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自宅で療養中、予測しない体調変化があった時は？自宅で療養中、予測しない体調変化があった時は？
　住み慣れた自宅で過ごしたいと退院してきたけれど・・・急な体調の変化等があったときに医師や
看護師が自宅にいないことで、不安感が強くなったり、あわてることがあります。特に医療的ケアが
必要な場合は、どう対応したらいいか、ふだんから備えておくことが必要になります。

医療的ケアでの困りごと、どうしたら良い？

医療的ケアに対応の在宅サービスがあります
訪問診療、訪問看護が利用できます。
・安心・安定した状態を保つために、必要に応じて訪問診療、訪問看護を利用できます。
・24時間・365日の対応をしている訪問看護や訪問介護の事業所があります。ケアマネジャーに確認してサービスを

依頼しましょう。

ふだんから緊急時の対応を確認しておきましょう
・どこに連絡したらいいか、症状と対応についてかかりつけ医や訪問看護師と相談し、緊急連絡先を確認しておきましょう。
・病気の種類や状態によって対応はそれぞれ違います。日常的な症状と緊急対応が必要な症状の確認をしておきましょう。

緊急入院したときは、かかりつけ医、訪問看護師、ケアマネジャーに報告をしましょう
退院したときに在宅療養を継続していくために重要です。

点滴が漏れた時は・・・

床ずれが広がった・・・

吸引しても痰がとりきれないのか？
苦しそう・・・

　ご自宅で点滴をされている時に、血管の外に漏れてしまって手が腫れてしまった、床ずれが広がってしまった、
など、自宅でご家族が対応できない時にどうすればいいでしょう。
　必ず病院に連れていかなければいけないか。患者さんの状況によってはそれがとても大変な時、ありますよね。
　今は、訪問診療も以前に比べてぐっと身近なものになってきました。病院にいかなくても、ご自宅で床ずれの

ケア、点滴の管理、在宅酸素などなど、様々な対応ができるようになってきています。
　まずは、かかりつけの医師に相談をしてみましょう。その先生が往診、訪問診療をしてくれれば、それがもちろん一番
スムーズです。もしその先生が往診をしていないとすれば、その先生に聞いて、信頼のおける訪問診療をしてくれる先生を
紹介してもらいましょう。
　遠慮することはありません。まずは、かかりつけの医師に勇気を持って聞いてみてください。

在宅療養調整医師からのアドバイス

■次号は、2018 年 2 月頃発行予定です。

　皆さんのストレス対処法にはどのようなものがありますでしょうか？
　今回は、「笑い」によるストレス発散が免疫学的にどのような効果を生むと言われているかをご紹介します。

　このように、「笑い」がストレスを発散するだけでなく、「免疫力をアップさせる」という研究や論文が国内外で報
告されています。皆さんも介護や日常生活でたまったストレスをご友人と談笑したり、お笑い番組やコメディー映画
などを鑑賞し「笑う」ことで発散し、免疫力をアップさせてはいかがでしょうか。

健康情報

地域の支え合い助け合いの活動紹介
有馬第二団地の見守り・支え合い活動

有馬第二団地自治会　会長　八木下さんからのメッセージ

❶NK細胞が増加する。 ❷コルチゾールが低下する。
 結果的にＮＫ細胞が増加し免疫力がアップする。

[川崎市病院協会]

「笑い」でストレス発散！ 免疫力アップ！
－“笑顔”で心と身体の健康を保ちましょう－

❸ IgAが増加する。

（日本　伊丹仁朗医師の報告）

ＮＫ細胞
【ナチュラルキラー細胞】

がん細胞やウイルスなどを攻撃するリンパ球の一種

IgA【免疫グロブリンＡ】
免疫を担当する物質の一種。代表的なものとして消化管免疫防御系、気道免疫防御系、および鼻腔免疫防御系が知られている

コルチゾール
【副腎皮質ホルモン】

ストレスによって増加し、ＮＫ細胞を減少させる

（アメリカ　ディロン博士の報告）

　市営有馬第二団地（宮前区）は、昭和45年から入居が始まっ
た公営住宅です。高齢化が急速に進むなか、平成23年から、自
治会会長、老人会会長、民生委員、区役所、地域包括支援セン
ター等が連携し、「ネットワーク会議」で地域の見守り体制づく
りを始めました。活動の第一歩は住民の意識改革のために見守
りポスターを作成し周知しました。我が団地に必要な活動は何
かと常に話合っています。「健康元気度チェック」は、薬局やク
リニックの協力も得て好評です。1人暮らしの方を対象に食事
をしながらの交流会「にこにこサロン」を毎月開催。また、緊急
時に家族の連絡先がわからず困った経験から「緊急連絡カー
ド」を全戸配布するなど見守りの“わ”も広がりつつあります。

　「緑と花いっぱい明るい団地」を掲げています。高齢化が進む当団地ですが、自治会及び会員の皆様と
力を合わせて、安心して日々が過ごせる活動をめざしています。

ネットワーク会議
（1 回/2 か月）

健康体操1回 /週
（平成19年からの取組）

住民向け講座

健康元気度チェック
1回 /年

緊急連絡カード

第二団地ネットワーク会議

救急隊・警察のみなさまへ
裏面をご確認ください。

 

見守りポスター 緊急連絡カード にこにこサロン1回/月

【日　時】 平成 29 年 11月 26 日（日）14：00 ～16：30
【場　所】 川崎市医師会館　3 階ホール（武蔵小杉駅 徒歩10分）
　基調講演（上野千鶴子 氏）とシンポジウムを予定しております。

川崎市在宅医療市民シンポジウム 「最期まで住み慣れた地域で暮らし続けるために」
詳しくは 10/1 号の「市政だより」や案内チラシを確認の上、
表面記載の川崎市看護協会までお申し込みください。

（申込先着順 300名）

アイジーエー



幸区の在宅医療を推進！

川崎市内の在宅医療推進の取組や活動している人を紹介します！

川崎市地域包括ケアシステムポータルサイトの紹介

　平成28年度は、幸区にある多職種からなる勉強会
を継続・前進させています。代表的な取り組みとし
て①川崎南部摂食嚥下・栄養研究会としては川崎区・
幸区が連携した市民公開講座 1 回開催、研修会 6 回
開催。②ネットワークこれ幸としては幸区での市民
公開講座 1 回開催、全体会議・研修会 1 回開催。こ
れらの活動を行なうことにより介護に携わるすべて
の職種と横の連携を深め、地域完結型の食の問題か
らサルコペニアやフレイルの予防とリハビリテー
ション等の対策について学んでいます。

川崎区
幸区

中原区
高津区

宮前区

多摩区

麻生区

〔幸区在宅療養調整医師〕
中岡 康　医師

　  

　

川崎区の在宅医療を推進！
　川崎区在宅療養推進協議会では、地域の皆様への
在宅療養の啓発を中心に活動を行っております。
　今年度からは古川智洋・川崎区医師会長（川崎駅
前クリニック）と宮原光興・川崎区在宅療養調整医
師（悠翔会在宅クリニック川崎）を中心とした新体
制になりました。各部署と連携しながら 9 月に開催
される「だいし健康福祉まつり」を皮切りに、健康・
在宅療養・摂食嚥下相談、また「健康フォーラム」
やワークショップなどを企画いたします。
　地域の皆様が最期まで穏やかにお過ごしになれる
ような取り組みを続けて
まいります。

〔川崎区在宅療養調整医師〕
宮原 光興　医師

　川崎市における地域包括ケアシステムに関する情報を幅広く発信するとともに、保健医療・介護・福祉
等に関わる多様な主体の方々が情報の共有や意見交換を行いながら、地域包括ケアシステムの構築をして
いくことを目的としています。ぜひ、アクセスしてみてください。

左のメニュー「よく利用される情報」にある
「川崎市地域包括ケアシステムポータルサイト」をクリック
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在宅医療を受けながら住み慣れた自宅で暮らし続けるには －困りごと事例を通して－

【在宅療養生活を支えるサポート体制】

【訪問看護師からのアドバイス】

川崎市高齢者実態調査報告書（平成28年度）より編集 －在宅介護・医療に関するデータ－

＜一週間のサービス＞2か月に1回、あんしん見守り一時入院等事業を利用

　70代の女性 洋子さんは80代の夫・娘との3人暮らし。呼吸器疾患で次第に日常の生活動作が困難となり、
現在、ほぼ全介助。在宅酸素療法と吸引が必要。自宅での生活を希望され、退院して3か月経過。平日の日中
は娘が仕事の為、デイケア利用と共に訪問ヘルパーや訪問看護師が対応している。日曜日の朝、痰がからん
でおり、家族がいつものように吸引しても、とりきれない様子で洋子さんの呼吸状態がスッキリせず、家族が
困ってしまった。

月 火 水 木 金 土 日
デイケア 訪問看護

ヘルパー
デイケア 訪問看護

ヘルパー
デイケア 訪問診療(2回/月)

訪問診療
訪問看護

ケアマネジャー

ヘルパー

デイケアにて
呼吸器リハビリ

訪問診療
訪問看護

ケアマネジャー

ヘルパー

デイケアにて
呼吸器リハビリ

①緊急時に対応してくれる24時間・365日の対応をしている地域のかかりつけ医や、訪問看護の
事業所があります。定期の訪問だけでなく、平日の夜や土日・祭日にも電話連絡がつき必要に応
じて訪問します。このサービスを使うためにはかかりつけ医・訪問看護ステーションに申込みが
必要です。申込をされた方に緊急時の連絡先をお伝えします。

②かかりつけ医師や看護師の訪問時に、病状や症状から予測される体調変化について事前に確
認しておきましょう。あわせて対処方法について聞いておくと不安の軽減につながります。

③主治医の先生と連携・協働して、体調の安定・早期対応をサポートしていきます。

「あんしん見守り一時入院等事業」
医療的ケアが必要な方で、在宅療養が
困難になったとき、一時的に病院へ入
院、又は、介護老人保健施設にショート
ステイすることで、在宅療養を継続支援
するための川崎市の制度です。事前登
録が必要です。
お問い合わせは川崎市看護協会へ

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1. 主に家族の介護を受けながら、自宅で暮らしたい
3. 少人数で生活できる介護付きホーム（住宅）で暮らしたい
5. 民間の介護付き有料老人ホームに入りたい
7. その他
9. 無回答

2. 主に介護サービスを利用して、自宅で暮らしたい
4. 特別養護老人ホームなどの介護施設に入りたい
6. 病院に入院したい
8. わからない

一般高齢者

要支援
要介護 認定者

62.6％の方が自宅で暮らしたい

55.8％の方が自宅で暮らしたい
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あなたは、今後、どのように暮らしたいですか
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2.4

5.8

7.6

9.3

2.3

4.8

1.4

2.6

2.6

1.1

10.2

11.4

10.9

9.2

あなたは、今後、どのように暮らしたいですか
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自宅で療養中、予測しない体調変化があった時は？自宅で療養中、予測しない体調変化があった時は？
　住み慣れた自宅で過ごしたいと退院してきたけれど・・・急な体調の変化等があったときに医師や
看護師が自宅にいないことで、不安感が強くなったり、あわてることがあります。特に医療的ケアが
必要な場合は、どう対応したらいいか、ふだんから備えておくことが必要になります。

医療的ケアでの困りごと、どうしたら良い？

医療的ケアに対応の在宅サービスがあります
訪問診療、訪問看護が利用できます。
・安心・安定した状態を保つために、必要に応じて訪問診療、訪問看護を利用できます。
・24時間・365日の対応をしている訪問看護や訪問介護の事業所があります。ケアマネジャーに確認してサービスを

依頼しましょう。

ふだんから緊急時の対応を確認しておきましょう
・どこに連絡したらいいか、症状と対応についてかかりつけ医や訪問看護師と相談し、緊急連絡先を確認しておきましょう。
・病気の種類や状態によって対応はそれぞれ違います。日常的な症状と緊急対応が必要な症状の確認をしておきましょう。

緊急入院したときは、かかりつけ医、訪問看護師、ケアマネジャーに報告をしましょう
退院したときに在宅療養を継続していくために重要です。

点滴が漏れた時は・・・

床ずれが広がった・・・

吸引しても痰がとりきれないのか？
苦しそう・・・

　ご自宅で点滴をされている時に、血管の外に漏れてしまって手が腫れてしまった、床ずれが広がってしまった、
など、自宅でご家族が対応できない時にどうすればいいでしょう。
　必ず病院に連れていかなければいけないか。患者さんの状況によってはそれがとても大変な時、ありますよね。
　今は、訪問診療も以前に比べてぐっと身近なものになってきました。病院にいかなくても、ご自宅で床ずれの

ケア、点滴の管理、在宅酸素などなど、様々な対応ができるようになってきています。
　まずは、かかりつけの医師に相談をしてみましょう。その先生が往診、訪問診療をしてくれれば、それがもちろん一番
スムーズです。もしその先生が往診をしていないとすれば、その先生に聞いて、信頼のおける訪問診療をしてくれる先生を
紹介してもらいましょう。
　遠慮することはありません。まずは、かかりつけの医師に勇気を持って聞いてみてください。

在宅療養調整医師からのアドバイス

■次号は、2018 年 2 月頃発行予定です。

　皆さんのストレス対処法にはどのようなものがありますでしょうか？
　今回は、「笑い」によるストレス発散が免疫学的にどのような効果を生むと言われているかをご紹介します。

　このように、「笑い」がストレスを発散するだけでなく、「免疫力をアップさせる」という研究や論文が国内外で報
告されています。皆さんも介護や日常生活でたまったストレスをご友人と談笑したり、お笑い番組やコメディー映画
などを鑑賞し「笑う」ことで発散し、免疫力をアップさせてはいかがでしょうか。

健康情報

地域の支え合い助け合いの活動紹介
有馬第二団地の見守り・支え合い活動

有馬第二団地自治会　会長　八木下さんからのメッセージ

❶NK細胞が増加する。 ❷コルチゾールが低下する。
 結果的にＮＫ細胞が増加し免疫力がアップする。

[川崎市病院協会]

「笑い」でストレス発散！ 免疫力アップ！
－“笑顔”で心と身体の健康を保ちましょう－

❸ IgAが増加する。

（日本　伊丹仁朗医師の報告）

ＮＫ細胞
【ナチュラルキラー細胞】

がん細胞やウイルスなどを攻撃するリンパ球の一種

IgA【免疫グロブリンＡ】
免疫を担当する物質の一種。代表的なものとして消化管免疫防御系、気道免疫防御系、および鼻腔免疫防御系が知られている

コルチゾール
【副腎皮質ホルモン】

ストレスによって増加し、ＮＫ細胞を減少させる

（アメリカ　ディロン博士の報告）

　市営有馬第二団地（宮前区）は、昭和45年から入居が始まっ
た公営住宅です。高齢化が急速に進むなか、平成23年から、自
治会会長、老人会会長、民生委員、区役所、地域包括支援セン
ター等が連携し、「ネットワーク会議」で地域の見守り体制づく
りを始めました。活動の第一歩は住民の意識改革のために見守
りポスターを作成し周知しました。我が団地に必要な活動は何
かと常に話合っています。「健康元気度チェック」は、薬局やク
リニックの協力も得て好評です。1人暮らしの方を対象に食事
をしながらの交流会「にこにこサロン」を毎月開催。また、緊急
時に家族の連絡先がわからず困った経験から「緊急連絡カー
ド」を全戸配布するなど見守りの“わ”も広がりつつあります。

　「緑と花いっぱい明るい団地」を掲げています。高齢化が進む当団地ですが、自治会及び会員の皆様と
力を合わせて、安心して日々が過ごせる活動をめざしています。

ネットワーク会議
（1 回/2 か月）

健康体操1回 /週
（平成19年からの取組）

住民向け講座

健康元気度チェック
1回 /年

緊急連絡カード

第二団地ネットワーク会議

救急隊・警察のみなさまへ
裏面をご確認ください。

 

見守りポスター 緊急連絡カード にこにこサロン1回/月

【日　時】 平成 29 年 11月 26 日（日）14：00 ～16：30
【場　所】 川崎市医師会館　3 階ホール（武蔵小杉駅 徒歩10分）
　基調講演（上野千鶴子 氏）とシンポジウムを予定しております。

川崎市在宅医療市民シンポジウム 「最期まで住み慣れた地域で暮らし続けるために」
詳しくは 10/1 号の「市政だより」や案内チラシを確認の上、
表面記載の川崎市看護協会までお申し込みください。

（申込先着順 300名）

アイジーエー


