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体の不調や病気について、
かかりつけ医に相談しましょう！
今までできていたことがスムーズにできなくなった、体を動かすことがつらくなった、忘
れっぽくなったなど、年齢を重ねてくると、
「年のせいかな？」と誰でも不安になります。
特に、高齢者は、いくつかの病気をあわせ持っている場合が多いので、さまざまな症状が
あらわれやすく、さらに大きな不安につながります。ふだんから自分がかかりつけていて、何
でも相談できる医師に、病状や治療法に関する心配事は相談しましょう。

御自身や家族で気になることは？ －たとえば、‥。
筋力が衰えてきた
転びやすくなった

くりかえし同じことを聞く、
道に迷うことなどが多くなった

ロコモティブシンドローム
（運動器障害）や脱水が原
因かもしれません。

体 調 が 悪くなり一 時 的 なも の も ありま す
が、徐々に進む場合は認知症の可能性もあ
ります。

かんだり、
飲み込んだりすることが
つらくなり、
食べる量が減ってきた

食事が十分にとれなくなり低栄養に
なると、免疫力が落ち、感染症や様
々な病気の原因になります。

かかりつけ医を探すポイント
話をじっくり、聞いてくれる。

病気や治療法、薬について、わかりやすく説

これまでにかかった病気、身体状態、生活状況、

明してくれる。

家族関係、家族の健康状態などから総合的に判

精密検査や入院が必要なときは、適切な病院

断し、
適切なアドバイスをしてくれる。

や専門医を紹介してくれる。

正しい相談の仕方は？
どんな症状が
どんなふうに

下図のポイントを参考に、相談したい内容はメモしておき、持参しましょう！
受診するときは、診察しやすい服装で、お薬手帳も忘れずに!!

いつから

どんな
きっかけ

どのくらい
続いているか
既往歴、
飲んでいる薬は

困っていること、
不安なことは

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 －認知症の事例を通して－
80代の女性ヨシさん、1人暮らし。娘は県外に住み月2回来訪。鍋を焦がしたり、血圧の薬を飲み忘れ
が増えて来ていた。室内で転倒し大腿部頚部骨折で入院手術。入院中に認知症の診断を受ける。本人・
家族は退院後も自宅での生活を続けたい意向で、介護保険申請。ケアマネジャーを頼んで退院となる。

【地域包括支援センターからのアドバイス】

①退院後の生活について、本人・家族はケアマネジャーなどの専門職とよく話し合うことが大切。
②自宅での生活が安定したら、生活の質（QOL）を高めるため、食事会などの地域交流の場や
地域の見守りなどの利用も検討してみましょう。
③地域包括支援センターでは、介護等生活全般の相談に応じています。お気軽にご相談ください。

【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～】
＜退院直後の一週間のサービス・スケジュール＞
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ヨシさんの気持ちを大事にしながら、生活環境を整えるために、様々なサービスを導入した。
内服もできるよう
になり認知症の症状が安定する。
リハビリにより杖を使って室内は動けるようになり、排泄はベッド横のポータブ
ルトイレから自力でトイレまで行けるようになる。
生活面では、ヘルパーさんと一緒に食事準備や身支度ができる
ようになり、
約 3 か月後、
リハビリを終了し、
地域の食事会などにも積極的に参加し、
いきいきと暮らしている。
＜現在のサービス・支援＞
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小規模多機能型居宅介護
訪問や泊まりを組み合わせたサービスを行

る
す

「通い」を中心に、利用者の状態に応じて、

相談

通 う

認知症の場合に使える主な制度・サービスなど※
認知症疾患医療センター
認知症疾患に関して、専門医療相談、鑑別
診断とそれに基づく初期対応等を行ってい

います。訪問看護と組み合わせた「看護小規

ます。
（日本医科大学武蔵小杉病院、聖マリア

模多機能型居宅介護」もあります。

ンナ医科大学病院）

認知症対応型通所介護（デイサービス）

認知症コールセンター（サポートほっと）

おいて、入浴・食事等のサービスや機能訓練

じ、認知症に対する地域ぐるみの理解を深める

等を行います。

ため、介護経験のある家族会がピアカウンセリ

認知症高齢者を対象に、日帰り介護施設に

認知症高齢者の介護家族の悩みや相談に応

ングを行っています。
（TEL.0570‐0‐40104）

比較的安定した認知症高齢者が少人数で

訪 問

暮らす

認知症高齢者グループホーム

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

日中・夜間を通じた定期巡回や必要に応

共同生活を送りながら、食事・入浴等の介護

じた随時訪問により、訪問介護や訪問看護を

や機能訓練等を行います。

行います。

※詳細は、各区役所 高齢・障害課などにございます「高齢者福祉のしおり」をご参照ください。

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！
多摩区の在宅医療を推進！

中原区の在宅医療を推進！

多摩区医師会では多摩区の在宅療養多職種連携協

一人で通院は無理、家では何とか伝い歩き、ベッド

働チーム「チーム・たま」を支援しています。課題はい

からの自力起座は困難、飲食料を自力で口まで運べな

くつかあるものの、今年の３月までに市民公開講座を

い、排泄はおむつ、家族介護の手が乏しい、昼間は独

３回開催。それぞれのテーマで講演をしていただき毎

居、夜中のおむつの世話、痛みや大声発生で起こされ

回400名程の参加をいただきました。第4回は平成28

家族は限界！！こんな時、ご相談下さい。今ですよ！

年10月28日(金)の予定です。
「泣いて生まれ笑って最

中原区在宅療養推進協議会では医師、歯科医師、薬

期を迎える」為に、
「住んでよかった多摩」と言われる

剤師、看護師、ヘルパー(２４時間対応を含む）、地

ように頑張っています。

域包括支援センター、ケ

川崎市の皆さま、『住

アマネジャー等々の多職

んでよかった川崎』にし

種が在宅患者様のために

ましょう。皆で大きな

話し合っています。

チームを組みましょう。
〔多摩区在宅療養調整医師〕

中村 健

〔中原区在宅療養調整医師〕

医師

児玉 文雄

多摩区

高津区

医師

中原区
幸区

宮前区

川崎区

麻生区

こんにちは！訪問看護師です！

在宅歯科医療地域連携室をご存知ですか？

今、川崎市内には60以上の訪問

川崎市訪問看護
ステーション
連絡協議会
峰岸としゑ

ご自宅で歯の治療が受けられます。

看護ステーションがあり、看護の

自宅で療養されている方、施設

必要な方[赤ちゃんから高齢者ま

に入所されている方で、歯科医院

で]のご自宅に訪問して、医療的処

に通院できない方は、是非、ご相

置(点滴やカテーテル、たん吸引、

談下さい。

床ずれ予防等)や病状の観察、リハ
ビリテーション、認知症のケア、
ご自宅での看取り等をサポー
ト！！24時間・365日、必要時に

川崎市歯科
医師会
地域医療部委員
大亀泰久

お口は全身への入り口。『健口
づくり』は、健康づくり。誤嚥性
肺炎は、口腔ケアで予防が出来ま
す。歯や入れ歯の問題を解決し、

連絡がとれ、訪問対応するところが多く、更に増えて

より快適に食べられることで、健康維持に取り組み、

います。

より満足が得られる生活をサポート致します。

ご本人・ご家族のご相談にのり、安心の在宅療養生

お問合せ

活を支えます。体調が不安・医療処置がある…等
どうぞ、ご相談、ご活用ください。

0120-390-418
（サンキューよい歯）
又はTEL.044-211-5058

受

付 月～金曜は午前９時～16時

土曜は９時～12時

健康情報

美味しく、楽しく、安全に食べましょう!!

身体は栄養素でできています。その栄養素は食べ物を食べることによって身体に取り入れられ、元気に動けま
す。お口から食べ、よく噛んで、飲み込めることが大切です。
栄養バランスに加え、味付け・食感を充分に味わいながら、誤嚥しないように工夫しましょう。

飲み込みやすくするポイント

小量しか食べられない時の工夫

★適度な水分を含ませる＜パンは牛乳に浸す＞

＊水の代わりに牛乳で！(1/3～1/2を牛乳に)

(口の中でばらけずに、スムーズにのどを通る工夫)

＊食事は3回にこだわらず、回数を増やして
＜栄養価UP＞ご飯・雑炊・みそ汁・ポタージュ

★ゼラチンで固めてツルンとさせる
★ひき肉料理・煮物など、とろみをつけてばらけるのを防ぐ

食べる時に大切なこと
＊食卓を整え、食べることに集中できるようにする
＊あごが上がらない姿勢を保つ
＊飲み込んでから、
次の食べ物を口に入れる

≪工夫が必要な食感≫
サラサラ

…

むせやすい(水・お茶)

ボロボロ

…

ばらけやすい(ひき肉)

ペラペラ

…

はりつきやすい(のり)

パサパサ

…

ぱさつきやすい(食パン)

≪スプーンの大きさと量≫

＊口の中に食べ物がある時には
水分は口にしない

・スプーンは横幅が口の幅の半分位

＊ゆっくりしたペースで食べる

・のせる量はスプーンの 2/3 程度

美味しいのが一番のごちそうです。好みの食品・味付けで！ 食事についてはお近くの栄養士（受診している病院や施
設、区役所地域支援担当）に気軽に相談して下さい 。
[川崎市栄養士会]

の活動紹介

け合い
地域の支え合い助

川崎市認知症ネットワークは、「サポート活動」
「啓発」
「連携」を柱に活動しています。
“認知症はみんな（自分

「 川 崎 市 認 知 症 ネット ワ ー ク 」
主 な 活 動・取 り 組 み

の）の問題！”と多くのボランティアグループ、家族会など
で、
「街の見守り活動」に取り組んでいます。
「SOS 劇団」
による認知症を理解してもらうための啓発や若年認知

SOS劇団(いきいきフェア)
街の見守り活動、交流会

症の方・男性や娘介護者の方々の支援、地域の見守りサ
ロン等の活動に取り組み、認知症の方と家族の『心の悩
み』に寄り添う支援を行っています。
「サポートほっと」は
専門家、介護経験者が電話・面談で相談に応じ、認知症
コールセンターとして市から受託しています。(P2 参照 )

川崎市認知症ネットワーク
代表の柿沼さんからのメッセージ

女子会(娘介護者の会)

川崎市認知症コールセンター
[サポートほっと]

地域の見守りサロン
若年認知症グループ「どんどん」

親の介護がきっかけとなり、約 30 年前に「認知症の
家族の会」を立ち上げ、地域住民を巻き込んで平成 8 年
に全市のネットワークとなりました。「自分だけで頑張り
過ぎず、SOS をどうぞ出して下さい！」認知症が進んでき

男性介護者の集い

ても地域で支えられる町づくりをめざしています。

■在宅医療市民シンポジウム「住み慣れた地域で暮らし続けるために」

【日時】平成 28 年 10 月 16 日（日）14：00 ～ 16：30
【場所】川崎市総合福祉センター ( エポックなかはら )７階大会議室（武蔵中原駅下車徒歩１分）
基調講演、パネルディスカッションを予定しています。
詳しくは、９月１日号の「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、電話 044-711-3995 又はFAX 044-711-5103にて、お申込み下さい（申込先着順180名）。

■次号は、2017 年 2 月頃発行予定です。

