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ひとインタビュー
食欲の秋と肥満

「鍛えよう 喉 ～美味しく食べ続けるために大切な事～」
「在宅部管理者からのメッセージ」
「夫婦石病院では、訪問リハビリも実施していることをご存知ですか？」
「ふれあい看護体験」
「お薬の副作用について」
ひろば
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夫婦石病院　内科部長

喜多村 祐次
きた む ら ゆうじ

　10 月に入り、いよいよ秋めいてきました。

秋と言えば「食欲の秋」。秋刀魚や松茸、栗、

サツマイモ、柿、梨など秋の味覚は魅力的で、

ついつい食べ過ぎてしまいます。

　そこで、気になるのが体重です。秋の味覚

の誘惑につられて、食べすぎてしまうと、肥

満の原因となってしまいます。

　肥満とは太っている状態であって、疾病を

意味するものではありません。しかし、肥満

は糖尿病、脂質異常症、高血圧などの生活

習慣病の原因になるだけでなく、心血管疾患、

脳血管疾患、癌などを引起す原因となります。
　肥満であるかどうかは体脂肪量によります

が、体脂肪量をはかる簡便な方法が無いた

め、指 標 とし て BMI（Body Mass Index）

が世界的に広く用いられています。

　BMI は身長に見合った体重かどうかを判定

する数値で、自分の体重（kg）を身長（m）

の 2 乗で割った値です。WHO による肥満の

判定基準は、BMI 30 以上が肥満です。日

本では日本肥満学会が定義した基準で、

BMI 25 以上を肥満としています。これは、日

本人は BMI 25 を超えると、糖尿病、脂質異

常症、高血圧といった生活習慣病の発症頻

度が高まることが理由です。

　また、肥満に起因、関連する病気を有する

場合、肥満症と言われ減量治療が必要となり

ます。肥満は疾患ではありませんが、肥満症

は疾患であり、医学的に治療が必要となりま

す。特に BMI 35 以上が「高度肥満」と定

義され、診断や治療の対象と位置づけられて

います。

　私の BMI は「28」で、高血圧、脂肪肝があり、

生活習慣の見直しが必要です（脂肪肝は、

非アルコール性脂肪肝炎と言って場合によっ

ては肝硬変、肝臓癌になる場合があります）。

　食欲の秋を楽しみたいところではあります
が、肥満対策を日頃から心がけたいと思いま

す。（今年も、おいしい食べ物との戦いです。）

　肥満症かなと思われたら、治療が必要です

ので、かかりつけの医師に相談してください。

食欲の秋と肥満
〜健康で生活を送る〜

Doctor column

▲

医師を志されたきっかけを教えてください。
　子どものころは物理学者になりたいと思っていま
したが、高校生の時に、テレビで医師の働く姿を見
て医師になりたいと思いました。

▲

当院に来られた時の印象はどうでしたか？
　専門が消化器内科でしたので、急性期病院では
主に消化器病に関わる方の診療をしておりました
が、当院では高齢者の方が多く内科全般の診療が
求められるため、当初は戸惑いました。

▲

日々の診療の中で心がけていること、大切にしてい
ることを教えてください。
　患者さんやご家族に対し、苦痛や不安を与えな
いようにという思いで日々の診療に携わっています。
当院の理念にもあるように、「一人一人患者様の身
になって医療サービスを提供する」をモットーに、一
人一人の患者さんやご家族に対し、丁寧に対応する
ことを心がけています。

▲

お休みの日はどのように過ごされているのですか？
　平日は、子どもと公園を散歩したり、お風呂に入
ることが日課です。休日は、家族で遠出することが
多いです。一人でゆっくり温泉に入るのも楽しみの
一つです。子ども
がもう少し大きく
なったら、家族で
富士山に行ってみ
たいなと思ってい
ます。

▲

子どもさんが生まれて、変わったなと思うことはありま
すか？
　子どもはかわいいですね。自分の子どもだけでな
く、周りの子どもたちを見てもかわいいと思えるよう
になりました。
　子どもの成長を楽しみに、これからも健康管理に
は気をつけて、元気に仕事を続けていきたいと思っ
ています。

ひと インタビュー

内科医師

谷口　雅彦
平成11年 九州大学医学部卒業。
専門は消化器内科。
九大医学部第2内科、九州中央病院勤務を
経て、平成22年４月より夫婦石病院勤務。

 た に  ぐ ち  ま さ  ひ こ  

今回の「ひとインタビュー」は谷口先生です。
普段はなかなか見る事のできない素顔に迫りたいと思います。

●BMI計算式 BMI ＝ 体重（㎏）÷｛身長（m）×身長（m）｝

日本肥満学会の肥満度判定基準

BM I

18.5 未満

18.5 ～ 25 未満

25～ 30未満

30～ 35未満

35～ 40未満

40以上

肥満度判定

低体重（やせ）

普通体重

肥満（1度）

肥満（2度）

肥満（3度）

肥満（4度）
※BMI35以上を「高度肥満」と定義
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リハビリテーション部 リハビリトピックスリハビリトピックス

今年は山口大輔作業療法
士より、接遇の基本と考え
方について講義を行いまし
た。相手を思いやり・考え・
行動する事の大切さを再認
識することができました。

リハビリ部内研修「接遇」
平成 30 年 6 月 14 日

麻生リハビリテーション大学校教員の理学療法士、松
崎哲治先生より「最近の脳血管障害患者のエビデンス
( 科 学 的 根
拠）」という
テーマで講
義が行われ
ました。

リハビリ部内研修
平成 30 年 8 月 24 日

「腰痛予防と効率的・効果的な移乗介助法」というテー
マで、藤森麗樹理学療法士より看護・介護スタッフに
対し、実技を交えて講義を行いました。

介助方法について勉強会をおこないました！
平成３０年８月１７日・２２日・２８日・３１日

　加齢や病気により、嚥下（飲み込むこと）に必
要な筋力が衰えるため、口から喉へ食べ物を送り
込めない、飲み込みづらい等の不具合が生じや
すくなります。
　食べ物が誤って気管に入ることを誤嚥といい、
それが原因で肺に炎症が起きると「誤嚥性肺炎」
となります。

　高齢者の肺炎の7 割以上が誤嚥性肺炎とされ、
肺炎で亡くなる人のうち、約 90％が誤嚥性肺炎
という報告もあります。
　美味しく食べ続けるためにも、飲み込む力が弱
くならないよう普段から心がけることが大切です。
今回は飲み込む力を維持していくために自分でで
きる練習方法を紹介します。

　「誤嚥」は高齢者だけでなく誰に
でも起こり得ます。「誤嚥」をせず、上
手く飲み込める事も大切ですが、誤
嚥した物をしっかり出す事もとても
重要です。
　出す力＝咳込む力を保つために
も、日頃からよく話し、呼吸機能を保
つ事も美味しく食べ続ける事に繋が
ります。

言語聴覚士からのアドバイス！

言語聴覚士
石橋 るみ

食物の通り道と誤嚥

飲み込む力をチェックしてみましょう！

　飲み込みの力を維持してい
くためには喉を鍛えると同時
に、唇、頬、舌等の口の動きを
しっかり保つことも大切です。
　普段意識しない場所です
ので、意識的に口を動かすこ
とを生活の中に取り入れて、
口の機能維持に努めてみま
しょう。

言語聴覚士
眞武 菜美子

イラスト：理学療法士　香月咲都実

言語聴覚士が伝えたい！ 

鍛えよう 喉！ 〜美味しく食べ続けるために大切な事〜

喉頭蓋は、食物や唾液が気管に流れ込まないよう防御する働き
をします。呼吸の通り道である気管は食道と隣り合わせにある為、
食物が喉を通る際に喉頭蓋が瞬間的に気管に蓋をすることで誤
嚥を防ぎます。
これが上手く働かず、食物が喉を通る際に気管に誤って入ってし
まうことを誤嚥と言います。

通常 誤嚥

むせる

飲み込むのに時間がかかる

飲み込みづらい

のどぼとけの位置が下がってきた

飲み込むときにのどに違和感がある

食べるとすぐ疲れてしまう

こんな症状ありませんか？

1つでも当てはまれば、飲み込む力が
低下しているサインです

30秒間に何回唾液を
飲み込めますか？
（反復唾液のみテスト）

3 回以上→ 正常
2 回以下→ 嚥下機能低下

しかし！

喉を鍛えましょう!

簡単に行える
嚥下機能を
チェックする
テストです

えん  げ

の ど

こうとうがい

●おでこ体操

●頭の挙上練習

①おでこに手のひらの下部をあてます。
②あごはおへそをのぞき込むように下方

向、手のひらの下部は上に向かって
おでこを押し戻すように上方向に力を
入れ、5秒間保ちます。

のど仏あたりに力が入っていることを
意識して５～10回程度繰り返しましょう。

①仰向けに寝て、肩を床につけた
まま、頭だけをつま先が見える
まで、出来るだけ高く上げます。

1分間挙上位を保った後、1分間
休みます。
これを3回繰り返しましょう。

①仰向けに寝て、頭の上げ下げ
を反復して行います。

これを30回程度繰り返しましょう。
＊肩が浮く場合は、タオルや
　布団で調整してください

上げたまま保持する練習

上げ下ろしの反復練習

判
定

ぴたっ

医療法人社団誠仁会 SEIJINKAI
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在宅部

利用者さんは、周りに迷惑がか
かるので、本音を言えず諦めて
いる事もあると思います。本当
にしたい事を諦めず、どうすれ
ば出来るのかを、一緒に考えて
行ければと思っています。

ケアセンターめおといわ
（居宅介護支援事業所）

森東 優二
 もり とう ゆう じ 

 きち せ ゆ き こ  お がた だい すけ  もと き しげ とし  たか むら み ほ 

 とう かず ひろ

 し みず このむ  なが の のぶ とし 

資格：主任介護支援専門員・介護福祉士・社会福祉士
座右の銘：弘法筆を選ばず
趣味：音楽（太鼓を叩く事）

医療や介護のことならなんでもご相談ください。
チーム一丸となってサポートします。  

医療や介護のことならなんでもご相談ください。
チーム一丸となってサポートします。  

在宅部には、8つの介護事業所があります。

各事業所ともかかりつけ医との密な連携や様 な々関係機関との連携を大切にし、介護と

医療が切れ目なく提供されるよう努力しています。

在宅部スタッフ一同、安心して住み慣れた地域で暮らし続けることが出来るよう皆さんの

生活を支援していきたいと思っています。

今回は、各事業所の管理者の自己紹介をさせていただきます。

コメント

看護師の訪問が楽しみと言っ
ていただける訪問看護ステー
ションを目指しています。確実
な仕事をするのはもちろん、
日々の小さな事に一緒に笑い
合えるように、笑いのセンスも
磨いていきたいです。

訪問看護ステーションめおといわ
（訪問看護）

吉瀬 由喜子
資格：看護師・介護支援専門員
座右の銘：怒りは敵と思え
趣味：映画鑑賞　

コメント

「楽しかった。また来るね。」と
皆さんに笑顔で言っていただ
けるような空間づくりを目指
し、日々取り組んでいます。利
用者さんが過ごしやすいこと
はもちろん、職員にも働きやす
い職場環境を整えていくこと
で、笑顔の絶えないデイサービ
スを築いていきたいと思って
います。

デイサービスめおといわ「おおぞら」
（通所介護）

緒方 大亮
資格：理学療法士
座右の銘：精神一到何事か成らざらん
趣味：旅行・スポーツ観戦

コメント

「ヘルパーさんが来てくれて良
かった」と言って頂ける様に利
用者さんに寄り添いサービス
を提供しています。訪問介護の
笑顔を絶やさず傾聴をという
言葉を理念として、スタッフ一
丸となって取り組んでまいり
ます。

ヘルパーステーションめおといわ
（訪問介護）

元木 重利
資格：介護福祉士
座右の銘：有言実行
趣味：飼い猫と遊ぶ

コメント

住宅型有料老人ホーム「花」は
今年の８月で開設から４年を
迎えました。夫婦石病院との連
携のもと、毎日の健康管理から
緊急時の対応まで安心と安全
をサポートいたします。入居者
さんの個性を尊重し、明るく楽
しい生活を送って頂けるよう
な施設運営を心がけています。

住宅型有料老人ホーム 花
（住宅型有料老人ホーム）

髙村 美保
資格：看護師・介護支援専門員
座右の銘：意志のあるところに道がある
趣味：読書

コメント

いつまでも住み慣れた地域、ご
自宅で生活を続けられるよう
にスタッフ一丸となって支え
ていきます。また、介護のみな
らず生活での困りごとの相談
も受けています。

小規模多機能施設めおといわ「きずな」
（小規模多機能型居宅介護）

清水　佳
資格：社会福祉士・介護支援専門員
座右の銘：不撓不屈
趣味：スポーツ全般

コメント

初めまして。8月より管理者と
なりました永野と申します。皆
様が、健康で健やかに生活をし
て頂けるように、スタッフ全員
で、尽力するとともに、スタッ
フも働きやすい環境を整えて
いこうと思っております。宜し
くお願いします。

グループホームめおといわ「はなみずき」
（認知症対応型共同生活介護）

永野 暢俊
資格：准看護師
座右の銘：一期一会
趣味：ウエイクボード・映画鑑賞

コメント

平成18年から現事業に携わっ
ています。認知症高齢者の「こ
れまで通りの暮らしを続けた
い！」という気持ちに寄り添
い、実現できるように地域との
つながりや事業所間のネット
ワークづくりを成熟させなが
ら、お一人お一人の望む暮らし
に近づけるように頑張ってお
ります！

小規模多機能施設めおといわ「ゆい」
（小規模多機能型居宅介護）

党　一浩
資格：介護福祉士・介護支援専門員
座右の銘：継続は力なり
趣味：最近金魚飼いはじめました（＾＾）

コメント
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医療相談地域連携室

理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が必要に応じて訪問いたします。
夫婦石病院では医療ソーシャルワーカーが相談窓口となっています。ご相談がある方や

ご不明な点がある方は医療ソーシャルワーカーまでお問い合わせ下さい。

訪問リハビリは、
理学療法士・作業療法士等の専門スタッフが
ご自宅を訪問して、リハビリを提供するサービスです。
今回はTさんを例に取り上げて訪問リハビリについて
ご紹介したいと思います。

≪ 訪問リハビリを利用しているTさんの場合 ≫

Tさんの目標

【退院してからも継続して行うリハビリ】
自宅内での生活状況や動きを確認し、必要に応じて動きの練習や、福祉用具の選定・
使い方の練習を行い、継続していくことで動きが定着して安全な生活に繋がります。

【「できない」ことから「できる」ことへのリハビリ】

① 日常生活を安全に行える  ② 外出する機会を増やす

① 日常生活を安全に行える

医師の指示を受け、ケアマネジャーと利用計画を作ります。

日常生活を安全に過ごし、
外出もできるようになり、
ずっと行きたかった山笠を
見に行くことができました !!

皆さまの「～したい」という気持ちを
尊重し、安心安全にその人らしく
在宅生活が続けられるよう支援します。

湯船に
入りたい

Ｔさん
Ｔさん

ヘルパー

Tさんが湯船に入れるように
介助をするのが不安

評価・
環境の設定

下記のような方も訪問リハビリの利用を検討

してみてはいかがでしょうか。

② 外出する機会を増やす
外出ができるように、屋外での歩行練習を行います。

やっぱり
山笠は
いいな～！！！

動作練習･
介護者への指導

湯船に入る
ことができた！

「ふれあい看護体験」をご存知ですか？
　「看護の日」の記念事業の一つとして、高校生に実
際の看護の場を提供し、看護の魅力を伝える事を目的
に、毎年開催されています。

　今年は、7月4日に、柏陵高校から6名が当院に訪れ
ました。

　白衣に着替えて、血圧測定、車椅子移動や食事の
介助、レクレーション等を行いました。 生徒さんの感想

戦時中に看護師をしていたひいおばあちゃ
んから、「看護師はやりがいのある仕事だよ」
と聞いて看護師を目指すようになりました。

患者さんとコミュニケーションをとることがとて
も難しかったです。勉強だけでなく、コミュニ
ケーション能力も高めていきたいと思いました。

看護師さんはいつも笑顔でしたが、ふとした
瞬間に真剣な表情をされていて、緊張感が
伝わってきました。それだけ命を預かることは
大変なことだと分かりました。

ますます看護師という職業に興味を持つこと
ができました。　　　　　　　　　 など...

2018年度ふれあい看護体験
看護部

　短い時間でしたが、私たちも高校生の皆
さんと楽しい時間を共有でき、「看護師にな
りたい」と感じて頂けたことはとても嬉しく
思いました。
　今回の体験が、これからの人生において
役に立ってくれると嬉しいです。
　素敵な看護師さんになって、
いつか一緒に仕事ができたら
嬉しいですね。

▲オリエンテーション

▲うまく測れるかな…心配

▲「こんにちは」何を話したらいいのか…緊張するわ

▲上手に押せたわ… 担当看護師 高松 絵菜

浴槽のまたぎ動作の練習や福祉用具 ( 手すり等 ) の選定を行います。

●通院や通所が困難で、自宅でのリハビリを受けたい
●退院や退所後、自宅での生活に不安がある
●日常生活において、何かしらの支障が生じている
●日常生活の幅を広げたい

▲七夕の飾りつけ

医療法人社団誠仁会
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ひろば

８月２０日(月)堤公民館にて健康セミナーを開催しまし
た。今回は、松尾久徳理学療法士より、ロコモについての
講話がありました。
準備体操後体力テスト５種目を行いました。暑い中でし
たが、４０名近くの方が参加され、とても活気のあるセミ
ナーとなりました。次回は１１月１５日（木）に東若久公民
館で予定しております。
＊ロコモとは…ロコモティブシンドロームの略で、運動器の障
害のために運動機能の低下をきたした状態をいいます。進
行すると介護が必要になるリスクが高くなります。

健康セミナー開催

9月11日(火)小規模多機能施設ゆいの党施設
長が市民福祉講演会で「認知症になっても暮ら
し続けられるまちづくり」の演題で講演しました。
認知症当事者の声や助け合える地域づくり、認
知症サポーターの育成講座から生まれた「劇
団つつみ」「つつみカフェ」についてなど地域の
皆さんが認知症について理解し、認知症に
なっても住み慣れた地域で暮らし続けることが
できるようにすることの
大切さを学ぶことがで
きました。

講演会

24 時間受け入れ可能な保育所を備え、
育児介護休業制度など福利厚生も充実しており、働きやすい環境です。
看護師・介護士とも、あなたの「やる気」と「元気」をお待ちしております。
詳しくはホームページをご覧下さい。

医療法人社団誠仁会では、
一緒に働いていただく仲間を募集しています。

http://www.meotoiwa.com/

● お薬の使用中に気になる症状が出たときは…？
お薬を使用中に気になることがあれば速やかに医師や薬剤師にご相談ください。
ご相談を受けることで、お薬の中止や変更、出た症状への対応ができ、非常に重い症状になる
ことを防げる場合もあります。絶対に自己判断は行わないようにしましょう。

● お薬の処方を受けたときは…？
過去に発現した副作用の情報は薬物治療を行う上で非常に重要です。
患者さん、医師、薬剤師のそれぞれが副作用の情報を共有することで、
安全な薬物治療を行うことができます。
薬剤師から過去のお薬の副作用について尋ねられた際は、
どんな些細なことでもお知らせください。

お薬の効き目が強く出るために起こるも
のや、効き目以外の部分でお薬の影響を
受けるために起こることがあります。

〈例〉
・睡眠薬を服用した翌日の倦怠感
・風邪薬を服用した後の眠気
・痛み止めを服用したときの
  胃痛

お薬の使用による、アレルギー症状やショック症状が
起こることがあります。
同じお薬を使用すると２回目以降は非常に重い症状
になる可能性が高い為、以後そのお薬を使用しないよ
う注意が必要です。これは体がお薬を異物として認識
して反応した結果として起きます。

〈例〉
・皮疹
・呼吸困難
・急激な血圧低下

皆さんは「副作用」と聞くと、「なんとなく怖い」「漢方薬は副作用がないらしい」

などいろいろな印象をお持ちではありませんか？　

「副作用」とは一言でいうと、「お薬を使ったときに発現する目的以外の作用」のことを言います。

副作用の症状については多岐にわたり、軽微なものから生命を危険にさらすようなものまであります。

実際にはお薬を使っている患者さんの自覚症状で発見される場合も多いです。

このほかにもたくさんの症状があり、上記に挙げたものはほんの一例です。

どんなお薬でも副作用は出る可能性があります。

副作用が出た場合でも人によって出方や強さは異なり、その時の状態や状況でも違ってきます。

必要以上に心配しなくても大丈夫ですが、異変を感じたらすぐに医師や薬剤師に相談しましょう。

お薬の副作用について

● 副作用を大きく 2 つに分けて説明します。

薬局主任
黒江 加奈

薬剤師からのワンポイントアドバイス
!!!!

医療法人社団誠仁会
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在宅部 訪問リハビリテーション

言語聴覚士 薬局
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■夫婦石病院 http://www.meotoiwa.com/

● ケアセンター めおといわ■在宅部 http://www.meotoiwa.com/care/
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■松山診療所 http://www.meotoiwa.com/matsuyama/

〒811-1355　福岡県福岡市南区大字桧原853-9　TEL：092-566-7061　FAX：092-566-7065

〒814-0131　福岡県福岡市城南区松山2丁目8-2
・居宅介護支援事業所 ケアセンターめおといわ：TEL：092-872-5420　FAX：092-872-5351
・訪問看護ステーションめおといわ：TEL：092-872-5353　FAX：092-872-5351
・ヘルパーステーションめおといわ：TEL：092-872-5352　FAX：092-872-5351

・居宅介護支援事業所 ケアセンターめおといわ
・訪問看護ステーションめおといわ
・ヘルパーステーションめおといわ

デイサービスめおといわ「おおぞら」
小規模多機能施設めおといわ「きずな」
グループホームめおといわ「はなみずき」

〒814-0131　福岡県福岡市城南区松山2丁目8-5　TEL：092-874-5123　FAX：092-874-5133

小規模多機能施設
めおといわ「ゆい」

住宅型有料老人ホーム

夫婦石病院

● 住宅型有料老人ホーム　
〒814-0143　福岡県福岡市城南区南片江5丁目13-28　TEL：092-865-0001　FAX：092-865-0005

ケアセンター めおといわ
松山診療所

● 小規模多機能施設めおといわ「ゆい」 http://www.meotoiwa.com/yui/

〒814-0155　福岡県福岡市城南区東油山1丁目33-7　TEL：092-874-3300　FAX：092-874-3310

● 小規模多機能施設めおといわ「きずな」http://www.meotoiwa.com/carematsuyama/

〒814-0131　福岡県福岡市城南区松山2丁目8-3　TEL：092-407-0296　FAX：092-407-0264

● グループホームめおといわ「はなみずき」http://www.meotoiwa.com/carematsuyama/

〒814-0131　福岡県福岡市城南区松山2丁目8-3　TEL：092-407-0297　FAX：092-407-0264

● デイサービスめおといわ「おおぞら」http://www.meotoiwa.com/carematsuyama/

〒814-0131　福岡県福岡市城南区松山2丁目8-3　TEL：092-407-0298　FAX：092-407-0264


