◆医師の異動 （９月）

救急告示病院
日本医療機能評価機構認定病院
地域がん診療連携拠点病院
厚生労働省臨床研修指定病院
周産期協力病院

退職 (H29.9.30 付)
副院長

亀﨑 洋（かめさき ひろし）

◆地域医療従事者研修のご案内
■第 290 回 開放型病床生涯教育研修会

■第 2 回緩和ケア講演会
日 時：平成２９年１０月５日（木）17：30～19：00
会 場：市立長浜病院 講堂
テーマ： がん患者さん・ご家族の意志決定支援
～コミュニケーションの実際～
講 師：市立大津市民病院 緩和ケア科
臨床心理士 笹田 侑子 氏
参加費：無料 定員：40 名 申込締切：9 月 22 日（金）
問合先：がん対策推進室 電話 0749-68-2300（代表）

◆図書室の利用について

日 時：平成２９年９月７日（木）17：30～19：00
会 場：市立長浜病院 講堂
テーマ：
「慢性呼吸器疾患～吸入療法について～」
講 師：市立長浜病院
呼吸器内科責任部長 野口 哲男
問合先：地域医療連携室 電話 0749-68-2300（代表）

市立長浜病院

理念
地域住民の健康を守るため、「人中心の医療」
を発展させ、地域完結型の医療を進めます。
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謹啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申しあげます。平素は当院病院事業に格別のご高配を賜り、厚く御
礼申しあげます。９月の外来診察担当医師表を別添資料でお届けいたしますので、ご査収ください。 敬白

◆嚥下委員会の取り組みについて ～多職種協働で行うチーム医療をめざして～
◆地域医療連携室からお知らせ

当院の図書室は、地域医療支援のため近隣の医療関
係者（医師・歯科医師・薬剤師・看護師・コメディカ
ルなど）の方々にも図書室を公開していますのでご利
用ください。
詳細については、当院ホームページ（図書室のペー
ジ）をご覧ください。http://www.nagahama-hp.jp/

歯科・歯科口腔外科責任部長
循環器内科 高島医師、腎臓代謝内科 森田医師の
予約が混雑し３週間程度の待ちが生じています。ご迷
惑をおかけいたしております。
緊急性がある場合など地域医療連携室にご相談くだ
さい。
なお、各診療科の若手医師も病診連携に関心を持っ
ておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。

◆放射線科（診断）からのお願い

本館２階 図書室

紹介患者さんはまず紹介窓口にて受付をお願いして
おりますが、直接放射線科の窓口に来院されるケース
が増え患者さんにご迷惑をおかけしております。
当院としても来院場所の案
紹介窓口
内方法を検討しております
２番
が、紹介元医療機関のスタッ
フの方からも来院後は紹介窓
口２番での受付をご案内いた
だきますようお願い申しあげ
ます。



 編集後記  
空日中はまだ蒸し暑い日が続きますが、朝夕は少し過ごしやすくなり、ススキの穂が
出てきたりと少しずつ秋の気配を感じます。
異常気象が続いていますがこの秋からは穏
やかに過ごせることを願いたいものです。
Pink-Bu

４

家森 正志

「食べること」は生命に直結するため、患者さんの尊厳や意向を最大限尊重する
べきだと考えています。とくに End of Life の時期にある患者さんにおいては、疾
病管理や患者の生活の継続の両方を支える必要があります。そのためには食形態、
座位姿勢、介助方法、口腔機能管理、栄養管理、リハビリテーションなどに対する
多面的な医療と介護の連携、すなわち多職種協働が求められています。
近年、高齢化の進むわが国において摂食嚥下障害は大きな問題となっています。
老化に伴う呾嚼能力の低下、唾液分泌の減少、咽頭の閉鎖丌全と食道入口部の開大
丌全などが、高齢者の呾嚼や嚥下能力に大きな影響を及ぼしています。当院では摂食嚥下障害の治療をチ
ーム医療として取り組むべく２００４年に嚥下委員会を立ち上げました。今年で１３年目になります。嚥
下委員会は、総合診療科医師、整形外科医師、耳鼻咽喉科医師、歯科医師、看護師、言語聴覚士、理学療
法士、作業療法士、管理栄養士、調理師、歯科衛生士で構成されています。多職種で摂食・嚥下機能障害
に関わり、それぞれの専門性を発揮しながら治療に取り組んでいます。主に誤嚥性肺炎で入院されてい
る患者さんの摂食・嚥下機能評価や訓練に携わることが多いのですが、その他の摂食・嚥下機能障害の患
者さんにも対応しています。また、地域の先生方から摂食・嚥下機能障害の患者さんを歯科口腔外科外来
にご紹介いただくこともあります。
今回の地域医療連携だよりでは、当院でどのよ
うな取り組みを行っているかご紹介させていただ
きます。当院は地域完結型医療を目指しており、
この地域で「より良い最期」を迎えるために必要
なことを考え続けることが地域完結型医療を成し
遂げるために最も必要なことの一つであると思っ
ています。地域医療を担っておられる医療関係者
の皆様の後方支援を行うために何が必要なのか？
皆様に当院嚥下チームの取り組みについて知って
いただき、今後の当院での活動のあるべき姿につ
いてご指導いただけると幸いです。
嚥下チームカンファレンス
１

◆嚥下チーム取り組み紹介
摂食嚥下障害患者さんの口腔ケア
歯科衛生士

長谷川 博美

摂食嚥下障害は高齢者や脳梗塞後遺症の患者さんが多
く、自己にてブラッシングが丌可能な場合が大多数です。
また食べられないことで栄養状態が悪くなったり、肺炎
により酸素吸入を行っている患者さんの割合も多いです。
必然的に、口腔乾燥や口腔汚染がみられます。
歯科衛生士は、歯科医師の指示のもとブラッシング、
歯間ブラシ清掃、舌苔（舌の痂皮）の除去、口腔清拭、
口腔内の保湿、口唇の保湿を行います。口腔管理が難し
い患者さんに対しては、看護師に口腔ケアの指導を行い、
患者さんの口腔管理をします。
近年肺炎予防に口腔ケアは重要だといわれています。
口腔ケアを行うことにより口腔細菌の数を減らし感染予
防に寄不することはもちろん、口腔ケアの行為自体が口
腔機能への刺激に繋がり、摂食嚥下訓練の役割も兼ねる
ことになるのです。
私たち歯科衛生士にとっ
て口腔ケアは口腔衛生状態
の改善を目指すだけでなく、
口腔機能の維持・向上を図り、
口から食事を摂ることを支
援することだと考えます。

飲み込みの訓練
言語聴覚士

田邉 信彦

私たち言語聴覚士は当院に５名在籍しております。言
語聴覚士とはリハビリテーション職のひとつで、肺炎や
脳卒中の患者さんに嚥下訓練（飲み込みの訓練）や言語
訓練を行います。嚥下チームでの役割は、昼食時の嚥下回
診やＶＥ検査（耳鼻咽喉科医師による嚥下内視鏡検査）
・
ＶＦ検査（バリウムの入った食事を食べていただく嚥下
造影検査）に参加して、患者さんの評価に関わること、
飲み込みの筋力トレーニングや、実際の食事で食べる訓
練を行うことです。また、３食通して安全に必要なエネ
ルギーを摂取できるように病棟看護師と連携します。こ
の他に、退院前カンファレンスに参加して、食事介助の
方法や嚥下訓練の方法について情報提供を行い、在宅や
施設につなげます。
当院の嚥下評価の特徴は、ほぼ全例に、ＶＥ検査と
ＶＦ検査を両方実施していることです。通常は、一方の

◆肺の日イベントを開催しました

みで評価されることの多い検査ですが、それぞれに得意丌
得意があり、ＶＥ検査では唾液の誤嚥がわかる、ＶＦ検査
では患者さんに合った食事姿勢や食事形態を決めること
ができるという特徴があります。むせが頻繁に出て、唾液
や食べ物が気管に入りやすい患者さんでも、食事姿勢や食
事形態を調整することで、むせずに安全に食べられること
も多いです。また、栄養状態を管理した上で、筋力トレ
ーニングや、食べる訓練を行うことで、嚥下機能も改善
してきます。私たち嚥下チームでは、患者さんの嚥下状
態を正確に判断することにより、より効果的な嚥下訓練を
行っています。
外来でも摂食嚥下障害の診察を行っております。入院患
者と同様にＶＥ検査・ＶＦ検査を実施し、自主トレ指導や
通院での嚥下訓練を行うこと
ができます。飲み込みが悪く
てお困りの方がいらっしゃい
ましたら、歯科口腔外科が窓
口になっておりますのでご紹
介ください。

摂食嚥下障害と嚥下調整食
管理栄養士

安東 恵美

摂食嚥下障害は食物の誤嚥や窒息のリスクを高めるだ
けでなく、十分に食事が摂れないことでＱＯＬを低下させ
たり、低栄養を招いて感染症の罹患率を上昇させたりと、
心身の健康に様々な悪影響をもたらすことが問題となっ
ています。
摂食嚥下障害においては、食事の温度や風味、量、食

物の物性などの要素が嚥下反射の誘発や飲み込みの難易
度に影響します。食物の物性は主に「固さ・付着性・凝
集性」が関わっており、筍やゴボウ、タコやイカのよう
に固く噛み切りにくいもの、海藻や餅のように口内に張
り付いたりベタつきやすいもの、そぼろやナッツ類のよ
うに口の中で広がったりバラつきやすいもの等は食塊形
成が難しく、嚥下しにくい食品に分類されます。
摂食嚥下障害がある方には、こうした食品を避けたり、
調理方法を工夫して食べやすい形態に調整した食事（嚥
下調整食）の提供が勧められます。一人ひとりの障害の
種類や程度に応じて適切な形態の食事を選択することが
重要です。
当院でも、嚥下調整食の基準である「学会分類２０１３
（摂食嚥下リハビリテーション学会）
」に基づいて食形態
の見直しを実施し、今年８月より嚥下調整食の一種であ
る「刻み食」の一部の形態について、ゲル化剤を用いて
再形成したものを導入しました。新しい食形態の導入に
より、今まで刻んだ食品にかけていた醤油味のあんがな
くなり、料理の味付けの種類が豊富になりました。また、
実際に喫食された患者さんからも食事の外観や風味がよ
り良くなったとの意見をいただくことができました。
摂食嚥下障害がある方
にも口から食べる楽しみ
を感じていただけるよう、
今後も多職種と協力して
安全かつ美味しい食事の
提供に努めていきたいと
思います。
（食事提供例） 蒸し鶏のクリームソース、
さつま芋煮、ブロッコリーのオーロラソース

◆医師体験ワークショップが開催されました

肺の日は、１９９９年に日本呼吸器学会が制定したもので、
「は（８）い（１）
」
（肺）の語呂合わせからきています。
近年は、喘息や肺疾患などが増加しており、在宅酸素療養者も１６万人（２０１２年現在）
、また、慢性閉塞性肺疾患
（ＣＯＰＤ）の患者予備軍は約５００万人以上いるといわれています。肺の日は、このような呼吸器疾患についての情報
を伝えるとともに、肺の病気の早期発見とタバコの害などの知識の普及と禁煙の啓発を目的としています。
当院では、今年は８月４日に『肺の日』イベントを開催しました。通院患者さんやそのご家族の方など、約３０名の
方が参加してくださいました。禁煙に関心がある方が多くおられ、
「治療上、禁煙をしなくてはいけないと言われている
がやめられない！」といった相談もあり、医師・看護師・薬剤師・理学療法士などがアドバイスをさせていただきました。
「以前は喫煙していたが、今はやめたから病気にはならない」と思っておられ
る方も何人かおられ、喫煙歴が病気の発症に影響していることをお伝えし、体
調管理が大切であることをお伝えしました。
ＣＯＰＤは、タバコの煙に含まれる有害物質が肺の奥まで侵入し、肺胞が壊れ
たり、空気の通り道である気管が炎症を起こし、むくんで狭くなり、息苦しく
なってきます。高齢に伴い発症することが多く、その間の進行が穏やかなため
発見が遅くなることもあります。これ以上、患者さんを増やさないためにも、
少しでも多くの方にＣＯＰＤという病気のことを知っていただき予防できるよう
に、今後も啓発活動を続けていきたいと思っています。
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平成２９年７月３０日に湖北医師会主催
の医師体験ワークショップ２０１７を、市立
長浜病院で開催しました。湖北地域の医師
を増やすために、１０年以上先を見据えた
遠大な計画です。湖北を中心に中学２年生
から高校２年生までの学生２３人が参加し、
腹腔鏡体験・切開縫合体験・心エコー、救
命・問診面談の４つのブースで体験しまし
た。協力スタッフは総勢５５人でした。
「医
学部に入れるように勉強を頑張りたいです」
との体験後メッセージに感激です。
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