師・面野寛

市川市在宅医療
推進セミナー
市川市在宅医療推進

（火）

すか？」／アオノ薬局ふ
七菜子
▽ 月 日（火）

超高齢社会の中、年を
とっても安心して暮らし
▽ＰＭ１︰

腰の痛みを改善するには
年齢や性別に関わらず多くの人を悩ませていることか
ら、国民病とも言われる腰痛。その原因や治療、予防に
ついて、行徳中央クリニック（新浜１）の佐藤秀樹院長
に話を聞いた。

▽南行徳市民センター２
腰痛にはさまざまな原
ながります。とはいえ、

が、腰痛を治すことにつ

け通常の生活を送ること

すが、その後はできるだ

～３日間は安静が必要で

うわけです。

スパイラルに陥ってしま

せてしまうという、悪い

らに腰痛を悪化さ

画像も多くありますので、

ンの方法を紹介する本や

ストレッチやドローイ

痛みがあれば動くことも

診することをおすすめし

早い段階で医療機関を受

まず担当者会議に出席し、

例えばアオノ薬局では、

ビスを希望し、医師また

できませんので、治療で
ます。

タッフと共有し、自宅療

患者様の病状や性格・生

は歯科医師から薬局へ訪

椎間板や筋肉の変化。そ
は飲み薬やブロック注射

養をサポートできるのが

訪問薬剤師の

こに悪い姿勢が加わった
を用いて、まずは痛みを

体を支えるのが腰なの

メリットです。

メリットは？

理薬剤師・小林七菜子さんに話を聞いた。

組みについて、アオノ薬局グループふみはま店の管

地域で連携して自宅療養をサポートする。この取り

看護師、ケアマネジャー、ヘルパーなどに報告し、

疑問に答えるサービスだ。訪問内容を主治医や訪問

を自宅に届け、患者や家族が持つ薬に関する悩み・

訪問薬剤師とは、薬剤師が在宅医療に加わり、薬

「訪問薬剤師」

地域の在宅医療を支える
薬局の取り組み

…と。そこで、医師、薬
Ｆ 多目的ホール
因がありますが、多く見

腰痛の原因は？

剤師、介護支援専門員が
られるのは、加齢による

▽定員 先着 人
り、かがむ・重いものを
取ります。副作用の不安

で、腰に過度の負担をか

そうならないためにも、 それらも参考にしてみて

▽参加費無料

▽要申し込み 電話かＦ
持つなど日常での動作が

けないために、体重をコ

問指示があってからのス

ＡＸに講座名・住所・氏
きっかけとなり、痛みが

痛みが強い急性期が過

タートです。医師からの

●講演題目と講師
名・年齢・電話番号を明
発症します。ですから、 から薬の使用をためらう

ぎたら、リハビリを開始

複数の医療機関を利用

「介護保険をご存知です
記して、市川市地域支え
運動不足や体が固い人、 患者さんもいますが、痛

していても、１つの薬局

か？」／ダイバーシティ
あい課まで
腹筋の力が弱い人などは、 みを取り除いて早目に体
段に早くなります。

を動かす方が、治りは格

学療法士が、患者さんの

します。医療機関では理

切です。特に腰痛を経験

ントロールすることが大

者様には、服用回数を減

薬の飲み忘れが多い患

どのような服薬サポート

活環境・悩みなどを共有。

ように訪問するかを検討

年齢を重ねると腰痛を発

します。

症するリスクが高まるこ

飲み合わせや状態の把握

０４７・７１２・８７

を ほ か の 医 療・ 介 護 ス

８９

腰痛予防

自分で自分の世話をして

ください。

浦安の介護支援専門員・
☎０４７・７１２・８５

で一元管理を行えるので、 指示に従い、薬局でどの

田中紘太
２１

自分らしく」／医療法人

や子どもの場合は、腰椎

スポーツをしている人

いきます。医師の指導に

最終的には使わなくして

えば顔を洗ったり、物を

るよう指導します。たと

析し、生活習慣を改善す

らしたり弱いものに変え、 腰痛につながる原因を分

けてください。

食事と適度な運動を心が

も行います。

出てしまった場合の調整

り、高カロリー輸液や医

ま店には無菌調剤室があ

を行っていくのがベスト

分離症という疲労骨折が

従って正しく使えば怖い

生活の様子や労働環境、 したことのある人は、再

原因で腰痛になることも

薬はずっと飲み続ける

あります。一方、 代以

ものではありませんので、 拾ったりするときは、腰

とが考えられます。
ワーズイースト２０９）

川南１‐１‐１ ザ タ

上では骨粗鬆症による圧

安心してください。

か、スタッフで検討して

▽対象

迫骨折の可能性もありま

らす薬剤の検討や、ヘル

ホームヘルパーの資格を

すので、検査が必要です。

から訪問します。ふみは

有し、現在就労していな

パーさんなどの訪問時間

い人 ※子連れ応相談

ほかにも、胃や肝臓な

に合わせた用法、残薬の

ヘルパーの資格があっ
▽定員 各日 人（応募

にも、バランスのとれた

ても働いていない人、仕
者多数の場合抽選）

体の動き方のクセなど、 発しない体をつくるため

事に就く機会がなかった

▽申し込み ハガキに、 スが原因になっている場

介護福祉士か

▽受講料 無料

脳が「痛い」と勘違い

を作るたんぱく質やビタ

ている方などには、患者

デイサービスを利用し

薬を行える環境を整えて

滴治療や痛み止めの注射

調剤も可能。栄養剤の点

療用オピオイド注射薬の

います。

様ご本人と施設の許可が
すし、独居や認知症の方

あれば、施設へも届けま
の場合も、薬局の訪問時

的に取りましょう。タバ

腰に負担をかけないよう

コは痛み物質を作り、血

ではなく膝を曲げるなど、 ミン、カルシウムを積極
過ごすためのポイントを

高齢者を含め、地域の

アドバイスしていきます。 流を低下させるので、で

自分の世話をしましょう。 は、病状にあわせて退院

なくても、まずは自分で

運動は特別なことをし

後の療養がスムーズにい

ことはぜひ近くの薬局に

とやお薬・健康に関する

います。訪問薬剤師のこ

スタッフ一同日々励んで

チャレンジ講座

ど内臓の疾患や、ストレ

めに体幹を鍛えたり、脇

くようサポート。点滴治

気軽にご相談ください。

皆さまが、笑顔で健康に
腹 を 伸 ば し た り、 ス ト

生活がどんどん便利に

療となって退院するケー

運動は、腰を支えるた
脳が痛みに過剰に反応し

レッチを行います。座っ

なっていますが、なんで

スもあるので、退院時カ

暮らせるよう、少しでも
ていることも考えられま

た状態でできるものもあ

も機械に頼らずに、立ち

間 や 回 数 を 調 整 し、 サ

す。

りますので、仕事の合間

あがって自分で電気を消

きれば禁煙を。

通常、脳が痛みを感じ

など気付いたときに取り

慢性的な腰痛の場合、

ると痛みを抑える物質が

入れるとよいでしょう。

月は、行徳と市川南

番号、持っている資格、

ンファレンス ※にも参加
の体を使って動くことが、

吸をする「ドローイン」 かけたり。なるべく自分

治医と在宅療養の担当医師との

療養を希望する場合、病院の主

病院での入院加療終了後、自宅

※退院時カンファレンスとは、

お役に立ちたいと薬剤師、

分泌されますが、その機

したり、自分で掃除機を

入退院が多い患者様に

急激で激しい痛みを伴

能が低下して痛みに敏感

ポートします。

う「ぎっくり腰」など急

また、腹筋を使って呼

まずは痛みを取り除く

の２会場で計５回開催。 受講動機、希望日を明記

性の腰痛は、概ね２週間

（日中連絡がつく）電話

して、〒２７２‐０８０

内容は各回とも同じ。

ほどで痛みは治まります。 になってしまうことがあ
ります。
「 また痛くなっ

もおすすめです。背筋を

（一財）市川市福祉公

しかし中には痛みが治ま

たらどうしよう」という

日（ 火 ）
・ 日

社ペーパーヘルパーチャ

らず慢性化してしまう

月

（水）
・ 日（木）／行徳

レンジ講座担当 石田ま

サービスはどのように

します。

ハイム中央管理棟（塩焼

体にとって一番良いこと

情報を共有すること。一般的に

間で患者の病態や状況について

１人で通院することが

伸ばしておなかをへこま
で、体幹を鍛える効果が

は、退院前に病院で行われる。

恐怖心が、痛みをより強
体を動かさなくなる。そ

困難な患者様がこのサー

ケースもあるので、早い

日（ 金 ）
・ 日 （金）

切です。
最も強い痛みがある２

あります。

で※締め切り／ 月２日

２‐２）
月

10

☎０４７・３３８・２６

▽

20

（土）／市川市福祉公社

19

７２／市川市福祉公社

10

ミーティングルーム（市

うした行動や考え方がさ

スタートする？

17

だと思います。

18 16

く感じることにつながり、 せるだけのエクササイズ

10

段階での適切な治療が大

▽

21

10

ションを行う。

４市川市南大野３‐ ‐

合もあります。

わけではなく、次第に減

人などを対象に、チャレ
氏名（ふりがな）
、生 年

▽ＡＭ９︰ ～正午

ンジ講座を開催。介護技
月日、郵便番号・住所、

食事面では、筋肉や骨

術の基礎を学ぶほか、現

ペーパーヘルパー

役ヘルパーとディスカッ

60

30

10

資格を生かして、
一歩踏み出そう

社団御波会面野医院 医

生活を見直し、運動を

ということ 」
「 最期まで

「ご自宅で医療を受ける

れば、住み慣れた地域で （開場ＰＭ１）

医療特集

▽対象 市内在住・在勤

30
80

それぞれの立場で在宅療

30

いて考えてみましょう」
。 みはま店 薬剤師 小林

テーマは「在宅療養につ

セミナーが開催される。 「訪問薬剤師をご存じで

10/16
～３︰

たいと誰もが思う。でき

16

養について講演する。

10

22

平成３０年９月１４日（金）（6）

聞（毎週金曜日発行）
新
徳
ポイントペーパー 行
第１９６４号

