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紫 外 線 と光 老 化

光老化という言葉を聞いたことがありますか。
老化には、生理的要因による自然老化に加え、慢性の紫外線障害による光老化がありま
す。加齢による老化では、皮膚の厚さや色が薄くなっていきますが、少量でも紫外線を長年
にわたって浴び続けると、紫外線に対する防御反応として、皮膚は厚くゴワゴワになり、弾
力性やハリが低下し、深いシワやシミなどが出来てきます。特にこれからの高齢化社会で
は、シミやシワ、皮膚腫瘍や皮膚癌など慢性の紫外線障害（光老化）が大きな問題になって
きます。最近はオゾン層が年々減少していると言われており、地表に届く紫外線の増加が皮
膚癌を増やすと懸念され、今まで以上に紫外線対策が重要です。この光老化は、紫外線を浴
びた時間と強さに比例すると言われています。普通の人では何ら問題の無い程度の紫外線で
も、様々な皮膚症状が起こる光線過敏症を起こす人もいます。
紫外線（Ultraviolet,UV）は、波長の長い方から、UVA、UVB、UVCの3種類に分かれ
ています。波長が短いほど障害が強く、UVCは殺菌灯として使われていますが、幸い地球を
取り巻くオゾン層により吸収されます。急性の紫外線皮膚障害である日焼けを起こす力は、
UVBがUVAの600-1000倍強いと言われています。UVAは日光に大量に含まれている為
に、地表に届く紫外線は少量のUVBと大量のUVAですが、日焼けの原因は、UVB7-8割、
UVA2-3割と言われています。シミ、シワ、皮膚癌などの光老化についても、圧倒的にUVB
の影響が強いのですが、UVAは雲や窓ガラスを通り抜け易く、皮膚の深く真皮まで到達して
しまうので注意が必要です。
紫外線から皮膚を守るためには、遮光が重要です。不必要で過剰な日光浴は避け、紫外線
量が多い10時から14時の屋外活動はなるべく控え、紫外線の弱い時間帯に活動したほうが
良いでしょう。外出の際には、日傘、つばの広い帽子、ストール、長袖、長ズボン、アーム
カバー、手袋など、衣服で肌を覆う事が効果的です。また、日常生活でもサンスクリーン剤

皮膚科医

を上手に使いましょう。サンスクリーンには、UVBを防御する機能（SPF表示５〜５０＋）
に加え、UVA防御機能（PA表示＋から＋＋＋）の2つの表示があります。状況に応じて、目
的にあったサンスクリーンを皮膚に均一に伸ばし、こまめに塗ることが大切です。うなじや
耳たぶ、胸元、首、手の甲など、塗り忘れがちな部位にもきちんと塗ります。使用した後

江石

は、洗浄料で丁寧に洗い落とすことも大切です。短時間の洗濯干しやゴミ出し、ガーデニン
グなどの外出時も遮光を心がけましょう。

久美子 先生

太陽は私たちに様々な恵みを与えてくれます。自然の中で光を浴びることは、ストレス解
消や良質な睡眠のためにも大切です。紫外線と上手につきあって毎日を過ごしましょう。

サンスクリーン使用のめやす
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非常に紫外線の
強い場所や紫外
線に過敏な人等
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50 （50＋）
（日本化粧品工業連合会）

歯のはなし

６月４日〜６月10日は歯と口の健康週間です。
そこで今回はむし歯についてのお話です。
しこう

むし歯の原因ともいわれるプラーク（歯垢）とは歯の表面につく
あか

垢かな？と思いがちですが、じつは非常に多くの種類の細菌の集

むし歯の進行

団です。この細菌が歯についた食べかすをもとに、強い酸をつく
り歯の表面から溶かしていきます。
この状態が進んだものがむし歯です。
むし歯の進行は（図1参照）C1、C2のときはあまり痛みを感じません
が、C3からはズキズキとした痛みなど、症状が出てきます。

むし歯の好発部位

むし歯の成り立ち

噛み合わせの溝

歯と歯の間

宿主および歯

食餌性
基質

（図１）

微生物
むし歯

食事をした後、お口の中に食べのこりをそのままにし
ておくと菌が増殖します。

歯と歯ぐきの間

時

間

唾液はむし歯になりやすい状態である口の中をもと
に戻そうとする働きがありますが寝ているときなど

（図２）

（図３）

予防法は

唾液の量が少ないとむし歯になりやすいのです。

むし歯の予防法

◎食後のブラッシング（寝る前のブラッシングがもっとも効果的）
◎だらだら食いをしない
◎食生活の改善
◎唾液が多く出る食べ物やキシリトール（口の中のむし歯菌を減ら
す）などの摂取
◎早期治療と定期健診
食後のブラッシング

歯質の強化

早期治療と定期検診

食生活の改善

この機会にお口の中のチェックをしてみませんか？
道ノ尾病院歯科室では問診表をもとにお口の中の検診を行い、各自
にあったブラッシングなどの指導も行っています。

知 っ て ま す か ？
生まれたばかりの赤ちゃんにはむし歯菌はありません。大人が
使ったスプーンでご飯をもらったりしているうちにむし歯菌が
うつります。

（図４）
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道ノ尾病院
新 人 研 修
道ノ尾病院では、全８日間15のテーマで新人研修を行いました。
当院の歴史・概念・基本理念

精神疾患
（精神科の病気は）

PSWの仕事と
精神保健福祉法

精神科看護
（看護の特徴と接し方）

医療機器の取り扱い・説明

講師：理事長（松本純隆医師）

講師：精神科医

講師：精神保健福祉士

講師：看護師

講師：看護部長

作業療法士の役割

理学療法士の役割

薬局業務の紹介

当院の地域支援

拘束帯の正しい使用方法

講師：作業療法士

講師：理学療法士

講師：薬剤師

講師：デイケア、訪問看護

講師：行動制限最小化委員会

それぞれの講師の言葉ひとつひと
つに患者さんを第一に考えている思
いがすごく伝わってきた。内容もわ
かりやすく、いい学びが出来ている。
まだまだ学ぶことは多いが新人研修
で学んだことを少しずつ活かしてい
きたい。

新人研修の目的は、

①知識・スキル・マナーを身につける。
②早期離職防止。

これから現場では戸惑うことがでてく

るだろうが、周囲に負けずに自分のペース
で頑張って欲しい。
新人研修担当
山田 主任

そして笑顔で、元気に頑張っていきま

しょう。

お疲れ様でした。
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精神科勤務は初めての方。一般病院では患
者さんと話す時間が少なく、色んな思いを聴け
なかったが、講義を通してコミュニケーション
が大事であることを学び、実際に現場でもゆと
りをもって話が聞けることが出来ている。
患者さんと自分の身を守ることを学んで現
場に活かしたい。

STUDY
 地域連携室勉強会

MEETING

第35回「STとDHによる食べるための口づくり」平成27年1月21日（水）

嚥下食の試食

長崎北病院
道ノ尾病院

言語聴覚士
歯科衛生士

戸澤明美さん
小嶺京子さん

仲良しのお二人はトークセッションも盛り上がりました

言語聴覚士と、歯科衛生士の専門性は違いますが、嚥下（飲み込み）障害に向き合っている職種です。機能障害や、認知症・精神障害によってお食事
を食べることが難しくなった方に対してお二人それぞれの視点で実践報告をして頂きました。また、実習の時間では嚥下食を食べたり口腔ケア（歯磨
き）の工夫などもお話し頂きました。参加者からは、「ビスケットのあとのリンゴがすごかった。本当にすっきりした。嚥下の仕組み、口腔ケアについ
て学ぶことができとてもよかった」「摂食と口腔ケアでこんなに分かりやすいお話は滅多にないです。すっごく楽しめました。現場の工夫が伝わってき
ます」「たくさんの職種の方と色々なお話をできて、とても楽しく勉強になりました。アットホームな研修会、初めての参加、とても有意義でした」な
ど感想を頂きました。

第36回「働くということ」〜3事業所の障害者就労支援〜平成27年2月19日（木）

就労支援事業所かいこう（管理者）森茂仁さん（生活支援員）岳野光さん
アトリエらぽ（管理者）竹山清美さん さんらいず（管理者）田坂嘉朗さん

障害や疾病によって仕事を失ったり、仕事をする機会を得ることが出来なかったりと様々な事情で働いていない人や、これから働いてみたい人を支援
している三事業所に来て頂いてそれぞれの実践やシンポジウム、グループワークでは「人はなぜ働くのだろう」というテーマで話し合いました。また、
事業所が作っているお菓子や雑貨の販売会も大変賑わいました。参加者からは、「障害の方が、仕事をしたいのにできない苦労。その方達を支援する方
達の苦労を少し知ることができたと思います」「日頃『働く』という事は当たり前の事で、そのことについて人と意見交換することもなかったが、当た
り前のことについて考えることも大切だなと思いました」など感想を頂きました。

第37回「MSWのあるある都市伝説」平成27年4月16日（木）

長崎北病院（MSW）田崎志保さん
虹が丘病院（MSW）小方優子さん

医療ソーシャルワーカーのお二人に、急性期、回復期、療養型、地域包括ケアの機能や「都市伝説」となっている医療に関しての正しい情報などをお
話頂きました。また、事例を通じて皆で考える時間も設けました。感想には「MSWの方々の業務内容が具体的に理解できました。入院、退院時の仕組み
が分かった点もありがたかったです。DPCについての説明も助かりました。」「初めての参加だったので、もう少し早く参加しておけばよかったと思い
ました。今後も参加したいと思います」等の熱心なご意見を頂きました。

次回予告
第38回

平成27年6月17日（水）「民生委員と地域包括支援センターの連携」岩屋地区（民生委員・自治
会長）吉川充子さん／岩屋地域包括支援センター（主任ケアマネ）田中秀和さん

第39回

平成27年8月「精神科デイケア」複数カ所のデイケアPSW

第40回

平成27年10月「生活困窮者自立促進支援事業」長崎市社会福祉協議会（社会福祉士）田中信さん

会 場：みちのおホール
時 間：19時〜21時
参加費：無料
毎回、60〜80名の参加がありますので、事前
申し込みにご協力下さい。
参加希望、お問い合わせはPSW西首・道越まで
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Flower Festival
花まつり野点て ( 茶会 )

今年初めて茶会を

おかたの杜

で開くことになりました。

日頃、茶道部のメンバーは外来講師の川崎先生の指導を受け和やかなひとときを過ごしています。
今回、地域の皆様方に

デイケアでは茶道をやっていますよ 。

と活動を知っていただく機会になれば、又花と緑に包まれたおか
たの杜とそこから眺める景色の素晴らしさを体感して頂きたく、
企画しました。サービス券(無料)も100枚と奮発し、いちご大福と
よもぎ大福のセットもたくさん用意しました。何せ、初めてのこ
とで準備は少々大変。ハラハラ、ワクワクの思いで当日を迎え、
お客様はおいで下さるのだろうかと案じました。
桜の花は春の陽射しで美しさを増し、小鳥のさえずりは心に響
きます。お陰様でお子様づれの家族、お友達と、車椅子利用の親
子、地域の皆様、職員の方々等、多くの方に足を運んでいただき
ました（送迎車も用意しました）。
「お抹茶が好きで…」手作りの大福に感激され「一つは主人に
おみやげに…」「こんなにしてもらって…」「ここが一番いいです
ねー」等々うれしいお言葉をかけて頂きとてもありがたく感謝し
ています。ゆったりと景色を眺めながら楽しそうに語らう姿が印
象に残っています。
メンバーさんと共に心を込めておもてなしができたことを共有
し、今後の活動に生かしたいと思います。そして、来春につなげ
たいです。
ご協力頂いた方々にお礼申し上げます。ありがとうございました。
デイケア

DAY CARE
〜老後をなが〜く楽しもう〜

スクエアステップとは、
高齢者を始めあらゆる年齢層の体力作りに用いられる
科学的根拠に基づいたエクササイズである。
当院デイケアでも年々高齢化が進み利用メンバーの平均年齢は
55歳。50〜70代が大半を占めるようになり、ストレッチ、脳トレ
などは必須のプログラムとして毎日行っている。
写真は、一昨年のロコモ体操に引き続き国立大学教員をお招き
してスクエアステップを行った様子である。参加の人数は約60名
マットのマスの中を何十通りものパターンの中から指導員の指示
通りに歩く。思いがけない人が失敗したり、無理かなと思う人が
上手に歩いたりと新たな発見もあった。
また、グループ別にペアを組み仲間作りに役立ち終始楽しい雰
囲気の中で行うことができた。
今後はデイケアスタッフの中でも指導者を養成し、寝たきり予
防・認知症予防のプログラムとして取り入れていきたいと思う。
デイケア長
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深松

山本

道ノ尾病院事業所紹介シリーズ ②
サービス付き高齢者向け住宅

れいんぼうハウス滑石
現在、65歳以上の高齢者人口は4人に一人の約3000万人、そ

の中で一人暮らしができない高齢者が40万人いるといわれてい
ます。

この様な現状を踏まえ、2012年11月に全室個室、バリアフ

リー対応の「サービス付き高齢者向け住宅」として「れいんぼう

曜日に開催しておりますが、これは2013年厚生労働省が発表し
た「オレンジプラン」の中の認知症かふぇになります。

スタッフも、看護師、PSW、OTなど多職種にて対応しておりま

すので、ご興味のある方は是非一度ご参加されてはいかがでしょ
うか。

ハウス滑石」をオープン致しました。
『安心とやさしさを提供す

厚生会グループ

る』ことをモットーに、状況把握サービス、生活相談、緊急通報

医療法人厚生会

装置など24時間対応し、
『安心とやさしさを提供する』ことを

医療

モットーに施設運営をし、下記の厚生会グループにて医療・介護
面で万全の態勢をとっております。

介護

提供するサービス（無料）として、毎週水曜日に行う、スウェー

デン発祥のタッチケアであるタクティールケアは、人気で入居者
の憩いの場になっております。その他、
「虹かふぇ」を毎月最終土

新 連 載

４回シリーズ

道ノ尾病院

社会福祉法人

虹が丘病院

特別養護老人ホーム「望星荘」

訪問看護ステーション「すみ香」

居宅介護支援事業所「望星」

訪問介護ステーション「にじいろ」

ディサービス「望星」

相談支援事業所

ショートスティ「望星荘」

お問い合わせ

「にじいろ」

長崎市滑石５丁目９‑18

新生会

☎095‑865‑6631

本当に知っていますか？お酒のこと
（その2）

こんなことありませんか？
飲み会で盛り上がって、０時に帰宅。翌朝いつも通り車を運転して出勤。
少しダルさは残っていたけれど、酔いは完全に覚めていた。
なのに上司に「酒のにおいがする」と注意された。

この時点で、もしアルコール検査をしたとしたら、体内にはアルコール分が
まだ残っており、酒気帯び運転をしていたことになります。

実は「酔いが覚める」感覚と、体内からアルコール分が完全に抜けるのとは、違うのです！

アルコールの分解について
○アルコールが体内で分解されるスピードは、意外に遅い
※前回学習した、『アルコールの単位』で言えば、１単位

純アルコール20ｇ（ビール500㎖・焼酎100㎖）で、

約４時間はかかるのです（女性や肝臓の弱い方はそれ以下）

○アルコールの分解は、肝臓でしか行われず、体内での分解・代謝を待つしかない

（いくら水を飲んでも、シャワーを浴びても、ウコンを飲んでも早めることはできません）

「知らずに飲酒運転してたかも…」という方が、かなりいるのではないでしょうか？
罰則の一部

（2007年

改正道路交通法より抜粋）

酒酔い運転（運転に支障がある状態で運転）
酒気帯び運転（呼気中AL濃度0.15㎖以上）

5年以下の懲役または100万円以下の罰金
3年以下の懲役または50万円以下の罰金

35点の減点

25点か13点の減点（呼気中AL濃度による）

＊飲酒運転を知ってて容認した車の所有者、同乗者、酒の提供者も罰則の対象となります
＊H26年の刑法改正で、飲酒運転の発覚を隠すために酔いを醒ますなどの行為も厳しく取り締まられます

健康21の『節度ある適度な飲酒量＝一日1単位』を心がけていれば大丈夫です。
お酒とは、健康的かつ安全につきあっていく意識を持ちましょう

7

のご報告

去る３月28日（土）に当院３大行事のひとつ「ふれあい花祭り」が開催されま
した。
グランドのたくさんの桜も満開で天気もとても良く、桜が青空に映えて素晴ら
しい花祭りでした。地域から長崎工業高校吹奏楽部様・虹ヶ丘民踊部様・
虹ヶ丘学童保育くれよんクラブ様に出演いただき、大変賑やかな催しとなり大変
盛り上がりました。またV・ファーレン長崎のマスコット「ヴィヴィくん」も
駆けつけてくれ、子供たちに囲まれて、大人気のようでした。
売店やバザーにも患者様、ご家族、地域の皆様に足を運んでいただきました。
この場を借りて御礼申し上げます。
今後も患者様はもちろんのこと、ご家族や地域の皆様に喜んでいただけるよう、
また地域交流も目指して、病院行事を行っていきたいと思いますので、宜しくお願い申し上げます。

交通アクセス

【医療法人厚生会 道ノ尾病院ホームページ】

http://www.michinoo.or.jp
虹が丘
小学校

長崎工業高校前
バス停

道ノ尾病院

http://www.michinoo-m.com

至 長崎市街
長崎駅

206

至 時津

西友

道の尾駅

虹が丘病院
マツダ

お手持ちの携帯のバーコードリーダーより左画像を読み取ってください。
お気に入りへの追加もお願い致します。
バーコードリーダーが無い場合は下記アドレスを直接入力してください。

無料
駐車場
完備

岩屋中学校

↑

↑

道ノ尾病院携帯サイトはこちらから

長崎工業高校

↑

検索

道の尾︵西友︶
バス停

道ノ尾病院

↑ 至 滑石

至 長与

ジョイフルサン
ロイヤルチェスターホテル

