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介護保険のサービスはどうすれば利用できるの？
シェモア鶴見でのひととき
老健しおはま・しおはま診療所　津波避難訓練
手軽にできる筋力トレーニング！！

膵臓のはたらきと病気（膵がん）
～知られざる機能と治療～
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｢膵臓のはたらきと病気（膵がん）
　　　　～知られざる機能と治療～｣

しば た こう へい

はじめに

膵臓はどこにあるのか？

　膵がんとは悪い病気や、なったら治らない病気のイメージが
あると思います。膵臓の機能と膵がんの特徴や危険因子、治療
方法について解説します。

　膵臓はお腹の中で背中側
にあります。ちょうど大き
な大動脈や背骨の前にあり
ます。
　お腹の前から見ると、胃
の後ろ側にあり見えません。
膵臓はすべての動物におい
て、胃の次にある十二指腸
と密接に関連した位置にあ
ります。（図１）

（１）消化液の分泌
　膵臓の働きを食べ物の消化・吸収の流れにそってみていきま
しょう。
　食べ物は口から入ると食道・胃、十二指腸、小腸、大腸の順
に進んでいきます。まず、口に入った食べ物は歯で噛み砕かれ
て細くなり、唾液と混ざり合います。次に食道を通って胃へ送
られ、胃酸（H+）と蛋白質分解酵素であるペプシンにより消
化が行われます。胃で３～６時間消化されると、食べ物は粥状
になり、十二指腸に送られます。十二指腸では膵臓から膵液が
分泌されて、胃とは逆にアルカリ性の環境になります。膵液は
重炭酸イオン（HCO3-）と炭水化物・タンパク質・脂質を分
解する消化酵素（アミラーゼ・トリプシン・リパーゼなど）を
豊富に含んでおり、胆汁と混和されて食べ物を強力に消化して
いきます。
　逆流性食道炎や十二指腸潰瘍は、胃で産生される強力な胃酸
が影響している疾患です。胃の中は、粘液により強力な胃酸か
ら守られていますが、近接する食道や十二指腸はそうではあり
ません。そのため、強力な胃酸が食道に逆流する、あるいは十
二指腸に流れ込むと、食道や十二指腸に粘膜障害が発生し潰瘍
ができる場合があるわけです。
　膵液は１日におよそ1,000～1,500ml分泌されています。食
物を加工して摂取する人間は、常に膵臓に負担をかけた暮らし
をしており、他動物と比較しても人間の膵臓は発達しています。

（２）血液にホルモンを出す
　膵臓は消化液を出すと同時に、体内における円滑な栄養素の
活用のために、血液中にインスリンやグルカゴン、ガストリン
といった消化管ホルモンを分泌します。このように膵臓は、消
化→栄養吸収→栄養を生体内で活用するといった生物の栄養摂
取を精緻にコントロールする役割を果たしています。
　膵臓から分泌されるインスリンは、吸収されたグルコースを、
人間の全ての細胞内に届ける働きがあり、結果として血液中の
ブドウ糖値（血糖値）を下げる働きがあります。糖尿病はこの
インスリンの分泌ができない（1型糖尿病：血液中のインスリ

ン値は低下します）、あるいはインスリンは出ていても細胞が
うまく受け取ることができない（２型糖尿病：血液中のインス
リン値は上昇します）などが原因で発症し、血糖値は上昇しま
す。細胞がブドウ糖を受け取れないことは、細胞の働きを損
なっていくことになり、糖尿病に起因する各種障害や発がんな
どにも影響していると考えられています。
　これら膵が分泌する消化管ホルモンは、膵臓内にある小さな
膵島（ランゲルハンス島）と呼ばれる細胞組織で行われています。

膵機能不全になると・・・
　消化不良がおこり、細胞に栄養は行き届かず、体重が減少し
ます。脂溶性下痢（油が浮いたような軟便）が見られ、大量の
軟便で臭いが強いこともあります。また糖尿病を発症し、口
渇・多尿などの症状が見られる場合もあります。特に生活習慣
も変わっていないのに、糖尿病を発症・悪化した場合には、膵
がんや慢性膵炎に起因する膵機能低下である場合があり、こう
した場合には膵臓の画像検査（CT、エコー、MRI）を行うこ
とで、膵がんの発見に結びつく場合があります。

膵がんはなぜおそろしい？
　死亡率を死因順位別にみると、第１位悪性新生物、第２位心
疾患、第３位肺炎となっています。
　死因の年次推移をみると、悪性新生物は一貫として上昇を続
け、昭和56年以降死因順位第１位となり、平成23年には全死
亡者のおよそ3.5人に１人は悪性新生物で死亡しています。
（図2）

　その中でも毎年膵がんに罹患する人数は10万人あたり20～
25人で、近年増加傾向にあります。
　また、部位別５年生存率（図３）を見ると膵がんは6.7％と
一番低い数値となっています。この結果は世界共通であり、罹
患数と死亡数がほぼ同数という特徴があります。成績が悪い原
因として、初期の段階で見つからない場合がほとんどであるこ
とです（大多数がⅢ期以上で見つかります）。膵機能低下症状
（体重減少・下痢・糖尿病の悪化など）で見つかるときには、
進行しており切除できないことが多く、黄疸（主に膵頭部が
ん）で見つかる場合は、切除ができる比較的早期の段階である
ことが多いと言えます。

～生活習慣で注意すること～
【喫煙】
　生活習慣のなかで、肺がんの危険
因子として唯一確立しています。
　一日の喫煙量や年数とも関係しま
すが、喫煙者は1.7倍膵がんになる危
険性が高く、受動喫煙の場合は1.5倍
膵がんになる危険が高いという結果
がヨーロッパの調査により明らかに
なりました。

【肥満】
　直接証明されているわけではありませんが、膵臓に負担をか
ける食生活が関係していると思います。いろいろな食事があり、
栄養が偏り、肥満傾向にある人が多くなってきました。そんな
中、肥満になると膵がんになりやすいというデータもあります。

【飲酒と嗜好（コーヒー）】
　飲酒とコーヒーが膵がんの発症を高めるとは十分に確かめら
れていませんが、慢性膵炎は飲酒が原因で発症し、膵がんにな
る確率が高いと言われています。

【食事】
　最近の調査により、脂肪をたくさん摂る人は摂らない人より
も1.23倍膵がんになりやすく、特に肉や乳製品に含まれる飽
和脂肪酸を多く摂ると、1.43倍膵がんになりやすいと言われ
ています。

その他の要因
【遺伝】
　家族の中（一親等以内）に膵がん患者がいる人はいない人に
比べ、膵がんになる危険が1.8倍高くなるという結果が出てい
ます。

【糖尿病】
　糖尿病歴のある患者は男性2.1倍、女性1.5倍で膵がんにな
る危険が高いです。

【慢性膵炎】
　膵が線維化を起こして硬くなり、膵機能が低下します。大部
分の患者はお酒が原因ですが、遺伝性もあります。慢性膵炎の
患者は膵がんになる危険が高いです。

　過半数の患者は手術がで
きません。そのことから、
手術以外に抗がん剤や放射
線治療、緩和医療の４本柱
で治療を行っていきます。
複数の方法で治療していく
ことを、集学的治療と言い
ます（図４）。

【手術】
　膵頭部と膵体尾部を切除する方法があります。膵頭部を切除
する場合は、膵頭部が十二指腸に頭を突っ込むように入り込ん
でおり、膵頭部で膵管と胆管は十二指腸乳頭で合流する入り組
んだ解剖になっていますので（図５）、膵頭十二指腸切除術と

いう消化管再建が３カ所ある複雑で難しい手術が必要となりま
す。膵体尾部切除は、脾臓を摘出する場合と温存する場合があ
りますが、膵頭部切除のような消化管再建は通常不要です。切
除可能であれば、治癒する可能性も出てきます。

【抗がん剤】
　10年ほど前より①ジェムザール（注射）②ティーエスワン
（内服薬）の２種類でしたが、近年は　③フォルフィリノクス
療法や　④ジェムザール＋アブラキサン療法など、効果が高い
治療方法が認められるようになりました。切除不能進行再発膵
がんでも、以前よりは１年程度は寿命が延長している印象で、
今後更に進歩する可能性があります。抗がん剤だけで治ると言
うことは皆無ですので、手術とのコンビネーション（手術前あ
るいは手術後に抗がん剤治療を行う）が重要です。

【放射線治療】
　局所進行切除不能膵がんなどが対象になります。抗がん剤よ
りも効果が長く、治療効果が高い場合もあります。ただし放射
線治療も最終的にはがんが再燃することが多く、放射線治療後
に手術を行うことで治癒をめざす試みもあります。

【緩和医療】
　膵がんにより、痛みや心身の不調を緩和する治療になります。
深刻な内臓痛を誘発することが多く、モルヒネ等の麻薬を使用
して除痛していきます。余命が短いと判断されたら、当院では
専門の病棟（緩和ケア病棟）で看取りを行います。

　膵がんになると、膵臓の働きは損なわれます。膵がんの治療
は、まだまだ満足できるレベルではありませんが、手術できる
段階で見つかれば、治る可能性が出てきます。この記事を読ん
で、自分の症状と当てはまるようなことがあれば、医療機関で
画像検査をうけることをお勧めします。
　ますますがんに対する学問が進んで、膵がんをはじめとした
進行がんの治療に対する新しい知見が生まれることを願ってや
みません。
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膵がんにならないようするには？

おわりに
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の後ろ側にあり見えません。
膵臓はすべての動物におい
て、胃の次にある十二指腸
と密接に関連した位置にあ
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分の患者はお酒が原因ですが、遺伝性もあります。慢性膵炎の
患者は膵がんになる危険が高いです。

　過半数の患者は手術がで
きません。そのことから、
手術以外に抗がん剤や放射
線治療、緩和医療の４本柱
で治療を行っていきます。
複数の方法で治療していく
ことを、集学的治療と言い
ます（図４）。

【手術】
　膵頭部と膵体尾部を切除する方法があります。膵頭部を切除
する場合は、膵頭部が十二指腸に頭を突っ込むように入り込ん
でおり、膵頭部で膵管と胆管は十二指腸乳頭で合流する入り組
んだ解剖になっていますので（図５）、膵頭十二指腸切除術と

いう消化管再建が３カ所ある複雑で難しい手術が必要となりま
す。膵体尾部切除は、脾臓を摘出する場合と温存する場合があ
りますが、膵頭部切除のような消化管再建は通常不要です。切
除可能であれば、治癒する可能性も出てきます。

【抗がん剤】
　10年ほど前より①ジェムザール（注射）②ティーエスワン
（内服薬）の２種類でしたが、近年は　③フォルフィリノクス
療法や　④ジェムザール＋アブラキサン療法など、効果が高い
治療方法が認められるようになりました。切除不能進行再発膵
がんでも、以前よりは１年程度は寿命が延長している印象で、
今後更に進歩する可能性があります。抗がん剤だけで治ると言
うことは皆無ですので、手術とのコンビネーション（手術前あ
るいは手術後に抗がん剤治療を行う）が重要です。

【放射線治療】
　局所進行切除不能膵がんなどが対象になります。抗がん剤よ
りも効果が長く、治療効果が高い場合もあります。ただし放射
線治療も最終的にはがんが再燃することが多く、放射線治療後
に手術を行うことで治癒をめざす試みもあります。

【緩和医療】
　膵がんにより、痛みや心身の不調を緩和する治療になります。
深刻な内臓痛を誘発することが多く、モルヒネ等の麻薬を使用
して除痛していきます。余命が短いと判断されたら、当院では
専門の病棟（緩和ケア病棟）で看取りを行います。

　膵がんになると、膵臓の働きは損なわれます。膵がんの治療
は、まだまだ満足できるレベルではありませんが、手術できる
段階で見つかれば、治る可能性が出てきます。この記事を読ん
で、自分の症状と当てはまるようなことがあれば、医療機関で
画像検査をうけることをお勧めします。
　ますますがんに対する学問が進んで、膵がんをはじめとした
進行がんの治療に対する新しい知見が生まれることを願ってや
みません。



例えば
…
＜こんなことでお悩みの方＞

・リハビリを受けたいのだけど、どうしたらいいのだろう？
・退院をするのだけれど、自宅での生活が不安
・お風呂に入りたいのだけれど、一人では入れない
・車いすやベッドを借りたい
・立ち仕事ができないので困っている
・親の認知症が心配
・介護認定を受けたいのだけど、窓口に行くことができない
・介護保険制度ってよく聞くが、どんな内容なのだろう？

４

居宅介護支援事業所

介護保険のサービスはどうすれば利用できるの？

【申　請】・・・申請書類＋保険証（介護保険又は医療保険）の提出１
原則、自己申請になります。※代行申請もできます。
介護保険は公的保険制度ですが、保険者である行政側
から「利用しませんか？」等の呼びかけはありません。

利用するには、まず「申込み」が必要です。各市町村の
介護保険窓口に申請書類があるので、必要事項を記入し、
●第一号被保険者（65歳以上の方）は介護保険の保険証を、
●第二号被保険者（40歳～64歳の方）は医療保険の保険証を提出

ひとくち
メモ

【特定疾病とは・・・】
　一定の疾患のために介護を要する状態になった場合に、介護保険の給付を受けることができる。その対象となる疾患が特定疾病と
　呼ばれます。がん（末期）や初老期における認知症など16の疾病ないしは疾病群が特定疾病とされています。

※特定疾病の方のみ
　給付対象となります

大分県厚生連
介護保険支援センターつるみ

介護支援専門員（ケアマネージャー）が利用者様やご家族様と相談しながら、
サービス利用のお手伝いをします。

厚生連だより 大分４



TEL：0977-23-7115　FAX：0977-23-7657

ひとくち
メモ【サービス担当者会議】

　ケアプラン作成のための話し合いのこと。居宅サービスプランに関わっている
　担当介護支援専門員が主催する会議を「サービス担当者会議」といいます。

※連絡を受け、介護支援専門員がご自宅へ伺い、希望されるサービスの相談をお受けします。

ケアプラン（介護サービス計画）作成４

介護度が判定されたら、居宅介護支援事業所に連絡をします。３

ケアプラン（介護サービス計画）が決まったら、介護施設など各事業所と利用の調整をします。５

利用される事業所の担当者間でサービス担当者会議を行います。６

「介護サービス」を利用するためにはケアプランを立てる必要があります。
「自分の介護保険給付額で利用できるもの」「自分の希望に沿っているもの」を選び出して、
組み合わせ、一番より良い利用計画を一般的には「介護支援専門員（ケアマネージャー）」と
いう専門職が作成してくれます。

サービス利用開始７
ケアプランに沿ったサービスの利用が始まります。

そのほか、介護のことでお困りのことがあれば、お気軽にご相談ください。

【お問い合わせ先】

大分県厚生連 介護保険支援センターつるみ

時　間／午前８時30分～午後５時　　営業日／月～金（祝祭日除く）
〒874-8585 大分県別府市大字鶴見4333

介護保険の申請が受理されると、市町村は申請者が介護保険を受給する基準を満たしているかどうかの
認定調査を行います。

「訪問調査」と「主治医意見書」をもとに介護認定審査会において審査され、結果が出ます。
原則として、申請してから約30日で結果がでます。

要介護認定には、❶＋❷が必要となります。

要介護認定の結果は、利用できるサービスによって大きく以下の３つに分けることができます。
（１）要介護１～５　⑴の結果が出た方は、介護保険が給付され、「介護サービス」の利用ができます。
（２）要支援１、２　⑵の結果が出た方は、介護保険が給付され、「介護予防サービス」、

市区町村が行う「介護予防・日常生活支援総合事業」の利用ができます。
　　　※要介護・要支援のレベルによって、給付される介護保険の額に差があります。

（３）非　　該　　当
　⑶の結果が出た方は、介護保険は給付されません。
基本チェックリストにて生活機能の低下により、要支援等へ移行する危険性がある方は
市区町村が行う「介護予防・日常生活支援総合事業」の利用ができます。

❶申請者の元に調査員が訪れて行う　「訪問調査」
❷申請者のかかりつけの主治医による「主治医意見書」

厚生連だより 大分 ５

【要介護認定】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・認定調査の実施２



シニアエステティック体験
　９月28日に、日本エステティック協会及び大
分市にある明日香美容文化専門大学校の方々が
約30名ほどボランティアとして訪問していただ
き、利用者に対してメイクやハンドマッサージ
を行う「シニアエステティック体験」が実施さ
れました。
　今回で３年目となる同エステティック体験で
すが、プロのエステティシャンによるメイクや
マッサージを受けた利用者の皆さんは非常に喜
んだ表情を見せていました。

　10月３日(火)、南海トラフ地震を想定した津波避難訓練
を行いました。
　今回の想定は、日中日向灘沖の地震により津波が発生した
ため１階のデイケア利用者及び診療所外来患者は２階食堂へ
避難する訓練です。地震発生の合図を聞いて入所担当者がデ
イケア、診療所へ応援に出向き部署担当者と共同で避難誘導
を行いました。
　今回が初めての合同訓練ということで、講評時にはいろい
ろな意見が出され、また防災に対する意識を高めることがで
きた、非常に有意義な訓練となりました。

大分県産なし贈呈式がありました

津波避難訓練

厚生連だより 大分６

　10月12日に大分県なし研究会より大分県産のなし５箱（約25㎏）が贈られました。
　贈呈式では大分県なし研究会の梶原会長より「私たち生産者が手塩にかけて育てたなしを味
わっていただきたい」とあいさつを行い、なしを施設の代表して中山施設長に贈りました。戴
いたなしは利用者の昼食のデザートとしてふるまいました。

★介
護老人保

健施設

シェモア鶴見でのひととき★

老健しおはま・しおはま診療所



下腹部を引き締め
上半身と下半身の
連動をスムーズに
行える体を作ろう!!

リハビリ技術科 考査役科長
理学療法士

脇 屋 裕 文

厚生連だより 大分 ７

筋力
　トレーニング!!

● 鍛えるところ　腹筋、股関節の筋肉
● 効　能　下腹部の引き締め
　　　　 　転倒しにくくなる
● 回　数　10回×２セット

①イスに腰掛け、手はイスの端を持っておきます。

②背筋を伸ばしたまま、1,2,3,4と声を出して両足を同時に持ち上げます。

③この時つま先はできるだけ上げておきましょう。

④1,2,3,4で膝を下ろします。

● 鍛えるところ　腹筋
● 効　能　下腹部の引き締め
● 回　数　10回×２セット

①仰向けに寝て両膝を立てます。

②おへそに両手をのせ、おへそをのぞきこむように頭を

　肩甲骨が浮く程度まで持ち上げます。

③1,2,3,4と声に出して頭を上げ、1,2,3,4で下ろします。

○イスに座っての両足上げ腹筋

○腹　筋

「1,2,3,4」で
両膝を下ろす

「1,2,3,4」で頭を下ろす

「1,2,3,4」で
両膝を上げる

「1,2,3,4」で頭を起こす

〈悪い例〉
体が後ろに倒れている

手軽にできる
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ビーコンプラザ

市役所

別府公園 鶴見丘高校

緑丘小学校

中部中学校

実相寺サッカー
競技場

鶴見台中学校

別府駅

流
川
通
り

富
士
見
　
通
り

JR日豊本線

九
州
横
断
　
道
路

至 日出町

至 大分市 的ヶ浜公園

マルショク

別府国際観光港

別　府　湾

210

大分空港道路

塩浜 至 大分空港

杵築市役所

杵築大橋

杵築警察署

至 別府

守　江　湾

【大分県厚生連】

・介護老人保健施設 しおはま
・しおはま診療所

実相寺サッカー
     競技場

実相寺野球場

鶴見台
中学校

発行／大分県厚生農業協同組合連合会 　〒874-8585 大分県別府市大字鶴見4333番地　TEL 0977-23-7465　FAX 0977-23-7493　http://www.oita-koseiren.com

※健診内容や料金などを
　ご覧になりたい方は
　健康管理センターの
　ホームーページにアクセス
　

※鶴見病院のホームーページへの
　アクセスはこちら
　

編集
後記

　11月になりました。先日
は、台風の影響もあり毎年開
催されている病院祭が中止と

なってしまい、今年も楽しみにされて
いた皆様には大変ご迷惑をおかけしま
した。来年こそは今年できなかった分
も含めて盛大に行えればなと思います
のでどうぞよろしくお願いします。
（S.S）

　インフルエンザとは、インフル
エンザウイルスを原因とする呼吸
器感染症です。発熱、頭痛、咳、
咽頭痛、鼻水、筋肉痛などの症状
があります。

○予防のポイント
　インフルエンザ予防のポイント
は「ワクチン」「手洗い」「咳エチ
ケット」の３つです。より身近な
「手洗い」、「咳エチケット」から
始めてみましょう。

①手洗いをしましょう
　インフルエンザウイルスは生体
外では短時間しか存在できません
ので、手洗いが有効です。外出し
た際などはこまめに洗いましょう。
また、咳やくしゃみを手でおおっ
たときにも洗いましょう。洗い方
はハンドソープを使って手のひら
から手の甲、指の間やつめの間、
手首までしっかりと洗いましょう。

②咳エチケット
　咳・くしゃみが出る時は、他の
人にうつさないためにマスクを着
用しましょう。マスクを着用して
いない場合はティッシュなどで口

健健 康康 のの
ワンポイント

～インフルエンザ流行の
　　シーズンとなりました～

日時：平成29年11月25日 ㈯
　　　14:00～16:00(開場 13:30～）
場所：トキハ別府店 ７階 大会議室

市民公開講座の開催 定員
100名

申込不要
参加費無料

講演１ 「冬期に多い小児疾患」
　　　　  鶴見病院　院長　鈴木 正義 氏
講演２ 「高齢者　肺炎の治療と予防」
　鶴見病院 呼吸器内科部長　岸　建志 氏

見て・聴いて・知ろう

健康管理センター

９月の健診/受診結果
国 東
姫 島
杵 築
山 香
大 分
由 布
日 田
臼 杵
野 津
佐　伯
豊後大野
竹 田
豊後高田
中 津
宇 佐
安心院

Ｊ
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お
　
お
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受診者数総合計 4,451名
（うちJA 1,248名）

Ｊ Ａ べ っ ぷ 日 出
Ｊ Ａ 玖 珠 九 重
Ｊ Ａ 九 重 町 飯 田
大 分 大 山 町 農 協
下 郷 農 協

名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名
名

《９月健診》

東部事業部

中西部事業部

南部事業部

豊肥事業部

北部事業部

258
2

221
79
9
30
12
90
21
48
50
35
77
31
38
25
181
29
1
11
0

と鼻を押さえ、他の人から顔をそ
むけて１ｍ以上離れましょう。マ
スクの装着は説明書をよく読んで、
正しく着用しましょう。

～乾燥対策をして
　　快適な冬を過ごしましょう～
　11月に入り、急に寒くなりま
した。冬の時期の悩みとして寒さ
と空気の乾燥が挙げられます。空
気が乾燥すると肌がカサカサに
なったり、目が乾いて痛くなった
りします。また、鼻や喉の粘膜が
乾燥すると、風邪をひきやすくな
ります。部屋の湿度をうまく調整
して、快適な冬を過ごしましょう。

○お部屋の乾燥対策
①部屋の温度は20℃くらい、湿
度は50％くらいを目安に調整
しましょう

②濡れたタオルを部屋に干し、加
湿器代わりにする

③フローリングを水拭きする
④観葉植物を置く

　他にもさまざまな対策がありま
すので実践し、快適な冬を過ごし
ましょう。

冬場に
気を付けたい
　　　感染症

テーマ

http://www.ok-tsurumi.com/

http://www.ok-kenkou.com/


