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1に 抑職しうけ〜
〜野菜1年 じ
この度、当クリニ ック近 <の 畑の一部Eコ をお借 りして野菜作 り
がスター トしま した。と言 つても草取 りと土壌作りが始まったばか
りです。主に菜園作業を担当するスタ ッフは全 <の 素人ですが、
素晴らしい空気と上、そ して地域の皆さんに溶け込んで立派な野菜
を作ろうと意気込んでいます。果た して、四苦八苦後の収穫では皆
さんに見事な野菜を差 し上げることが、実現できるで しょうか。
皆様、ご指導よろ し<お 願 い致 します。
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〜教えて

〜

検査技師 大澤

腎臓は、そら豆のような形をした1蔵 器で、腰のやや上あたりに左右一つずつあります。
腎糸
0胞 がんは、腎にできる悪性腫瘍の
腎細胞癌 の超 音波像
・ 腎か ら突出する腫瘍
を認める。 (
部)
。実質と同 じ<ら いの輝度
を呈する。 ( }部 )
。この症例では、 3 cm程 度。

一つで、特徴的な症状はな <偶 然 に発
見されることも多皮あります。腫瘍が
大きい場合は、血尿や背中・ 腰の痛み
が出ることがあ ります。
治療はいろいろありますが、腎摘出術
が標準の様です。
大きさによっては、
腎の部分切除でも

カラー ドップラ像
。この症例では、腫瘍周囲中心
に色が ついて いる。 内部 に
は僅かに認める程度。
・ 色が付いている部分 に血流
(太 めの血管 )が ある ことを

示 しています。

可能な様です。

エコー像は…
◎ エ コーの輝度 は、腎組 織 と同 じくらい。
◎腎表 面の外倶」
に突出 して いる ことが 多 い。
◎進 行 して いる症 lalで は腎静 lFkを 介 して、
下大静脈か ら心臓 まで進展 して しま う
ことが あ る。

〜□賜けこれてし

看護師 高野

睡眠の役害」
は心 と体 の休息にあ ります。夜の間に体温の調整、ホルモ ンの分泌の調整
記憶や感情の整理 、免疫機能の調整などを行 つて、 ￨い と体をメンテナンスするという
重要な働きを担 っています。
いい眠 りとは 8時 間眠ることではあ りません。睡眠時間よ りも質なのです。
質の良い睡眠とは、 日覚めがス ッキ リと していて、 ぐっす り眠 ったという
満足感が得 られる眠 りの ことです。

質 の 良 い睡眠 を とるため に
●

規貝J正 しい生活 リズムを心が けま しょう

●
●

適度な運動 (週 に 1回 以上は 30分 以上汗をかきま しょう)を しま しょう
食事は 3食 とり、主食 。主菜 。日J菜 とバラ ンスをそろえ、腹八分 目食 に しま しょう

●

ス トレスコン トロールを心がけ、上手 に気分 転換 を しま しょう

●

昼休みの 5分 睡眠は、午 後 の活力 にな り

●

身体や心の病 気が 原因にある場合 は早期

●

朝 日を浴びて 体内時計を リセ ッ トしま し

●

寝る前の コ ー ヒーやアル コール、タバ コは控えま しょう

●●●●● ●● ●●●● ●
・
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・
・●●
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受付

小林・ 栗原

要介護認定とは、介護保険サ ー ビスの利用希望者 に対 して「どのような介護が、どの程度必要か」
を判定するためのものです。要支援 1・

2と 認定 された 予防給付、要 介護 1〜 5と 認定 され た

介護給付が あ ります。

1
要支援 2
要支援

日常生活はほとんど自分で行うことができるが、一部介助が必要。
要支援 」よりも、立ち上がりや歩行などの運動機能に若干の低下は見られ、介助が必要。

要介護

要介護 2

1

要介護

3

自分の身の回 りの ことはほ と

要介護 1よ りも日常生活能 力

食事や排泄な どが 自分で出

2よ り

や理解力が低下。食 事や排泄

来ない。立 った り、歩いた

も運動機能や認知機能、日者

な ど身の回 りについて も介護

りできない。ほぼ全 面的に

力や理解力が低下 。部分的に

が必要。

介護が必要。

ん どできるが 、要支援

介護が必要。

1
要介護 5

要介護 4

‑人 で 日常生活を送 る ことがほぼ出 来ない。食事や 排泄、

要介護 3よ りも動作能力が 低下。

着替 えや寝返 りな どあ らゆる場面で介 護 は必要。意思 疎通

日常生活 に介 護が必要。

が困難、要介護状態において 、最 も重度な状態。

