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退院後、在宅医療を受けながら暮らすために！退院後、在宅医療を受けながら暮らすために！
　病院から退院が決まったとき、住み慣れた自宅などへ戻れるか不安を感じたことはありま
せんか？更に点滴や医療機器を使用した治療が必要となると、本当に家に帰れるのだろう
か？と心配になることもあるでしょう。退院後も安心して療養し続けることができるよう、
相談窓口や相談のポイントをお伝えします。

飲み込みが難しく、
食事が食べられない…

たんを自力で
出せなくなった…

寝たきりで、
床ずれができてしまった…

病院から家に帰るときに、どうしたら良いか？

点　滴 傷の処置

医療的ケアに対応の在宅サービス
　訪問診療、訪問看護、看護職のいる通所介護（デイサービス）、通所リハビリテーション（デイケア）、訪問入浴、定
期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、ショートステイ　等
＊ご本人の状態や事業所の状況によっては利用できない場合もあります。各事業所にご相談ください。

＊それぞれの種別ごとに入院・入所条件等があります。詳しくは相談窓口でお尋ねください。

病院から家に帰るときに、誰に相談していますか？
　病院の相談室・地域包括支援センター・ケアマネジャー・地域のかかりつけ医等が相談にのり、内容によって
適切な相談窓口をご案内しています。

① 現在の病状や今後どのような経過になるか、注意すること等を医師から聞きましょう。
② 本人・家族の思いを話し合い、医師や看護師等に伝えましょう。
③ 余裕を持って早めに相談しましょう。
④ 一人で悩んだり抱え込まないようにしましょう。

上手な
相談のコツ

自宅に帰るための準備をする場 介護を受けながら暮らす（自宅以外）
① 回復期リハビリテーション病床
② 地域包括ケア病床
③ 介護老人保健施設　等

① 特別養護老人ホーム
② 有料老人ホーム
③ サービス付高齢者住宅　等

点滴や胃ろう・吸引・傷等 ( 医療的ケア ) があっても在宅で対応可能です！
退院前に医療処置や介護方法をご本人・ご家族に看護師がお教えします。

吸　引

転倒予防！！転ばない環境と身体づくり

　　　　　　　　　　　　　　

■次号は、2017 年 9 月頃発行予定です。

　転倒がきっかけで、骨折・長期療養が必要となり、その後の生活に大きな影響が出てしまいがちです。転倒を予
防するには、人任せではなく、自分で元気な時から普段の生活の中で準備しましょう。

かわさき七和会 ( 七区の和の意 ) は、平成 9 年 (1997 年 )
に発足しました。
　脳血管障害等で人生の途中から障害をもった本人と家
族・ボランティアの集まりです。重要な活動の一つとして、
隔月で麻生区のリハビリ総合病院で「同病者や家族の方へ
の受け止めや相談に」ピアカウンセリングを実施していま
す。そして、新年会を始め、花見会・バス旅行・講演会・
スポーツ交流会・作品展等を行っています。また、各区で
は、カラオケ・コーラス・手話コーラス・書道・リハビリ
体操・絵手紙・ゲートゴルフ・ハーモニカ・昼食会・茶話会・
一泊バス旅行等、それぞれ特徴を持って活動しています。

　高齢社会となりました。障害者だけでなく、高齢者の方々もご入会ください。認知
症予防にも役立ちます。皆さんと楽しく活動をしております。「諦めていた旅行にも
行けた」と喜びの声が寄せられています。

健康情報

地域の支え合い助け合い
の活動紹介

「かわさき七和会」

かわさき七和会　会長　大島さんからのメッセージ

転倒の原因
❶ 身体的要因（加齢による変化等）
❷ 環境的要因 (住居環境等)
❸ 精神的要因（そのときの気分）

沢副会長 　　　 大島会長

転倒リスクのチェック
みなさんは以下の質問に該当する項目がいくつありますか？

　□ 過去1年間に転倒したことがある

　□ 歩くのが遅くなった

　□ 姿勢が悪く
　  （背中が丸く）なった

　□ 歩くのに杖を使っている

　□ 毎日6種類以上の薬を服用している

3つ以上あてはまる方は転倒のリスクが高い方といえます

転ばない身体づくりのポイント
① 姿勢を正しく
② 筋力トレーニングをしましょう
③ トレーニングは継続しましょう
④ こまめに運動しましょう
⑤ 無理をせずご自分の状況に合わせ、
　 先ずは自分に合った運動から始め
　 ましょう

バス旅行(山中湖)の写真

[神奈川県理学療法士会]

「運動はしなきゃ」とは思っているけど億劫であきらめてしまってはいませんか？“手軽に”“どこでも”始められるこ
とが大切！継続して行う事で効果を高めることが期待できます。運動習慣を身につけ、転倒による二次的障害を予
防し、いつまでも活き活きと生活していきましょう！



麻生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！

こんにちは！薬剤師です！！こんにちは！理学療法士です！

　病気や障害があっても安寧に暮すコツは、支えてく
れる仲間を持つこと、療養について正しい知識を持つ
ことです。そのために、麻生区在宅療養推進協議会で
は、顔の見える関係作りをモットーに関わるすべての
職種 ( 医師、訪問看護師、ケアマネジャー等 ) の連携
を深め皆様の療養を支えるお手伝いを致します。また、
在宅療養の仕組みを知ってもらうために、平成 29 年
3 月 18 日「在宅療養のいろいろなかたち」と題して
市民フォーラムを開催し
ます（新百合 21 ビル）。
是非、ご参加ください。

　在宅医療における薬剤師の活動
についてご紹介させて頂きます。
薬剤師は医師の処方に基づきお薬
をお持ちします。その際、ちゃん
と飲めているか？副作用は出てい
ないか？等の確認をします。
 何か問題があれば医師やケアマネ
ジャーなどと連携をとり問題を改
善していきます。一例として錠剤

やカプセルが大きくて飲みこみにくいといった場合に
は同じお薬でも口の中で溶けるものやゼリー、粉薬な
ど色々なタイプがあるので患者さんの状態に応じて提
案いたします。他に衛生材料なども取り扱っています
のでお薬以外でもご相談ください。

　私たち理学療法士は、一人ひと
りに適切な運動や日常生活動作の
指導を行い、毎日の生活が少しで
も過ごしやすくなるように支援す
る「専門家」です。
 「日々、身体の衰えを感じる中、
これからどのように暮らしていけ
ばよいのか？」「病気になり、退
院後は自宅でどうやっていけばよ

いのか？」といった色々な不安・悩みをお持ちの方
の生活をお助けいたします。そして、皆様が最後ま
で住み慣れたご自宅やお住いの地域で、安心して生
活ができるようにお手伝いいたします。

川崎区
幸区

中原区
高津区

宮前区

多摩区

麻生区

〔麻生区在宅療養調整医師〕
佐野 順子　医師

　  

　

こんにちは、在宅医(訪問診療医)です！
　私は呼吸器科医で、小児から
大人、呼吸器疾患から神経難病
までの呼吸不全の方が多く紹介
されます。入院は院内感染を併
発し、筋力の低下を招くことも
あります。在宅ケアチームを作
り、早期発見早期介入で急性増
悪を未然に防ぎ、入院せずに済

むように致します。
　内服吸入療法、在宅酸素療法、在宅人工呼吸療法、
リハビリ、栄養療法など、多職種による多面的包括
的呼吸ケアを行い、患者様がご自宅で呼吸苦なく、
ADL・QOL 高く、生き抜けるよう伴走しています。

川崎市薬剤師会
篠田 豪

神奈川県
理学療法士会

新井 健司

川崎市医師会
武知 由佳子

・歩行器・歩行補助つえ
・手すり・スロープ(取付工事不要の物)
・車いす・特殊寝台・床ずれ防止用具等
　(原則として要介護2以上の方が給付対象)
・特定福祉用具：ポータブルトイレ・特殊尿器
　入浴補助用具(シャワーチェア・滑り止め

マット・バスボード・浴槽の手すり) 等

・手すりの取り付け
・段差の解消
・引き戸等への扉の取り換え
・洋式便器等への便器の取り換え

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 －脳血管疾患の事例を通して－

＊詳細は、各区高齢・障害課などにございます「高齢者福祉のしおり」をご覧ください。

【在宅療養生活を支えるサポート体制～専門スタッフとの相談を経て～】

在宅での暮らしを支える福祉用具・住宅改修などの主な制度・サービス
福祉用具 高齢者在宅生活支援

在宅でのリハビリテーション住宅改修

＜一週間のサービス＞2か月に1回、老人保健施設のショートステイを利用

　70代の男性Ａさんは1人暮らし。脳出血の後遺症で左半身麻痺と飲み込みの障害が残った。リハビリ
後、室内では杖歩行、きざみ食が可能となり一人暮らしを続けていた。再度、救急病院へ肺炎で入院。もと
もとの低栄養に加え、長期間のベッド上の生活で床ずれが発生。栄養改善のための胃ろうを造った。退院
後、娘家族と同居の上、自宅療養の意向を確認。娘はパートの継続を希望、退院前に話し合いを行った。

月 火 水 木 金 土 日
訪問看護
ヘルパー

老人保健施設
デイケア

訪問看護
ヘルパー

老人保健施設
デイケア

訪問診療(2回/月)
ー

老人保健施設
デイケア

ヘルパー
ー

・紙おむつの支給
・寝具乾燥
・自動消火器・電磁調理器の給付
・緊急通報システム事業
・あんしん見守り一時入院等事業
・高齢者等短期入所ベッド確保事業
・訪問理美容サービス事業
・ふれあい収集　等

・理学療法士等による訪問リハビリテーション
・デイケア(老人保健施設や医療機関での理学

療法士等による通所リハビリテーション)
・ショートステイでのリハビリテーション

訪問診療

ケアマネジャー ヘルパー

福祉用具
ベッド・車イス・床ずれ予防マット等

住宅改修
車いす移動を可能に

老人保健施設の
デイケア・ショートステイ
経管栄養・入浴・リハビリ等

訪問看護
経管栄養や床ずれ処置等

・紙おむつの支給
・訪問理美容サービス

訪問診療

ケアマネジャー ヘルパー

福祉用具
ベッド・車イス・床ずれ予防マット等

住宅改修
車いす移動を可能に

老人保健施設の
デイケア・ショートステイ
経管栄養・入浴・リハビリ等

訪問看護
経管栄養や床ずれ処置等

・紙おむつの支給
・訪問理美容サービス

病院の相談室には医療ソーシャルワーカーや看護師等の相談員がいて、退院後の生活について相談できます。
①病状を主治医に確認し、退院後の生活をイメージして日常生活の仕方を考えてみましょう。
②退院後も必要となる医療処置や介護方法について学びましょう。
③介護認定のある方はケアマネジャーと相談し、必要な医療機器や介護サービスを整えましょう。

【病院の相談室からのアドバイス】
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・ショートステイでのリハビリテーション

訪問診療

ケアマネジャー ヘルパー

福祉用具
ベッド・車イス・床ずれ予防マット等

住宅改修
車いす移動を可能に

老人保健施設の
デイケア・ショートステイ
経管栄養・入浴・リハビリ等

訪問看護
経管栄養や床ずれ処置等

・紙おむつの支給
・訪問理美容サービス

訪問診療

ケアマネジャー ヘルパー

福祉用具
ベッド・車イス・床ずれ予防マット等

住宅改修
車いす移動を可能に

老人保健施設の
デイケア・ショートステイ
経管栄養・入浴・リハビリ等

訪問看護
経管栄養や床ずれ処置等

・紙おむつの支給
・訪問理美容サービス

病院の相談室には医療ソーシャルワーカーや看護師等の相談員がいて、退院後の生活について相談できます。
①病状を主治医に確認し、退院後の生活をイメージして日常生活の仕方を考えてみましょう。
②退院後も必要となる医療処置や介護方法について学びましょう。
③介護認定のある方はケアマネジャーと相談し、必要な医療機器や介護サービスを整えましょう。

【病院の相談室からのアドバイス】



在宅医療情報誌
2月

第4号

2017年

あ ん し ん
編集：川崎市在宅療養推進協議会
発行：川崎市在宅医療サポートセンター
　　   [公益社団法人 川崎市看護協会]
〒211-0067　川崎市中原区今井上町1番34号
　　　　　　　和田ビル３階
TEL：044-711-3995　FAX：044-711-5103

制作：野崎印刷紙器株式会社

退院後、在宅医療を受けながら暮らすために！退院後、在宅医療を受けながら暮らすために！
　病院から退院が決まったとき、住み慣れた自宅などへ戻れるか不安を感じたことはありま
せんか？更に点滴や医療機器を使用した治療が必要となると、本当に家に帰れるのだろう
か？と心配になることもあるでしょう。退院後も安心して療養し続けることができるよう、
相談窓口や相談のポイントをお伝えします。

飲み込みが難しく、
食事が食べられない…

たんを自力で
出せなくなった…

寝たきりで、
床ずれができてしまった…

病院から家に帰るときに、どうしたら良いか？

点　滴 傷の処置

医療的ケアに対応の在宅サービス
　訪問診療、訪問看護、看護職のいる通所介護（デイサービス）、通所リハビリテーション（デイケア）、訪問入浴、定
期巡回・随時対応型訪問介護看護、小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、ショートステイ　等
＊ご本人の状態や事業所の状況によっては利用できない場合もあります。各事業所にご相談ください。

＊それぞれの種別ごとに入院・入所条件等があります。詳しくは相談窓口でお尋ねください。

病院から家に帰るときに、誰に相談していますか？
　病院の相談室・地域包括支援センター・ケアマネジャー・地域のかかりつけ医等が相談にのり、内容によって
適切な相談窓口をご案内しています。

① 現在の病状や今後どのような経過になるか、注意すること等を医師から聞きましょう。
② 本人・家族の思いを話し合い、医師や看護師等に伝えましょう。
③ 余裕を持って早めに相談しましょう。
④ 一人で悩んだり抱え込まないようにしましょう。

上手な
相談のコツ

自宅に帰るための準備をする場 介護を受けながら暮らす（自宅以外）
① 回復期リハビリテーション病床
② 地域包括ケア病床
③ 介護老人保健施設　等

① 特別養護老人ホーム
② 有料老人ホーム
③ サービス付高齢者住宅　等

点滴や胃ろう・吸引・傷等 ( 医療的ケア ) があっても在宅で対応可能です！
退院前に医療処置や介護方法をご本人・ご家族に看護師がお教えします。

吸　引

転倒予防！！転ばない環境と身体づくり

　　　　　　　　　　　　　　

■次号は、2017 年 9 月頃発行予定です。

　転倒がきっかけで、骨折・長期療養が必要となり、その後の生活に大きな影響が出てしまいがちです。転倒を予
防するには、人任せではなく、自分で元気な時から普段の生活の中で準備しましょう。

かわさき七和会 ( 七区の和の意 ) は、平成 9 年 (1997 年 )
に発足しました。
　脳血管障害等で人生の途中から障害をもった本人と家
族・ボランティアの集まりです。重要な活動の一つとして、
隔月で麻生区のリハビリ総合病院で「同病者や家族の方へ
の受け止めや相談に」ピアカウンセリングを実施していま
す。そして、新年会を始め、花見会・バス旅行・講演会・
スポーツ交流会・作品展等を行っています。また、各区で
は、カラオケ・コーラス・手話コーラス・書道・リハビリ
体操・絵手紙・ゲートゴルフ・ハーモニカ・昼食会・茶話会・
一泊バス旅行等、それぞれ特徴を持って活動しています。

　高齢社会となりました。障害者だけでなく、高齢者の方々もご入会ください。認知
症予防にも役立ちます。皆さんと楽しく活動をしております。「諦めていた旅行にも
行けた」と喜びの声が寄せられています。

健康情報

地域の支え合い助け合い
の活動紹介

「かわさき七和会」

かわさき七和会　会長　大島さんからのメッセージ

転倒の原因
❶ 身体的要因（加齢による変化等）
❷ 環境的要因 (住居環境等)
❸ 精神的要因（そのときの気分）

沢副会長 　　　 大島会長

転倒リスクのチェック
みなさんは以下の質問に該当する項目がいくつありますか？

　□ 過去1年間に転倒したことがある

　□ 歩くのが遅くなった

　□ 姿勢が悪く
　  （背中が丸く）なった

　□ 歩くのに杖を使っている

　□ 毎日6種類以上の薬を服用している

3つ以上あてはまる方は転倒のリスクが高い方といえます

転ばない身体づくりのポイント
① 姿勢を正しく
② 筋力トレーニングをしましょう
③ トレーニングは継続しましょう
④ こまめに運動しましょう
⑤ 無理をせずご自分の状況に合わせ、
　 先ずは自分に合った運動から始め
　 ましょう

バス旅行(山中湖)の写真

[神奈川県理学療法士会]

「運動はしなきゃ」とは思っているけど億劫であきらめてしまってはいませんか？“手軽に”“どこでも”始められるこ
とが大切！継続して行う事で効果を高めることが期待できます。運動習慣を身につけ、転倒による二次的障害を予
防し、いつまでも活き活きと生活していきましょう！


