担（ずれ・摩擦）によって血行障害や壊

死を起こし、一度出来てしまった褥瘡は治癒するのに長期間日数を要します。また、管理状態

が悪いと褥瘡は深く、大きく悪化してしまうこともあります。人の皮膚は表皮・真皮・皮下組

織の3層構造で成り立ちます。これからの季節は空気も乾燥し、皮膚がカサカサになり、手荒

れや乾燥でのかゆみも見られます。これは表皮の水分が喪失し皮膚の乾燥がおきるためです。

真皮は皮膚の再生や新陳代謝を行う組織で、外界の細菌侵入を防ぐためにバリア機能を高めよ

うとする細胞が活動し皮膚の再生を行っています。 

 よくコラーゲンは美容に良いと話題になりますが、コラーゲンの細胞は骨や筋肉、皮膚の真

皮に存在します。コラーゲンは皮膚再生に関わっており。真皮内の線維芽細胞で産生されま

す。この線維芽細胞はコラーゲンペプチドと呼ばれる酵素によって活性化されます。また、ア

ルギニンや亜鉛はたんぱく代謝を促す働きがあり褥瘡治癒の上で必

要な栄養素ですが、コラーゲンを摂取することでさらに褥瘡の皮膚

再生に効果があると検証されてきました。褥瘡の早期治癒は「よく

食べて栄養をつける・圧迫をしない・皮膚を清潔に、乾燥させな

い」ことが重要なことと言えます。 

       

         



  

 

 

お知らせ 
※ 毎週火曜日小児科の午前の診療受付時間は 

  12：00までとなります。 
※ 小児科の月曜日～金曜日の午後は予防接種と乳幼児 

  検診の予約があります。一般診察は予約の方が 

  終了次第（15：00頃）開始となります。受付は 

  13：30から行っております。 

※ 当院は24時間救急体制で診療を行っております。 

  曜日により診療科目が異なります。 

医療法人横浜柏堤会 

奥沢病院 

〒158-0083  東京都世田谷区奥沢２－１１－１１ 
TEL：03-5701-7788 FAX：03-5701-2922 
ホームページ http://www.okusawahp.jp/ 

診療科目 
 内科・外科・小児科・整形外科・放射線科・麻酔科 
 

診療時間 
 平日  ９：００～１３：００（受付８：３０～１２：３０まで） 
        １４：００～１７：００（受付１３：３０～１６：３０まで） 
  土曜  ９：００～１３：００（受付８：３０～１２：３０まで） 
 休診  土曜午後・日祭日 
 

周囲の医療機関との密接な医療連携 
 奥沢病院アテンディング・ドクター 
 昭和大学病院・荏原病院・都立広尾病院・日赤医療 
 センター・東京高輪病院・国立東京医療センター・ 他 

 

戸田中央医科グループ近隣施設 
 田園調布中央病院・松井病院・世田谷神経内科病院 

    

小児科の夜間診療も行っております 
 
   月曜日と金曜日は18：30までの 
   受付となります。 
   

『1２月』外来担当医表 
  

月 火 水 木 金 土 

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 

内科 

阿部 記代子 

(旧姓:和田) 
菅田 彰 伊平 慶三 

井出 宏嗣 

(膠原病) 
菅田 彰 

大西 司 
(呼吸器内科) 

羽多野 美香

(膠原病) 
菅田 彰 

阿部 記代子 

(旧姓:和田) 

大石 庸介 

(循環器内科) 
菅田 彰 

(9:00～10:30) 

伊平 慶三 
小﨑 遼太 

(循環器内科) 
阿部 記代子 

(旧姓:和田) 

林 智樹 

(膠原病) 

羽多野 美香 

(膠原病) 

吉本 彩子 

(糖尿病) 

二村 明徳 

(神経内科) 
伊平 慶三 

山本 剛史 

(糖尿病) 

伊平 慶三 
(9:00～10:30) 

阿部 記代子 

(旧姓:和田) 
(10:30～12:30) 

― 

外科 鈴木 恵史 伊達 淳 
小山 広人 

(外・胃腸科) 

小山 広人 

(外・胃腸科)  
梅田 耕明 ― 加藤 貴史 

尾本 正 
(心臓血管外科) 

鈴木 恵史 

飯島 忠 

(1,3週目) 

神山 剛一 

(2,4週目) 

鈴木 恵史 

(1,3週目) 

伊達 淳 

(2,4週目) 

整形外科 菊地 健 ― 
神 與市 

(脊椎・脊髄) 
菊地 健 柳澤 和裕 齋藤 創造 菊地 健 

第1週のみ 

稲垣 克記 

15:00～ 

（予約制） 

定方 博史 
受付 

初診 12:15まで 
再診 12:30まで 

柳澤 和裕 柳澤 和裕 

小児科 常見 享久 常見 享久 常見 享久 今井 孝成 常見 享久 常見 享久 ― 常見 享久 常見 享久 常見 享久 常見 享久 

皮膚科 ― ― ― ― ― ― ― 北島 真理子 ― ― ― 


