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今年 2018 年 4月、ゴ－ルデンウィ－クを前に沖縄で麻疹が流行したことを覚えていますか。その後、沖縄旅
行をした男性から広がり、名古屋でも感染者が見つかりました。新聞でも大きく取り上げられ、旅行を取りや
めた人もいました。
麻疹は、ウイルスが原因の、発熱と皮疹を特徴とする感染症です。感染の仕方は、空気感染、飛沫感染、
接触感染と様々で、その感染力は極めて強いため、免疫を持たない人が感染した場合、ほぼ 100％発症します。
通常は、10 ～ 12日の潜伏期のあと、38 ℃前後の熱と風邪のような症状が2 ～ 4日続き、
いったん解熱した後、
再び発熱と主に、耳の後ろ、頸部から始まる特徴的な発疹が見られます。その後次第に解熱し、合併症を起
こさなければ 7 ～ 10日で回復します。問題は合併症で、麻疹ウイルスによる肺炎と脳炎が二大死亡原因とさ
れ、先進国でも麻疹患者約 1,000 人に1 人の割合で死亡する可能性があります。新生児と成人に多く、徳川
家第 5 代将軍綱吉もこれで亡くなっています。

平成 30 年 7月1日
介護医療院「 もみじ」開設のご案内

日本での患者数は、2008 年には 11,013 例の報告がありましたが、2009 年には 732 例、2012 年 283 例、
2015 年 35 例と減少、同年 3月27日、WHO西太平洋地域事務局は、日本を麻疹の排除状態にあると認定しま
した。
では、なぜ今、麻疹の流行が問題になるようになったのでしょうか。小児期に麻疹に罹患し治った人は強い
免疫力を持っています。また、麻疹ワクチンを2 回接種した人も、ほぼ 98%が免疫力を持っています。現在の
麻疹ワクチンは、1969 年より接種できるようになりましたが、定期接種が義務化されたのは 1978 年からです。
それ以前は、任意接種だったため、受けていない人も多いのですが、
この年代の人の多くが麻疹に罹っており、
十分な免疫があると思われます。1978 年より定期接種となりましたが、1 回だけの接種でした。これでは不十
分で、2回目の接種が必要という事が分かり、2回接種となったのは1990年からです。従って、
この間に生まれ、
1 回しか予防接種を受けていない人たちは麻疹に対して免疫力が不十分であると考えられます。
今年の流行は、台湾からの旅行者により持ち込まれたウイルスで起きています。2016 年にも関西国際空港
で、海外から持ち込まれた麻疹が広がっています。このように、麻疹の流行している国から持ち込まれたウイ
ルスが、免疫力の不十分な世代の人の間に広がることが問題なのです。免疫力の疑わしい 26 歳から40 歳の
人は、医療機関で麻疹の抗体を検査し、抗体がなければワクチンを接種しておきましょう。

盛夏の候、地域の皆様におかれましてはますます
ご清祥のこととお慶び申し上げます。日頃は大変お
世話になっております。
さて、このたび国は新しく「 介護医療院 」という
制度を作りました。医療法人愛の会でも、地域社
会のニーズに応えるため、介護医療院「 もみじ」を
開設することとなりました。
介護医療院は、介護保険をもつ高齢者であり長期的な医療と介護が必要な
方が療養生活を送る施設です。制度上の問題でこれまで光風園病院等でお
引き受けする事が難しかった方にもご利用していただく事が可能となります。
従来得意とする、高齢者医療、
（ リハビリテーション）、認知症ケア、ならび

〒752-0928

山口県下関市長府才川2丁目21-2

一般窓口：083-248-0254 （9：00 ～ 17：45）
相談窓口：083-248-1716 （9：00 ～ 17：45）
（日・祝日除く）

努力して参ります。入所のご相談は、従来通り光風園病院ないし老人保健施

※夜間の緊急連絡は夜勤職員が対応しますが、
お問い合わせや
お取り次ぎはできません。
・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
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にレスパイトケアなど、これまで以上に地域の医療と介護のお役にたてるよう

●もみじ ●さくら寮 ●みどり園

←至下関

県営
長府団地

ケアハウス
わかば

JR長府駅
タクシー乗場

設さくら寮までご連絡いただければ幸いです。

島商店

南口

至新山口→

医療法人愛の会

エネオス
←至下関市街

至小郡→

ボートレース下関
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「COPD」を知っていますか？

舌の筋力低下を予防しましょう！
光風園病院 歯科衛生士

清川 美香

あなたは「 舌は何をするところ？」と聞かれたら何と答えますか？
舌の働きでまず思いつくのは、味を感じる味覚でしょう。
しかし舌は「かむ 」
「 飲み込む 」といった動作にも重要な働きをしているのです。
かむのは歯の機能だと思うかもしれませんが、口の中の食べ物をかみやすいように奥歯に運ぶのは舌の役

光風園病院 理学療法士

杉山 寛行 ／ 光風園病院 作業療法士

竹永 紋香

COPDとは、慢性閉塞性肺疾患という肺の病気です。病気の原因としては、タバコを
主とした有害物質を長期的に吸い続けることが挙げられます。症状としては、運動時の
呼吸困難感、長く続くせきやたんがあります。この症状を放っておくと呼吸器官に支障をきたす他、命
にも危険が及びます。厚生労働省の人口動態調査では、平成 26 年度は死因の第 10 位に位置しています。

割です。飲み込む時には舌が食べ物を塊にして、のどに押し込んでいるのです。

こんな 症状が 増えてきたら舌の筋力低下のサインかもしれません
食べ物がのどに
つかえた感じがする

食事中によくむせる

食べこぼしがある

【 舌体操 】

舌は筋肉でできた組織です。筋力は加齢と
ともに低下します。足腰の筋肉が落ちると歩

（1日の喫煙本数 ）×（ 喫煙年数 ）＝ (喫煙指数)
この計算で 800 以上になるとCOPDのリスクが高まると言われています。

「かむ 」
「 飲み込む 」の動作がうまくいかなくな
り誤嚥性肺炎のリスクが高くなってしまいます。
ます。

煙指数 」があります。喫煙指数は以下の方法で知ることができます。

これは、喫煙によりCOPDや肺ガンを発症する危険度を判断する目安となります。

行が困難になるように舌の筋力が低下すれば

ここでは自宅で簡単にできる舌体操を紹介し

日本には、未診断のCOPD患者さんが 500 万人いると言われています。簡単な検査として、
「喫

①上下に出す。

②左右に動かす。 ③唇をゆっくりなめる。 ④舌打ちをする。
（左回り→右回り）
（舌をならす）

いつまでも自分の口で美味しく食べるために舌の筋力を鍛えてみませんか？

例えば、40 年間 1日20 本喫煙している方の場合
20 本(１日あたりの喫煙本数)×40 年(喫煙年数)＝800(喫煙指数)
この場合、喫煙指数が 800になるのでCOPDのリスクが高まっている状態といえます。
また、喫煙指数が 800 に満たなくても早歩きや階段昇降、緩やかな上り坂を歩いた時に息切れ

栄養レシピ紹介
暑い日が続くと体力が奪われて元気が無くなってしまいますよね。そんな時に栄養素をたっぷり含んだ
【 枝豆 】を食べてみませんか？
枝豆はたんぱく質・カルシウム・鉄分・ビタミンB1・ビタミンＣを豊富に含んでおり、暑い夏にうってつ
けの野菜です。今回は噛み砕き、呑み込みが苦手な方でも食べやすい【 枝豆豆腐 】のレシピを紹介します。
枝豆が苦手な方にもおススメな一品です

〈 作り方 〉

枝豆の風味があり、
夏を感じることがで
きます。

73kcal

（１人分 ）

枝豆豆腐（ 6人分）
枝豆 さや無し・・・・・・・・・・・ 90ｇ
絹ごし豆腐・・・・・・・・300g (1丁)
豆乳・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 180cc
塩・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・3g
ゼラチン・・・・・・・・・・・・・・・・・・13g

2

光と風と

2018.7.1

Vol.45 【 夏 号 】

❶ 枝豆は冷凍の場合は自然解凍するか、鍋で茹でる。生
の場合はやわらかくなるまで茹でる。
❷ むき枝豆、絹ごし豆腐、豆乳をミキサーにかけ、粒のな
いなめらかな状態にする。
❸❷を鍋に入れて塩を加え、火にかける。
❹ 沸騰後に火を止め、ゼラチンを入れてよく溶かす。
❺ ざるで濾して器または型に入れる。
（ 濾し器の様な網目の細かいものだと濾せないので注意してください。）

❻ 冷めたら冷蔵庫に入れて冷やし固める。
(1 ～ 3 時間以上)

❼お好みで醤油などをかけてください。
（ 飲み込みが苦手な方は、醤油などに片栗粉または市販のとろみ剤でと
ろみをつけてください。）

がある方は、COPD予備軍かもしれません。

当院では、COPDの患者に自主トレーニングの一環として、歩数計を使用し1日の歩数
を記録することを指導しています。自分がどの程度歩いているか知ることで現在の体力
を維持するための重要な指標になるからです。普段の 1日の歩数+1000 歩を目標に歩き
ましょう。まずは、
普段自分がどれくらい歩いているか知り、
1日の歩数を確保することで、
病気の進行を予防することに繋がります。
COPDは、禁煙・薬物療法・リハビリテーションを早めに行うことが重要です。早期に
治療することで、病気の進行を遅らせ、自宅で長く安全に生活することができます。
自分自身や周囲の方に当てはまる方はいませんか？
意外と知られていないCOPDですが、最近では身近な病
気となりつつあります。この記事がこの病気を知って
いただけるきっかけになれば幸いです。
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