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自分が受けたい医療とケア
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新年、明けましておめでとうございます。暖冬とはいえ寒暖差の大きい冬ですが、皆さんは元気にお正月
を迎えられましたでしょうか。元旦には、
普段は遠くにいる家族が集まり、
「 また一つ年を取ったね」などと、
楽しく過ごされる方も多いと思います。
さて、人は誰でも、命に関わる大きな病気やケガをする可能性があります。その時、自らが希望する医療
やケアを受けるために、大切にしている人生観や価値観に基づき、どこでどのような医療やケアを望むか
を、家族と話しておくことは重要なことです。ある調査では、終末期においては約 70%の患者さんで、自ら

ご挨 拶

の意思決定は不可能となっているといわれています。それは、病状が重く意識が無かったり、認知症のた
め正確な判断ができないなどが原因です。厚生労働省が 2017 年に行った調査では、人生の最終段階にお
ける医療・療養について考えたことがある割合は、一般国民の 59.3％、ご家族等や医療介護関係者と話し

光風園病院 院長

合ったことがある割合は 39.5％でした。また、話し合ったことがない理由は、
「 話し合うきっかけがなかっ

木下 祐介

たから」が 56.0％、
「 話し合う必要性を感じていないから」が 27.4％でした。しかし一方で、66.0％の方が
意思表示の書面をあらかじめ作成しておくことに賛成しておられます。

皆様こんにちは。平成最後のお正月はいかがお過ごしでしたでしょうか？ 私は、長府中

現在、多くの医療機関で「 アドバンス・ケア・プランニング（ ACP ）
」という取り組みが行われています。
これは、治療・療養について患者さんやご家族と医療従事者があらかじめ話しあい、その結果を定期的に見

学校の同期会に参加しました。
「 子供の頃と変わらないな 」などと旧交を温めましたが、若

直しながら、ケアにかかわる人々の間で共有することです。また、意思表示が難しい状態になっても、本人
を良く知るご家族や代理となる方と話し合い、患者さんの意向を尊重した医療を行うことを目的としていま

いつもりでも皆 50 歳になりました。当時は長成中学校と分かれる前で、一学年 500 名 11ク

す。これを行うには、皆さん自身がいざというときどのような医療を受けたいかを考え、家族をはじめ身近

ラスもありました。最近では随分と子供が減ったようで、隔世の感があります。

な人たちと話し合っておくことが重要です。

同期会には 80 歳を超えた先生方も参加してくださり、現役時代と変わらず活き活きとさ

１年の計は元旦にありといいますが、家族が集まるこの機
会に、自分の今後の生き方を考え、人工呼吸や胃瘻、抗がん剤

れていました。世間でもお元気なご高齢の方が増える一方で、お一人暮らしや老々介護の

治療など、自らが望む人生の最終段階の医療･ケアについて話

問題、認知症や体が不自由になり生活が難しい方、病気の療養が必要な方など、ご自宅でこ

し合ってみませんか。どのように終末期を迎えるかを決める

れまで通りの生活を送る事が難しくなってきた方のお話を伺う機会も増えて参りました。

ことは、最後まで自分らしく生きるという事でもあります。

地域社会がずいぶんと変わってきているように感じています。

「 門松は 冥土の旅の一里塚 めでたくもあり めでたくもなし」
（ 一休宗純 ）

愛の会では、こうした世の中の変化に応えるため昨年「 介護医療院もみじ 」を開設いたし
ました。介護医療院は、長期にわたり医療やケアが必要な利用者の方に生活を送っていた
〒752-0928

だく施設です。医師をはじめとする専門スタッフがチームとなり、その方に必要な医療・看

山口県下関市長府才川2丁目21-2
もみじ

一般窓口：083-248-0254（8：45 ～ 17：45）
相談窓口：083-248-1716（8：45 ～ 17：45）
（日・祝日除く）
ご意見・ご感想はこちらまで：info＠kofuen.or.jp

長府小学校

※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。
北口

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
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無料タクシーのご案内
【長府駅 発】 ⇔ 【光風園病院 発】
9：45
11：30
14：00
16：00
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9：55
11：40
14：10
16：10

←至下関

県営
長府団地

さくら寮

生活を送れるようお手伝いしていきます。ご利用をお考えの際は光風園病院、さくら寮に

ケアハウス
わかば

ご相談ください。

島商店

JR長府駅
タクシー乗場

護・介護サービスを提供します。光風園病院や老人保健施設さくら寮などと連携して、療養

みどり園

南口

至新山口→

「 自分が受けて満足できる高度なサービスを提供する 」に沿って、地域のお役に立てるよう

エネオス
←至下関市街

至小郡→

ボートレース下関

さて、今年は元号も変わり、新しい時代の幕開けとなります。医療法人愛の会の基本理念

ジョイフル

発行日：平成31年 ２月 １日

発行部数：5,100部

職員一同力を合わせて努力して参ります。今後とも宜しくお願い申し上げます。

『膝が痛くて動きたくない…。』
～変形性膝関節症を知っていますか？～

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

第６回

変形性膝関節症とは、膝関節表面にある軟骨のすり減りやクッ
ションの役割をしている半月板の変性・断裂により関節内に炎症が
起きたり、関節が変形したりして痛みが生じる病気です。症状としては、膝のこわばりや
歩行・階段昇降などの運動時の痛みが挙げられます。症状が進行すると膝の腫れや変
形にも繋がります。
高齢者が要支援となる原因の 1 位、要介護となる原因の 4 位が関節疾患で、その中で
最も多い関節疾患の一つが変形性膝関節症と言われています。また、日本における患者
数は推定 2530 万人（男性 860 万人、女性 1670 万人 ）で、その中で症状を呈している
患者数は約 800 万人とも言われています。
原因は加齢による関節軟骨の老化が多く、その他に肥満、遺伝、膝に負担がかかる生活習慣、骨折などの
外傷も関与していると言われています。
変形性膝関節症は、太ももの前面にある大腿四頭筋と言われる筋肉が特に筋力低下していると言われてい
ます。そこで今回は予防のために自宅で行える簡単な運動をご紹介したいと思います。

変形性膝関節症予防運動
①足挙げ運動

第６回

今回は、11月～ 3月が旬のカリフラワーを使ったレシピをご紹介します。
カリフラワーは、キャベツを改良した野菜で、食用にする部分は花のつぼみです。
ビタミンCやカリウムを豊富に含み、炊くとやわらかくなるため、食べやすい食材です。

カリフラワーのあんかけ（ 4 人分 ） 〈 作り方 〉
カリフラワー・・・・・ 1/2 株（ 約２００ｇ）
冷凍むきエビ・・・・・・・・・・・・・・１００ｇ
玉葱・ ・・・・・・・・・・・・・６０ｇ
（ 1/3 個 ）
冷凍グリーンピース・・・・・・・・・・・２０ｇ
炒め油・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 適量
☆ケチャップ・ ・・・・・・大さじ2と1/2
☆しょう油・・・・・・・・・・・・・・・ 小さじ1
☆砂糖・ ・・・・・・・・・・・・・・・・ 大さじ1
☆コンソメ・ ・・・・・・・・・・・・・ 小さじ1
片栗粉・ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 適量

❶カリフラワーは小房に切り、沸騰した
お湯でお好みの固さに茹でる

※ワンランクアップとして、茹でる時に小麦粉、酢、塩を加えた湯でゆでるとやわ
らかく、色も白く、味よくゆで上げることができます（ やらなくても大丈夫です ）

❷冷凍むきエビは、片栗粉を少々加えてもみ混ぜ、流水で洗い、臭みをとる
❸❷を炒め、火が通ったら、別の皿に取り出す（ 熱を入れ過ぎて、かたくな
るのを防ぐためです。）
❹スライスした玉葱を鍋に油を入れて炒め、
しんなりしたら水を入れ、やわら
かくなるまで炊く。
（ 水は250ｃ
ｃ程度ですが、火をかける時間によってか
わります。）
❺ ☆の調味料で味をつけ、最後にムキエビ、グリーンピースをいれで、水溶
き片栗粉で固めにとろみをつける。
❻カリフラワーを器に入れ、❺ のあんをかける

カリフラワー自体に味の主張がないので、今回はケチャップ味のあんでしたが、しょう油ベースや中華味の
あん、ホワイトソースなど色々な味付けができます。色々なアレンジをしてみてはいかがでしょうか？

1 人分の栄養価

②膝の運動

栄養レシピ紹介

●カロリー…92kcal ●たんぱく質…8.5ｇ●脂質…1.3ｇ●炭水化物…13.1ｇ●塩分…1.0ｇ

※噛む力が弱くなった方には、ムキエビやグリーンピースは噛む力に合わせて他の食材にかえてみてもよいで
しょう。また、飲み込む力に合わせて、とろみ具合にも配慮されてください。

上

膝下に写真のように
畳んだタオルを
置きます。
膝のお皿から５㎝程度
上辺りを触ります。
下

鼻呼吸で風邪予防を！

第６回

～口呼吸になっていませんか？～

光風園病院 歯科衛生士
清川 美香

本来人間は安静時には鼻で呼吸をし、鼻毛や粘膜がフィルターの役目をしてホコリや
ウィルスなどの異物を除去しています。また体に入ってくる空気は鼻腔の中で適度に加温・加湿されてから肺
に送られます。口呼吸になっていないかチェックしてみましょう。
膝を伸ばした状態で、
ゆっくり5 秒かけて足を
上に挙げます。
その後、
ゆっくり5 秒かけて足を
降ろします。

＊10回を目安に行って下さい。

触った場所を意識しながら、膝でタオルを
押しつけるように力を入れます。

＊10秒間×10回を目安に行って下さい。

運動以外にも、
膝に負担がかからない生活習慣を意識することが望ましいと言われています。正座やしゃ
がみ込む動作は膝へ大きな負担をかける為、当院に入院されている患者さんには生活様式を和式から洋式
へ変更するよう提案することもあります。具体例としてトイレを和式から洋式便座へ、
寝具を布団からベッ
ドへ、居間での過ごし方を座椅子から椅子へ変更するなどです。症状が悪化しないよう日々意識すること
が予防に繋がります。
『 膝が痛くてやりたいことができない。』などということにならないよう、このコラムがお役に立てば幸
いです。
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いつも口が開いている
口を閉じると顎にしわやふくらみができる
朝起きた時のどがひりひり痛む
唇がよく乾く
一項目でもあては
口臭が強い
まれば口呼吸の可
イビキや歯軋りがある
能性があります
激しい運動をしている

口呼吸が多い

口を閉じてみて下さい。
その時舌先はどこに当たっていますか？
①口蓋(上あご)
①の人は鼻呼吸と
②前歯の裏
いえますがそれ 以
③上の前歯と下の前歯の間
外は口呼吸といえ
④下の前歯の裏
ます。
正しい舌の位置は①口蓋です。

乾燥した冷たい空気が直接肺に入る
ウィルスが体内に入る
口の中が乾燥する
唾液が少なくなる

のどや肺を傷めやすく風邪をひきやすい
アレルギー体質になりやすい

殺菌・消毒・洗浄などの
効果がなくなる

口呼吸から鼻呼吸にするには口の周りの筋肉を鍛えることが有効です。
そこで口の周りの筋肉を鍛える「 あいうべ体操 」を紹介します。
1日30 セットを目安に実践してみましょう。
これからの季節、風邪やインフルエンザなどが流行してきます。 ①「 あー」と
口を大きく
体調を崩さないためにも鼻呼吸をするように意識してみましょう。 開く

虫歯や歯周病になりやすい
口臭が強くなる

②「 いー」
と
口を大きく
横に広げる
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③「うー」
と
④「 べー」
と
口を強く前に
舌を突き出して
突き出す
下に伸ばす
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