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唾液が少なくなると不快感が増し、楽しみを奪われてしまいます。
唾液の量は健康な人で一日におよそ 1.5リットル出ます。唾液が出にくくなる原因として、
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薬の影響によるもの、精神的な緊張、口での呼吸、放射線治療などが考えられます。
唾液の働き
・口の動きを滑らかにする・会話を助ける

唾液が
少なくなると…

症状
・しゃべりづらい

・食後、酸性になった口の中を中性にもどす

・むし歯が進行しやすい

・むし歯で溶けだした歯を修復しようとする

・病気になりやすい

・感染を防ぐ

・お口の中が汚れる

・お口の中を洗いながす

・食べ物の味をわかりやすくする

・おいしくない

・粘膜を保護する

・粘膜に傷がつく

・義歯がなじみやすくなる

・口が臭くなる
・義歯が合わない

心当たりのある症状はないでしょうか？ もしあれば、唾液が少なくなっているのが原因かもしれません。
そこで、唾液の量を増やすマッサージを紹介します。

唾液腺のマッサージ

〜ストレスでも唾液は減ります〜
あごの 骨 の 内 側 の や わら
かい所を耳の下から舌下ま
で、1か 所 5 回 ずつ 親 指 で
押す

耳の横を手指でうしろから
前へ回す（ 10 回 ）

栄養レシピ紹介
光風園病院 管理栄養士

松尾 眞実 ／ 光風園病院 調理師

松田 典子

当院では入院中でも季節感を味わって頂けるように、県内産の旬な食材を使った行事食を提供していま
す。今回はお正月の行事食おせちを紹介します。
噛む力、飲み込む力が弱い方にも行事食を味はもちろん目でも楽しんで頂く為、工夫をして提供しています。

第29回城下町長府マラソン大会24名完走！！

家庭でも簡単に作れる

1/15（日）雪の降るとても寒い中
雪の降るとても寒い中、職員24名が参加し、入賞者3名という素晴らしい結果となりました。
来年は更なる結果を目指して頑張りたいと思います。

椎 茸・人 参・高 野 豆 腐
は、調 理したものをミ
キサーにかけ、パール
アガー
（ 寒天のようなも
の）で固めています。

「やわらか餅」

「 食べづらい」
「 のどに詰まらせる」と敬遠さ
れがちなおもちですが、お米と山芋を使って
まるでおもちのようなレシピを紹介します。

〈 材料 4 人分〉

〒752-0928

山口県下関市長府才川2丁目21-2

さくら寮

一般窓口：083-248-0254（9：00 〜 17：00）
相談窓口：083-248-1716（9：00 〜 17：00）※日曜・祝日は除く

長府小学校

アクセス
・JR山陽本線 長府駅より
徒歩約15分
・新幹線 新下関駅より
タクシー約20分

無 料タクシーのご案内
（長 府駅〜 光 風 園 病院）

【長府駅 発】 ⇔ 【光風園病院 発】
9：55
9：45
11：40
11：30
14：10
14：00
16：10
16：00

北口

←至下関

県営
長府団地

JR長府駅
タクシー乗場

南口

みどり園

蒸した白身魚に卵や豆
腐、すりおろした山芋を
混ぜ 込んで成 形し、そ
の成形したものを更に
もう一度蒸しています。

ケアハウス
わかば
島商店
至新山口→

挽肉に炒めた野菜、卵、
パン粉を混ぜ込んで調
理しています。

エネオス
←至下関市街

至小郡→

ボートレース下関

〈 作り方 〉

お米 ... 1合（ 150g ）

❶ 山芋は７〜８mmの厚さの薄切りにする

水 .................360cc

❷ 材料にある水とお米と①を炊飯器で炊く

山芋 .............100ｇ

❸ 炊けた②に塩を入れ、すりこぎ等で良く
つぶし、一口大の大きさに丸く形づくる。

塩 ...........小さじ1/3

山芋 の効果

◎ネバネバで消化促進
◎食物繊維が多く便秘解消に

・ 食物繊維は糖質の吸収をおさえてくれます。
・ 抗酸化物質とカプサイシンが含まれており新陳代謝をアップ。
・ 滋養強壮、脂肪燃焼作用もあります。

ジョイフル
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発行部数：5,000部

光風園病院の紹介
当院は地域包括ケア病棟・回復期リハビリテーション病棟・医療療養病棟・特殊疾

筋肉のコルセットを身につけよう！
光風園病院 理学療法士

患病棟の 4 種、5 病棟を運営しています。その中でも入退院の多い2 病棟にスポットを
当てて紹介いたします。

杉山 寛行 ／ 光風園病院 作業療法士

木實 紋香

今まで腰痛で悩んだことはありませんか？ 実はその腰痛の約 85％は原因不明と言われて
います。では、原因不明の腰痛は我慢するしかないのでしょうか。ここで重要となるのがタ
イトルに挙げた【 筋肉のコルセット】です。コルセットとは腰痛を予防・改善するために腰回りに着用する

地域包括ケア病棟とは
国は平成 26 年に地域包括ケア病棟という新しい制度をつくりました。この病棟の役割は①急性
期病院からの患者さんの受け入れ、②在宅等にいる患者さんの緊急時の受け入れ、③在宅への復帰
支援の 3 つです。
光風園病院はこの地域包括ケア病棟を平成 26 年 9月に開設しました。この病棟では、治療と同
時にリハビリテーションも行い体力の低下を予防します。また、入院日数は最大 60 日です。必要な
場合は他の病棟に移り治療を継続することも可能です。

ものですが、実はこのコルセットと同じような働きをする筋肉があるのです。腹
部をぐるりと囲むように走行している【 腹横筋 】です。この筋肉が正しく使用で
きるようになると、腰痛を予防することができるといわれています。そこで、今
回は当院で実際に行なっている腰痛体操をご紹介します。

腹横筋のトレーニング 1

回数：10 回×3 セット

①腰の下に折りたたんだバスタオルを敷いて、
膝を立ててベッドに横になります。
②腰骨をバスタオルに押しつけるように力を入れます。

回復期リハビリテーション病棟とは

腹横筋のトレーニング 2

回数：10 回×3 セット

①膝を立ててベッドに横になります。
②片膝を外へ向かって10㎝程度たおし、
元に戻します。
（ 写真は右足の場合）

当院では、平成18 年5月に回復期リハビリテーション病棟を開設しました。この病棟では、脳卒中、
肺炎や骨折などの病気やケガの後、元の生活に戻れるようにリハビリを専門にする病棟です。個別に
プログラムを作成し、入院翌日から1日最大 3 時間のリハビリを行います。また、退院後の生活に向
けた具体的な準備のために実際にスタッフがご自宅に伺うこともあります。
いずれの体操も息を止めずに、ゆっくりと呼吸をしながら
ゆったり行うことを心がけましょう。

当院に入院までの流れ
皆さんに「 どうしたら光風園病院に入院が出来るの？」とご質問を受けることがあります。今回はそのよ

結

うな質問にお答えするためにご自宅にいらっしゃる場合と入院中の方とに分けて説明いたします。

ご自宅からの場 合

ご入院中の場 合

かかりつけ医へ受診

入院中の病院に相談

かかりつけ医の医師に紹介状を依頼する

主治医に紹介状を依頼する

核
光風園病院 副院長

第40回

藤田 博司

新年、明けましておめでとうございます。今年も「 医学一口メモ」をご愛読いただければ幸せです。
さて、皆さんは「 結核 」という病気を御存知と思います。多くの方が、
「 あれはもう昔の病気だ 」と

認識されているかもしれません。確かに、かつて「 国民病 」、
「 亡国病 」と恐れていたころに比べると死亡率は著しく減っています。
しかし、そのため、国民の関心が薄れたことや、多剤耐性結核が出現したこと、また、肺の病気やリウマチなどの膠原病で免疫を抑
える薬が普及したことで、罹患率はあまり減少しなくなっています。2010 年日本の結核罹患率は 10 万人当たり18.2 人でした。これ

ご希望の方は見学もできます。
紹介状を一緒に持って来て頂くとより詳しい対応が可能になります。

は、欧米諸国が人口10万人当たり10人以下の「低蔓延国」であるのに対し、わが国は依然「中蔓延国」のままであるということです。
平成 25 年の統計では、山口県の新規登録患者は 227人（ 罹患率 16.0 ）、下関市は 42 人（ 罹患率 15.4）でした。
結核は、結核菌によって起きる感染症です。肺のほか、首のリンパ腺、骨（ たとえば脊椎カリエス ）、腸、腎臓にも感染します。
血液を通じて全身にひろがる粟粒結核になることもあります。結核菌に感染しても、健康で体力があればすぐに発症するわけでは
ありません。しかし、病気や加齢により体力が低下すると、結核菌に免疫力が負けて発症します。実際、山口県では新規患者の

当院で行う入院判定会議の後、入院可否の連絡

71.4%が 70 歳以上の人です。
結核は、6 〜 9 か月きちんと薬を服用することで治すことができます。もちろん、痰のなかに結核菌が見つかると、周囲の人に感
染させる危険性のある間は一時的に病院で隔離しますが、治療中でも痰の菌が消失すれば社会復帰できます。つまり早期診断、早

入院日の連絡

期治療が重要です。そのためには、胸部検診を定期的に受けること、
「 咳が 2 週間以上続く」、
「 痰が出る、痰に血が混じる」、
「 体が
だるく、微熱が続く」などの症状があれば早く呼吸器の医師を受診しましょう。胸部レントゲンや痰検査のほか、血液検査で結核菌
の感染を確認することができます。

日曜日と祝日以外は入院相談を受け付けております。「 百聞は一見にしかず」です。大切なご家族が安
心してリハビリや療養ができるところか、ぜひ当院の雰囲気や設備を見にいらしてください。
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2020 年東京オリンピックが開催されます。多くの外国の方が来日されるでしょう。わが国も早く「 結核低蔓延国 」の仲間に入り
たいところです。結核の撲滅には、国民一人ひとりの意識と行動が大切です。
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