
２月１日、ハートホーム南山口に青藍会在宅医療支援
センター南山口訪問看護ステーションが開設しました。
地域の皆様の在宅療養を私たちがサポートいたします。
（関連記事：本誌２～３ページ）
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在宅生活を支える青藍会グループのサービス体系

在宅医療部・看護部
部長　大道 薫

在宅生活を支える青藍会グループの
サービス体系
ハートホーム南山口に、2/1に訪問看護ステー
ション、3/1に看護小規模多機能型居宅介護事業
所が開設します。これにより、グループ内の各ク
リニックに各々青藍会在宅医療支援センターが併
設となります。クリニック・在宅医療支援センター
を中心にグループ内の様々なサービスが連携して、
山口市全域の皆様の在宅生活をまるっとサポート
いたします。

訪問看護ステーションは、看護師やリハビリ職
員が、ご自宅や高齢者施設へ訪問して病気や障が
いに応じて看護やリハビリを行うサービスです。
新生児から高齢者まで幅広い年齢層の方が安心し
た療養生活を送って頂くために医療機関と連携を
図り、主治医の指示の下、適切なケアとアドバイ
スを提供します。住み慣れた地域で暮らし続けら
れるよう24時間365日支援いたします。

看護小規模多機能型居宅介護は、ご自宅に近い
環境で、サービスを介護度に応じた月定額制でご
利用できます。顔なじみの職員から通い・泊り・
訪問介護、そして最大の特徴である「訪
問看護」の４つのサービスを一体的に
受けられます。

対象は医療機器を使用している方（胃
ろう、気管切開、人工呼吸器など）、リ
ハビリが必要な方、終末期（がん、老衰
など）の方、褥

じょく

瘡
そう

など傷の処置が必要な
方、退院直後の方が対象です。看護小
規模多機能型居宅介護ではこれらの医
療ニーズの高い方を医師の指示書に基
づき医療処置を実施していきます。

また、看護職員と介護職員が綿密に情報やケア
方針を共有しながらサービスを提供します。限ら
れた訪問看護、訪問介護のみの場合に比べ、スタッ
フがより多くの時間を利用者とともに過ごすこと
で体調面、生活面、精神面をトータル的に把握し
ケアに活かせるため、ご利用者様の自立度が高ま
る事例も報告されています。『医療ニーズの高い高
齢者の在宅療養を支えます』をモットーに在宅療
養を支える4つの安心を提供します。

４つの安心

①　サービスが一体型で安心
　　�ご利用者様・ご家族は顔なじみの職員から【通

い】【泊まり】【訪問介護】【訪問看護】の四つの
サービスが包括的に受けることができます。

②　利用料は基本月定額制なので安心
　　�利用料は介護度に応じた月定額制です。利用

頻度や回数による増減はなく、介護費用が膨
らみ過ぎないので安心です。

③　医療的ニーズが高い方でも安心
　　�訪問看護とコラボレーションすることにより

医療依存度の高い方も通所をご利用できます。
また、人生最期まで住み慣れた場所での暮ら
せるように支えます。

④　柔軟にサービスが変更できて安心
　　�ご利用者様やご家族の状況が変わった場合も

当事業所に所属するケアマネジャーが通い、
泊まり、訪問看護・介護の計画を臨機応変に
組み合わせて対応するため、ご利用者様・ご
家族は安心です。

訪問リハビリの様子
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在宅生活を支える青藍会グループのサービス体系

３つの支援

当グループの看護小規模多機能型居宅介護では
3つの支援に力を入れています。
①　退院支援
　　�医療行為（痰の吸引、カテーテルを通しての

食事に注入他）が必要な状態で自宅に退院し
たい患者様に対して、当事業所を活用しなが
ら退院直後は泊りを中心にした生活から長時
間の通い、最終的には在宅での生活の時間を
増やしていくといった支援も可能です。

②　レスパイト支援
　　�医療依存度・重介護度の高いご利用者様の在

宅生活が継続できるように、ご家族の急用に
対して長時間の通所や泊りを柔軟に活用でき
ます。

③　看取り支援
　　�住み慣れた自宅で最期まで生活が送れるよう

に訪問を中心とした支援が可能です。
自宅で入浴ができない場合には通所を利用しま
す。この一連の流れを顔なじみの職員で柔軟に支
援します。

利用料金

本体部分（／月）
要介護１　12,401（11,173）単位
要介護２　17,352（15,634）単位
要介護３　24,392（21,977）単位
要介護４　27,665（24,926）単位
要介護５　31,293（28,195）単位

※（　）内は同一建物居住者の場合
※上記の他に各種加算・減算があります
※�料金体系が複雑なため、詳しくは担当ケアマネジャーまで
お問い合わせください。

自己負担
朝食495円　昼食330円（通い）　夕食660円
宿泊費　3,000円／日　
※�介護保険の自己負担割合が１割の場合は、上記の単位数が
そのまま自己負担金額となります。

　�負担割合が２割、３割の場合は、割合を乗じた単位数が自
己負担金額となります。

　お食事代、宿泊費は保険外のため、自己負担となります。

医療的処置多めのサービス利用例

月 火 水 木 金 土 日　
��0：00
〜

��7：00
自宅（夜間に処置等あれば看護師訪問）

��8：00 食事介助
他

通い
（入浴）

食事介助
他

食事介助
他

食事介助
他

通い
（入浴）

食事介助
他

��9：00
10：00 訪問看護 訪問看護 訪問看護 訪問看護 訪問看護
11：00

12：00 食事介助
他

食事介助
他

食事介助
他

食事介助
他

食事介助
他

13：00
14：00
15：00 訪問看護 訪問看護 訪問看護 訪問看護 訪問看護
16：00
17：00

18：00 食事介助
他

食事介助
他

食事介助
他

食事介助
他

食事介助
他

20：00
〜

��0：00
自宅（夜間に処置等あれば看護師訪問）

24 時間

365 日対応

重症疾患

対応
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花粉症対策を始めましょう！
あんの循環器内科

事務長　岩本 悟史

花粉症は花粉に過剰に反応して起こるアレル
ギー性疾患です。今では4人に1人が花粉症と言わ
れていますが、なぜこんなに花粉症患者が増えた
のでしょうか？戦後の植林政策で日本各地にスギ
が植栽されたことが1つの要因ですが、さらに温
暖化により夏場の気温が30度を超すのは当たり前
のようになってしまい花粉の量が増えています。
また、花粉症は免疫異常により引き起こされま
す。免疫機能を司る免疫細胞の約60％は腸に集中
しています。そのため暴飲暴食、食物繊維の不足、
糖質の摂り過ぎ、運動不足などにより腸の働きが
低下すると免疫システムに異常をきたし、アレル
ギーになりやすくなります。

花粉症対策としてできること

花粉症対策として以下の習慣・食生活に気を付
けて取り組んでみましょう。
◎習慣
・�外出時には花粉が付着しにくいナイロン素材の
上着を着用し、できればマスクに加え、眼鏡・
帽子を着用しましょう。

・�家に入る前に玄関先で頭髪や服に付いた花粉を
しっかり落とし、帰宅後はうがい・手洗いに加え、
顔も洗うと良いでしょう。

・�換気は窓を10cm程度開け、網戸やレースのカー
テンは閉めておきましょう。

・�早寝・早起きを心がけ、自律神経を整えましょう。
・寝具や洗濯物を外に干すのは控えましょう。

◎食生活
日々の食生活によって花粉症の症状を抑えるこ
とができます。腸管免疫の状態を良くする食物繊
維やビタミン、乳酸菌を摂取すると効果的です。
ビタミンA、ビタミンC、ビタミンEにはかゆみな
どの症状を悪化させる活性酸素の働きを抑える抗
酸化作用があり、３つ一緒に摂ると抗酸化作用が
高まります。
また、花粉症の大敵である冷えを追い出すため
に、体を温める食材にできるだけ火を通すように
すると良いでしょう。香辛料の摂り過ぎは花粉症
を悪化させてしまうので注意してください。

また、治療としては、点鼻薬・点眼薬・内服薬
等の対症療法の他に舌下免疫療法やアレルゲン免
疫療法等の根治療法もあります。アレルギー症状
の重さや通院・内服のしやすさなどを考慮し、自
分に合った治療をしていきましょう。

これから暖かく過ごしやすい時期になっていき
ますが、花粉症の方にとってはつらい時期です。
少しでも快適に過ごすために、この機会に食生活
や生活習慣を見直し、早めの治療を心がけましょ
う。花粉症にお困りの方は、外来・訪問診療で診察・
お薬の処方ができますので、お気軽にお問合せく
ださい。

問い合わせ先
あんの循環器内科
T 083（924）1151　

担当：岩本

花粉症対策を始めましょう！



以下の項目に当てはまる場合は脱水症かもしれ
ません。

●脱水症を予防しよう！
予防その①　食事はしっかりと！
１日に必要な水
分摂取量は、１日
の食事量（約１ℓ）
と水分摂取量（約
1.5ℓ）を併せて
約2.5ℓにもなり
ます。食事の中で
１日に必要な水分量の約４割を摂取できるため、
３回の食事はしっかり食べましょう！果物やゼ
リー、水ようかん、みそ汁などの汁物を食べると
効率よく水分摂取することができます。

予防その②　加湿しよう！
冬になると部屋の中も乾燥し、気づかないうち
に体の中の水分が失われていきます。加湿器を使
用したり、室内に洗濯物を干すなどをして湿度を
40～60％に保つように心がけましょう。

問い合わせ先
あんの循環器内科　　　　T 083（924）1151
ハートクリニック新山口　T 083（976）2450
ハートクリニック南山口　T 083（988）3333

豆知識 チェックしてみよう！　〜冬場の脱水について〜

冬でも脱水症になるとご存じですか？
冬場は喉の渇きを感じにくいうえに、体が冷える・トイレが近くなるなどの理由から水分摂取が減
少しがちです。摂取する水分量も減るうえに、空気が乾燥しているため、知らず知らずのうちに呼吸
や皮膚・粘膜からも水分が失われていっています。

予防その③　水分補給は定期的に！
決めた時間に水分摂取をするのがおすすめです。
下記の図を参考にぜひ実践してみてください。
例）�起床時・朝食時・午前・昼食時・夕食時・風呂前・
就寝時にコップ1杯を飲む

※注意
カフェインが含まれているコーヒーや緑茶より
も水や麦茶などを飲むようにしましょう。

脱水症により体液が不足すると、酸素や栄養素
を体の中に届けることができなくなり、放置して
いると思わぬ病気につながる可能性があります。
できるだけ早期に気付き、脱水が疑われる場合
には受診するようにしましょう。あんの循環器内
科では往診に伺うことも可能です。

チェックしてみよう！
・皮膚表面や脇の下が乾燥している
・口の中・舌の表面が乾燥している、または粘つく
・爪の先を押した後、赤みがすぐに戻らない
・手の甲の皮膚をつまんで元に戻るのに３秒以上
かかる

・足がむくんで靴下のゴムの跡がとれない
・ぼーっとしている、または傾眠傾向である
・便秘になった、または以前より便秘がひどくなった
・元気がない・反応が鈍い
・尿の回数が少ない・尿の色が濃い
・短期間で体重が減っている

昼食

朝食

起床時

風呂前

就寝前

コップ１杯×７回コップ１杯×７回

約 1.5ℓ約 1.5ℓ

夕食 午前



2023年２月
健康づくり講座カレンダー

※日･祝日は休館となっております。
◎�新型コロナウイルスの影響、諸事情により予定が変更となることがあります。

壁や冷蔵庫に貼ってお使いください

北部 南部 世田谷

開催地をエリアごとに色分けしてあります

問い合わせ先
青藍会在宅医療支援センター

 0120（2）81056
担当：藤本

日 月 火 水 木 金 土
１ ２ ３ ４

はつらつクラブ
（吉敷）

13：45～15：40

OYA塾
はあと保育園吉敷
10：00～11：00

もの忘れ外来
あんの循環器内科  8：30～12：30
川   井   医   師  8：30～18：00

はつらつクラブ南山口
①13：00～14：30
②15：00～16：30

児童クラブ宮野
イベント

10：00～13：00

５ ６ ７ ８ ９ 10 11

健康相談（吉敷）
①10：00～11：00
②14：00～15：00

ベビーマッサージ
（吉敷）

10：30～11：30

リーガルアシスト
（吉敷）（要予約）
15：00～16：00

リハビリ専門職による
健康体操（吉敷）

14：00～15：00
建国記念の日

健康麻雀（吉敷）
14：00～16：00

12 13 14 15 16 17 18

福祉相談（吉敷）
①10：00～11：00
②14：00～15：00

ベビーマッサージ
（吉敷）

10：30～11：30

はつらつクラブ
（吉敷）

13：45～15：40

はあとカフェ
平川・大歳

14：00～15：00

もの忘れ外来
あんの循環器内科
8：30～12：30

介護相談（南山口）
14：00～17：00

健康麻雀（吉敷）
14：00～16：00

はつらつクラブ南山口
①13：00～14：30
②15：00～16：30

はあとカフェ南山口
14：00～15：00

はあとカフェ
新山口・小郡

10：00～11：00

OYA塾
はあと保育園中央
10：00～10：45

オレンジカフェ白石
13：00～15：00

19 20 21 22 23 24 25

子育て相談（吉敷）
①10：00～11：00
②14：00～15：00

ベビーマッサージ
（吉敷）

10：30～11：30

天皇誕生日

はあとカフェ宮野
14：00～15：00

もの忘れ外来
あんの循環器内科
8：30～12：30

健康麻雀（吉敷）
14：00～16：00

介護相談（南山口）
9：00～12：30

はあとカフェ
山口･中央

10：00～11：00

OYA塾
はあと保育園新山口
10：00～11：30

26 27 28

●講師募集中
健康づくり講座では、多くの方に利用していただくために、色々な講
座を検討しています。ご自分で講座を開設したいとお考えの方がいらっ
しゃいましたら、0120（2）81056�担当：藤本　までご連絡ください。

健康相談（吉敷）
①10：00～11：00
②14：00～15：00

ベビーマッサージ
（吉敷）

10：30～11：30

健康麻雀（吉敷）
14：00～16：00

節分行事
鬼と仲良く踊ろう　※要予約

腰痛予防について

健康体操〜上半身〜

介護保険制度について part9

法律に関すること、難しい困りごとを
弁護士に相談できます。（要予約）

地域の中での高齢者福祉のあり方、
認知症サポートについて

てづくりおもちゃを作ろう

冬場の健康対策
～寒い時期は要注意！～

雛飾りを作ろう

冬の体力づくり

いちご狩りに行こう
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健康づくり講座カレンダー

健康づくり講座カレンダー  2023年３月

北部 南部 世田谷

開催地をエリアごとに
色分けしてあります

利用について
・講座に参加を希望される方は、問い合わせ先までお申し込みください。
・講座によっては、定員に達している場合がありますので、ご了承ください。
・日・祝日は休館となっております。
・新型コロナウイルス感染症の影響、諸事情により予定が変更になることがあります。

日 月 火 水 木 金 土
１ ２ ３ ４

はつらつクラブ
（吉敷）

13：45～15：40

もの忘れ外来
あんの循環器内科
8：30～12：30

はつらつクラブ南山口
①13：00～14：30
②15：00～16：30

OYA塾
はあと保育園中央
10：00～10：40

５ ６ ７ ８ ９ 10 11
健康相談（吉敷）

①10：00～11：00
②14：00～15：00

ベビーマッサージ
（吉敷）

10：30～11：30

リーガルアシスト
（吉敷）（要予約）
15：00～16：00

リハビリ専門職による
健康体操（吉敷）

14：00～15：00

もの忘れ外来
あんの循環器内科  8：30～12：30
川   井   医   師  8：30～18：00

健康麻雀（吉敷）
14：00～16：00

はあとカフェ南山口
14：00～15：00

12 13 14 15 16 17 18
福祉相談（吉敷）

①10：00～11：00
②14：00～15：00

ベビーマッサージ
（吉敷）

10：30～11：30

はつらつクラブ
（吉敷）

13：45～15：40

はあとカフェ
平川・大歳

14：00～15：00

もの忘れ外来
あんの循環器内科
8：30～12：30

介護相談（南山口）
14：00～17：00

健康麻雀（吉敷）
14：00～16：00

オレンジカフェ白石
13：00～15：00

はつらつクラブ南山口
①13：00～14：30
②15：00～16：30

OYA塾
はあと保育園吉敷
10：00～11：00

19 20 21 22 23 24 25
子育て相談（吉敷）

①10：00～11：00
②14：00～15：00

春分の日

リハビリ専門職による
健康体操（吉敷）

14：00～15：00

はあとカフェ宮野
16：00～17：00

もの忘れ外来
あんの循環器内科
8：30～12：30

介護相談（南山口）
9：00～12：30

はあとカフェ
新山口･小郡

10：00～11：00

はあとカフェ
山口･中央

10：00～11：00

Work Café
10：00～11：30

26 27 28 29 30 31
健康相談（吉敷）

①10：00～11：00
②14：00～15：00

ベビーマッサージ
（吉敷）

10：30～11：30

健康麻雀（吉敷）
14：00～16：00

大きな紙に絵を書こう

地域の中での高齢者福祉のあり方、
認知症サポートについて

介護保険制度について part10

法律に関すること、難しい困りごとを
弁護士に相談できます。（要予約）

青藍会では、地域の方々が気軽に集う場を提供し、地域の健康とコミュニティを支援してい
ます。当法人の専門職や地域ボランティアが講師となり、健康教室・介護予防教室・介護支援
教室・みになる講座・体験講習などの健康づくり講座を行っています。これらの予定と、これ
まで広報誌の生活版でお知らせしていた各支店でのはあとカフェや保育園のOYA塾、もの忘れ
外来の予定等を入れて健康づくり講座カレンダーを作成しています。当月分は壁などに貼って
ご利用いただけるよう、別紙になっております。是非お気軽にご参加ください。

問い合わせ先
青藍会在宅医療支援センター

 0120（2）81056
担当：藤本

手作りおもちゃを作ろう

大歳支店紹介

薬剤師について

ビジネスマナー
場所：ハートハウス小郡南

12月にボランティアの方が南山口で
演奏会を開いてくださいました。

足の指を使えて
いますか？

支店紹介
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【2023年２月　外来診療医師予定表】

あんの循環器内科

理事長　阿武 義人
日本循環器学会専門医
日本内科学会認定内科医
日本医師会認定産業医
日本医師会認定健康スポーツ医
THP健康測定研修修了医
介護支援専門員
認知症サポート医
緩和ケア研修会受講修了

院長　亀田 秀樹
日本脳神経外科学会専門医
日本認知症学会専門医・指導医、
認知症サポート医
やまぐちPREMIUMオレンジドクター

福谷 敏彦
日本外科学会認定医
麻酔科標榜医
麻酔科学会認定医・専門医

名西 史夫
日本内科学会認定内科医
日本腎臓学会専門医
日本透析医学会専門医
日本医師会認定産業医

森重 聡
日本内科学会認定内科医
日本血液学会認定血液専門医・指導医
日本内科学会総合内科専門医・指導医
日本輸血・細胞治療学会認定医
日本造血細胞移植学会認定医

ハートクリニック南山口

上野 匡庸
内科・リウマチ・膠原病

川井 元晴
元山口大学医学部教授
日本認知症学会認定専門医
日本神経学会認定神経内科専門医

橋本 慎太郎
循環器

院長　松村 孝司
日本脳神経外科学会専門医
介護支援専門員

村田 和弘
日本リハビリテーション医学会
指導医・専門医・臨床認定医
日本プライマリ・ケア連合学会
指導医・家庭医療専門医
日本臨床栄養代謝学会認定医
日本摂食・嚥下リハビリテーション
学会認定士
日本嚥下医学会嚥下相談医

ハートクリニック新山口

西村 夏実
循環器

末冨 建
循環器

院長　向江 徳太郎
日本小児科学会小児科専門医
日本救急医学会救急科専門医

友近 喜代子
小児・発達外来

岡 桃子
日本小児科学会小児科専門医
日本小児神経学会小児神経専門医

あんの循環器内科 ハートクリニック南山口 ハートクリニック新山口

月
AM 阿武・福谷 萬納寺 向江・友近
PM 阿武・福谷 萬納寺 向江・友近

火
AM 阿武・亀田・森重 予約制 向江
PM 阿武・亀田・森重 桂 向江

水
AM 阿武・福谷・森重 西村 向江・友近
PM 阿武・福谷・森重 桂 向江

木
AM 亀田・名西 村田・西村 向江
PM 向江

金
AM 亀田 萬納寺・末冨 向江・岡
PM 阿武・亀田・上野 萬納寺 向江・岡

土
AM 亀田・橋本・山本 村田
PM

お知らせ

・2/4(土) ８：30～18：00
川井医師　もの忘れ外来

・2/24(金) 15：00～17：00
阿武理事長　企業訪問

・ 毎週月・土にもの忘れ外来を
実施しています

・2/23(木) ９：00～18：00
休日当番

・ 友近医師・岡医師は発達相談
外来（要予約）も行っています
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【在宅医療担当表】

脳神経外科
院長　亀田 秀樹

総合内科
福谷 敏彦

脳神経外科
萬納寺 洋道

内科
森重 聡

形成外科
中浜 都

皮膚科
古森 環

皮膚科
専徳 健太

皮膚科
駄阿 也眞人

総合内科
村田 和弘

小児科
院長　向江 徳太郎

歯科
川野 多加子

歯科
藤本 勝廣

薬剤師
部坂 理恵子

薬剤師
部坂 泰志

薬剤師
柴田 明香

薬剤師
奥村 朋美

管理栄養士
秋月 悦子

作業療法士
西野 弘識

月 火 水 木 金

総合内科
脳神経外科

亀田 秀樹 亀田 秀樹
福谷 敏彦 福谷 敏彦 福谷 敏彦 福谷 敏彦 福谷 敏彦

萬納寺 洋道 萬納寺 洋道
森重 聡 村田 和弘

形成外科 中浜 都
皮膚科 古森 環 専徳 健太/駄阿 也眞人
小児科 向江 徳太郎 向江 徳太郎 向江 徳太郎 向江 徳太郎 向江 徳太郎

歯科
川野 多加子 川野 多加子 川野 多加子 川野 多加子 川野 多加子
藤本 勝廣 藤本 勝廣 藤本 勝廣 藤本 勝廣

訪問薬剤指導
部坂 理恵子 部坂 理恵子 部坂 理恵子

部坂 泰志 部坂 泰志 部坂 泰志 部坂 泰志
奥村 朋美 柴田 明香 柴田 明香

訪問栄養指導 秋月 悦子 秋月 悦子 秋月 悦子 秋月 悦子 秋月 悦子
訪問リハビリ 西野 弘識 西野 弘識
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※コンプライアンス部：この広報誌の写真は、ご本人に承諾を得た上で掲載しております。翻訳・引用・要約・開示・配布・書籍等への転載等を禁止します。

山口エリア
■あんの循環器内科　Ｔ083（924）1151　■ハートクリニック新山口　Ｔ083（976）2450　■ハートクリニック南山口　Ｔ083（988）3333
■おごおり薬局　　　Ｔ083（974）1660　■メディキッズ山口　　　　Ｔ083（941）5311　■メディキッズ新山口　　　Ｔ083（976）2450
■青藍会在宅医療支援センター山口　訪問看護ステーション Ｔ 083（933）6020
■青藍会在宅医療支援センター山口　定期巡回・随時対応型訪問介護看護 Ｔ 083（934）7600
■青藍会在宅医療支援センター新山口　訪問看護ステーション Ｔ 083（976）2400
■青藍会在宅医療支援センター新山口　定期巡回・随時対応型訪問介護看護 Ｔ 083（976）2400
■青藍会在宅医療支援センター新山口　看護小規模多機能型居宅介護 Ｔ 083（976）2400

理念：私たちは、医療・保健・福祉の分野で、地域の方々の生活を生涯に渡って支えることに最善を尽くし、そして、そこで働いていることに誇りを持ちます。

東京エリア 
■青藍会在宅医療支援センターハートハウス成城　定期巡回・随時対応型訪問介護看護　Ｔ 03（3416）4160
　

体操を動画でも紹介しています。QRコードを読み取ってご覧ください。

＜息こらえ嚥下運動＞
①大きく息を吸った後に3秒間呼吸を止める
（声門閉鎖）
②唾液を飲み込む
③口から「はー」と強い呼気を出す

食事中に息こらえ嚥下を行うと嚥下後の呼気
で気管に入り込んだ水分や食物を喀出する効果
があり、誤嚥に対して効果的とされています。
しかし手順を間違えてしまうと逆効果です。ま
ずは食事前の基礎訓練としてこの一連の動きを
習慣的にできるように毎日の生活に取り入れて
みてください。
また、この動きがしっかりとできるように
なったら、口に水分や食べ物を含んだ状態で息
こらえ嚥下ができるようにしてみましょう。

食べる、飲む運動（摂食嚥下）をとおして、わ
たしたちは食べ物や飲み物を口から胃へ送りま
す。それと同時に息をする道を塞ぎ、食べ物や
飲み物が誤って気管に入らないように防いでい
ます。簡単そうにみえるこの運動は、精密な調
整が必要で、少しでもずれが生じると誤嚥や窒
息のリスクが高まってしまいます。摂食嚥下障
害は病気により急に生じることもあれば、加齢
により徐々に機能が低下してくることもあり、
様々な原因で起こります。摂食嚥下障害に苦し
む人は少なくありません。

今回は食事中むせる場面に対するアプローチ
として息こらえ嚥下法をお伝えします。息こら
え嚥下は食事中にも行うことができますが、今
回は基礎訓練として呼吸と嚥下のパターンを学
習する目的として行います。

① ② ③

日々の生活の中で、健康維持のため・今よりちょっと良くなるため・過ごしやすくなるためのアド
バイスをリハビリ専門職員がお伝えするコーナーです。

おうちdeリハビリ
ハートホーム山口デイケアセンター

言語聴覚士　澤村 仁美

15

今回のテーマ　食事中にむせる

問い合わせ先
 0120（2）81056

青藍会グループ介護・リハビリ担当：武
たけ

永
なが


