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Topic　コロナワクチン接種について・夜間透析の紹介・新人紹介
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新型コロナウイルスワクチン接種のギモン
？？

あ　　 り　　はな

6 月に始まった 65 歳以上の高齢者向けの新型コロナワクチン接種が順調に進むなか、7 月からは
65 歳未満の基礎疾患を有する方の接種が開始されます。今回は、患者様・利用者様より多くの
質問を受けましたので紹介させて頂きます。

Q. どんな副反応が一番多いですか？
A. 当院では、接種部位の痛みや腫れがありました…
　との声が多く聞かれます。

Q. 帰宅後や夜間に副反応がでた場合どうすればいいですか？
A. 一度当院へお電話下さい。看護師がご対応致します。その際、必要に応じて外来受診をすすめる
　場合があります。夜間帯のお電話も受付けております。

Q.2 回接種した方がいいですか？
A. 現在接種可能な新型コロナウイルスワクチンは、
　2 回接種により効果が確認されています。
　1 回目の接種から 3 週間を超えた場合には、
　できる限り速やかに 2 回目の接種をお願い致します。
　※参考資料：ファイザー株式会社　コミナティ筋注薬剤文献

※参考資料：ファイザー株式会社　コミナティ筋注薬剤文献

一般的には．．．注射部位の疼痛…85.6%
　　　　　　　頭痛…59.4%、筋肉痛…38.8%
　　　　　　　下痢…14.8%、腫脹…10.3%

近隣小学校の
6年生から
心温まる
メッセージを
頂きました。
スタッフ一同の
励みとし、
これからも
頑張っていきます！

阿梨花病院大津　夜間透析の紹介
　当院では、透析患者様の就業・社会復帰を支援するため「夜間透析」を行っています。仕事と透析治療の
時間で悩んでいた患者様に夜間透析は適した治療時間といえます。仕事と透析治療の両立は簡単な事では
ありません。私達は日中の透析治療の患者様だけでなく、夜間透析治療の患者様もしっかりサポートします。
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日中の仕事や家事に影響が出にくい
・日中の仕事や家事などを終えてから透析を受けることが出来ます
・Wi-Fi を完備しているため、透析中にパソコンを使って仕事をすることも可能です
※日中は仕事や学業など自由に時間を使えますが、透析が終わってから夜間に帰宅しなければ
　ならないため、症状が安定していないと夜間透析が受けられないこともあります。

人工透析
8:10~

14:00~
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15:00~
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※充分な透析時間を確保するため 17 時までの来院をお願いします。

時間や食事など、
夜間の透析について
ご不明な点は
お気軽に

ご相談下さい！



看護部の 『熱中症予防行動』

　新型コロナウイルスに伴い、感染防止の 3 つの基本である
　　①身体的距離の確保　②マスク着用　③手洗いや「3密（密集・密接・密閉）」を避ける
等の「新しい生活様式」が求められています。このような「新しい生活様式」における熱中症予防行動の
ポイントは以下のとおりです。

暑　　　　さ
を避けましょう

・エアコンを使用する等、部屋の温度を調整
・感染症防止のため、換気扇や窓開放によって換気を確保しつつ、
　エアコンの温度設定をこまめに調整
・暑い日や時間帯は無理をしない・急に暑くなった日等は特に注意
・涼しい服装にする

適　　　　宜
マスクを
外しましょう

・気温・湿度の高い中でのマスク着用は要注意
・屋外で人と十分な距離 (２メートル以上 ) を
　確保できる場合には、マスクをはずす
・マスクを着用している場合は、負荷のかかる作業や運動を避け、
　周囲の人との距離を十分にとった上で、適宜マスクを外して休憩を

水　　　　分
補給をこまめに
摂りましょう

・のどが渇く前に水分補給
・1 日あたり１,２リットルを目安に
・大量に汗をかいた時は塩分も忘れずに

日　　　　頃
から健康管理を
しましょう

・日頃から体温測定、健康チェック
・体調が悪いと感じた時は無理せず自宅で静養

体　　　　作り
をし暑さに
備えましょう

・暑くなり始めの時期から適度に運動を
・水分補給は忘れずに、無理のない範囲で
・「やや暑い環境」で「ややきつい」と感じる強度で
　毎日 30 分程度

声　　　　掛け 高齢者、子供、障害者の方々は、熱中症になりやすいので
十分に注意しましょう。３密 ( 密集、密接、密閉 ) を避けつつ、
周囲の方からも積極的な声掛けをお願いします。



通所リハビリ ヘルスケア向上への取り組み（体操編）

　通所リハビリテーションセンターおおづでは最新のヘルスケア機器を導入しています。今回はその活用方
法として、皆さんと取り組んでいる『体操』をご紹介します。当施設ではご利用時間を通し、３回の体操の
時間を設けています。リハビリや入浴などでお席を離れてお過ごしになられることも多いため、朝の会、
お食事前、レクリエーションの前と３回の体操の時間を設けることにしました。
　その中でも、最近積極的に取り組んでいる事がお食事前の体操です。元々嚥下体操は行っていましたが、
お食事前に全身を動かすことで、食欲増進、気分の切り替えを目的に体操を取り入れることにしました。
内容は、座ってできる運動で、モニターに映し出される映像をお手本に、全身を使った運動やヨガ、顔ヨガ、
お口の体操、早口言葉など日替わりで行っています。
　今では、時間が近づくとご利用者様同士で
声を掛け合い、モニターの方に椅子を向け、
職員と共に時には笑いありご自身のペースで
取り組んで頂けており大変ご好評をいただい
ています。

6 月に入職致しました。
療養看護は初めてなので
戸惑う事ばかりです。
早く仕事を覚えるように
頑張ります。
看護師  菊川千波

5 月に入職しました。
患者様一人一人と
丁寧に向き合い、心に
寄り添う暖かな看護を
心掛け頑張ります。
看護師  坂井美樹

ご利用者様に、渡邊さんが
いてくれて良かったと
思って頂けるようにします。
また、謙虚な気持ちを
忘れないように日々
努力し頑張ります。
介護福祉士  渡邊陽子

2021 年度 新入職員紹介

6 月から透析室勤務を
しています。新しい事を
どんどん吸収して
いこうと考えています。
宜しくお願いします。
臨床工学技士 世古由美



診療案内（お気軽にお問合せ下さい）

【4】

※当日の詳しい診察時間等のお問い合わせは、
　096-293-5000 までお気軽にお電話下さい。

◆月～金曜日        ◆土曜日8:00~12:00 / 13:30~17:00   8:00~12:00受付時間
診療時間 ◆月～金曜日        ◆土曜日8:30~12:30 / 14:00~17:30   8:30~12:30

月 火 水 木 金 土
午前 午後 午前 午後午前 午後 午前 午後 午前午前 午後

内科
循環器内科
消化器内科

整形外科

泌尿器科

関
連
事
業

・居宅介護支援事業所ケアステーションおおづ
・通所リハビリテーションセンターおおづ
・訪問看護ステーションおおづ
・阿梨花病院大津訪問リハビリテーション
・ライフグラン阿梨花（住宅型有料老人ホーム）

〒869-1235  熊本県菊池郡大津町室 261-9
TEL:096-293-5000  FAX:096-293-0920

医療法人社団 坂梨会  阿梨花病院大津

脳トレ

※

※泌尿器科の水曜日午前の診察時間は 10:00 からとなっております。

自粛生活も長くなり、物忘れなど気になる方いらっしゃいま
せんか？自宅での空き時間などを利用して、頭の体操をして、
楽しく脳を活性化させましょう！今回は、漢字問題です。
Letʼ s Charenge!!

Q.□の中に漢数字を入れて、ことわざを完成させましょう。　例）石の上にも□年⇒石の上にも三年

①悪事□里を走る

②□死に□生を得る

③草木も眠る丑□つ時

④□転び□起き

⑤風邪は□病の元

⑥酒は□薬の長

⑦□人寄れば文殊の知恵

⑧鶴の□声

⑨可愛さ余って憎さ□倍

⑩天は□物を与えず

答え

答え

答え

答え

答え

答え

答え

答え

答え

答え

答え：①千　②九・一　③三　④七・八　⑤万　⑥百　⑦三　⑧一　⑨百　⑩二


