
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和元年 9月 

第 76号 

中部メディカル 訪問看護ステーションの理念  
●こころを大切に （ご本人とご家族のこころを大切にします） 

●連携を大切に  （地域のケアチームと親密で良好な関係を築いていきます） 

●スピードを大切に（出来る限り早く対応して信頼されるステーションを目指します） 

 

訪問看護、訪問リハビリについてのご質問ご相談のお電話、メール

をお待ちしております。ホームページからもお問い合わせできます 

中部メディカル 訪問看護ステーション 

〒463-0048 名古屋市守山区小幡南三丁目 17-31Ｂ-3 

                       ＴＥＬ 052-792-9802 ＦＡＸ 052-792-9803 

携帯  080-5298-9513 

E-mail   chubucare＠arion.ocn.ne.jp 

HP    http://www.chubu-med.com 

事業所番号 NO.2361390186 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

（中村・看護師） 

看護師 Quiz みちくさ 

 

第 3問 
 
「すまん」と言いながら物を売っ
て歩く人ってなあに？ 

 

第 2問 
 
頭に点がつくと壊れやすくなる
鳥ってなあに？ 

 

今回は利用者様から教えて頂いた「なぞなぞ」です。 

皆さんはいくつ正解が分かりますか？是非挑戦してみて下さい！ 

第 1問 
 
発表会の本番の前にいつも現れ
るサルってなあに？  
  

 

第 4問 
 
天気の悪い日に沢山出てくる虫
ってなあに？ 

中部メディカル新聞は皆さまの情報をお待ちしております 
中部メディカル新聞 第 76号（2019年 9月）発行日／2019年 8月 31日 編集・発行／中部メディカル 訪問看護ステーション 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

利用者さま、ご家族さまへ情報をお届けします 

中部メディカル 訪問看護ステーション  

中部メディカル新聞 

帯状疱疹とは 

（熊澤・理学療法士） 

ラムゼイ-ハント症候群 ① 

患部を冷やさない ① 

ラムゼイ-ハント症候群 ① 

患部を冷やさない ① 

三叉神経の場合、同側の顔面神経

麻痺、味覚障害、内耳障害を伴い

ます。 

運動麻痺 ② 

水ぶくれは破らない ② 

運動麻痺 ② 

水ぶくれは破らない ② 

暑さがまだまだ続きそ

うですが、帯状疱疹は夏

場に多く発症します。 

帯状疱疹は「水痘・帯

状疱疹ウイルス（ヘルペ

スウイルス）」の感染症

です。身体の一部分、左

右どちらか一方に、赤い

発疹（紅斑）と小さな水

ぶくれ（水疱）ができて

痛みを伴う病気です。通

常一生に一度しか罹りま

せん。 

初めてこのウイルスに

感染したとき（初感染）

は、水ぼうそう（水痘）

として発病します。水痘

が治ったあともウイルス

は身体の中の神経節に少

数残っています（潜伏感

染）。  

その後、免疫力が低下

した状態になると、神経

節に潜んでいたウイルス

が増殖して活動をはじ

め、神経を伝って皮膚に

広がり、帯状疱疹を発病

します（再帰感染）。 

帯状疱疹は、他の人に

帯状疱疹としてうつるこ

とはありません。 

50代から急激に増加

し率のピークは、女性 70

代、男性 80 代です。80

歳までに日本人の 3人に

1 人が発症すると言われ

ています。 

名古屋市は、全国で初

めて「帯状疱疹」の予防

接種費用の助成を 2020

年 3 月から始める予定で

す。接種費用は現在全額

自己負担で、承認されて

いるワクチン 2種類のう

ち１種が 8400円で、も

う１種は 1 万 6000 円ほ

ど。市は対象を５０歳以

上と想定し、半額を助成

する方針です。 

予防とともに早期に治

療を始めることで、病気

が重篤化することを防止

できます。疑わしいと思

ったら、早めの受診をお

勧めします。 

上肢に多く、挙上が出来なくなり、
筋の萎縮を伴うこともあります。 

膀胱直腸障害 ③ 

小さな子どもとの接触しない ③ 

膀胱直腸障害 ③ 

小さな子どもとの接触しない ③ 

外陰部領域の帯状疱疹では膀胱直

腸障害がみられ、尿閉が起こるこ
とがあります。 

三叉神経の場合、同側の顔面神経

麻痺、味覚障害、内耳障害を伴い

ます。 

上肢に多く、挙上が出来なくなり、
筋の萎縮を伴うこともあります。 

外陰部領域の帯状疱疹では膀胱直

腸障害がみられ、尿閉が起こるこ
とがあります。 

患部が冷えると痛みがひどくなり

ます。やけどやかぶれに注意して、
蒸しタオルやカイロを当て温めて

血行をよくしましょう。 

水ぼうそうにかかったことのない

乳幼児には水ぼうそうを発症させ
る可能性があります。 

細菌による化膿（かのう）を防ぐた

めにも、患部は触らないようにしま
しょう。 

患部が冷えると痛みがひどくなり

ます。やけどやかぶれに注意して、
蒸しタオルやカイロを当て温めて

血行をよくしましょう。 

細菌による化膿（かのう）を防ぐた

めにも、患部は触らないようにしま
しょう。 

http://www.chubu-med.com/


 

 

 

   

  

     

 

 

 

 

せっかく助かった命を大切に

するためにも、携帯トイレとト

イレットペーパーの準備をして

おくと助かります。使い方は携

帯トイレの袋を普段使っている

トイレにかけ、使い終わったら

最後に凝固剤を入れるだけ。そ

の際、トイレットペーパーは別

のゴミ袋にまとめておくとごみ

がかさばらないそうです。 

トイレ問題は命の危機とはか

け離れているように思いますよ

ね。しかし気持ちよくトイレに

行けない状況は最終的には健康

問題にもつながってしまいま

す。是非皆さんもこの機会に災

害時のトイレの準備を考えてみ

てはどうですか？私も早速ホー

ムセンターで購入しました！ 

名古屋フィルハーモニー交響楽団  

夏休み中に、なごや子どものため

の巡回劇場の「名フィルがやってき

た！」に子どもと行ってきました。

日ごろ生の舞台に接する機会の少

ない子どもたちに、テレビなどで味

わえない感動を伝えたいと開催し

ているそうです。   

＊守山区の災害について?＊ 

 

中部メディカルのスタッフ便り 

私の18のビリーフ5チームワーク 

スタッフのほっと一息 

 

  

 

  

 

 

 

  

今回は名東区にある「トモカフ

ェ」さんに行ってきました。 

“まごわやさしい”テーマにした

７つの食材 《ま》…まめ、《ご》

…ごま、《わ》…わかめ、《や》

…やさい、《さ》…さかな、《し》

…しいたけ、《い》…いも、と発

酵食品を使った健康的な食生活を

提案するお店です。私はお野菜た

っぷりプレートB（1300 円）を

注文しました。 

私たちはチームワーク

を大切にしています。 

スタッフ同士、急な休

みや困った時にすすんで

支援するように皆心掛け

て働いています。 

各区を巡回しており今回は守山

文化小劇場で開催されました。今回

は音楽世界旅行がテーマでいろい

ろな国の子どもでも馴染みのある

曲が演奏されました。例えばフラン

スのオッフェンバックの喜歌劇『天

国と地獄』序曲より「フレンチ・カ

ンカン」は日本の運動会で流れる曲

としても有名で思わず走りたくな

る気分になりました！   

みちくさの答え：第1問：リハーサル 第2問：カラス (ガラスになるから)

第3問：セールスマン 第4問：くも  

オケ太郎は名古屋市文化振興事業

団のマスコットキャラクターです。 

9 月は防災月間ですね。大正

12 年 9 月 1 日関東大震災が発

生し、その大惨事を忘れないた

めに 9 月 1日が防災の日となっ

たそうです。先日、褥瘡学会が

主催しているセミナーに参加

し、その際に災害時のトイレ事

情について教えて頂きました。 

災害が発生した後、どうにも

我慢が出来ないのが排泄です。

災害発生の 6時間以内に半分以

上の人がトイレに行きたくなる

そうです。しかしそのトイレは

とても汚く劣悪なもの。そのた

めトイレに行きたくないから食

べない・飲まない。食べないの

で体力が低下、免疫力も低下し

てしまい最終的には健康障害が

発生しやすくなってしまうそう

です。 

（熊澤真・専務）  

（山中・看護師） 

最後は『映画となりのトトロ』の

「さんぽ」をみんなで歌いました。

名フィルの伴奏で歌う事なんてな

いですよね♪音楽にあまり馴染み

のない親子ですが、初のオーケスト

ラ鑑賞で楽器から奏でる本物の音

に感動と興奮が冷めやらない 1 日

になりました。 

（三宅・看護師） 

普段から助け合いの精

神をモットーに、明るい

心の交流がお互い活力を

与え、自分の何倍もの力

を発揮させます。 

メインは日替わり 2種から選択

できます。この日はA:ピーマンの

肉詰め、B:魚のソテー。サラダ、

お惣菜 3種、具だくさんのお味噌

汁、ドリンク、デザートがついて

います。食べて美味しく♪さらに

健康的♪理想の食事かもしれませ

ん。お店では・・・と思う方は、

お値打ちにお持ち帰り用のお弁当

を販売しているお店を併設してい

るのでお試しにいかがですか？ 

（伊藤・看護師） 


