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食べ物の残りは？、口臭は？

朝夕冷え込む季節になりました。
今年の夏は1，000年に一度の猛暑で、体力的にかなり辛い日々を過ごしました。
秋になって、「あ～やっと涼しくなったー(^O^)」と喜んでいたのもつかの間・・・
今度はあっという間に寒～い冬がやってきました。冬は空気は乾燥し、風邪を
ひきやすくなる時期です。風邪予防のためには規則正しい生活が大切。
特に栄養をしっかり摂って体力づくりをすることが重要です。
　
昔から医食同源と言われるように、食事は人間が生きていく上で大事な行為。

いくつになっても、おいしく口から食べられることは素晴らしいことです。
その為にも普段から食べる事について意識していくことが大切です。
今回は、食事に関する注意ポイントを挙げてみましたので、介護される方は注意してあげて下さい。

食べない（食べられない）原因は上記のようなことが考えられます。このようなサインを見つけたら、耳鼻咽喉科医師に相談
してみましょう。
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事務所は日本鋼管病院の敷地内にあります

摂食・嚥下障害を疑うポイント

こうかん訪問看護ステーションの
　訪問リハビリいろいろ

住み慣れたご自宅で安心して療養生活が送れるよう、主治医の指示のもと、訪問看護師や理学療法士、
作業療法士がご自宅に伺い、心のこもった看護サービスをいたします。

「病気やけがで寝たきりの方」 「医療処置が必要な方」
「障害・難病・悪性腫瘍等で在宅療養を行っている方」
「主治医が訪問看護を必要とすると判断された方」
「この他に看護にお困りの方」
訪問看護を必要とされている方がご利用いただけます

日本鋼管病院に入院中の方 ．．．主治医または入院病棟の看護師長、医療相談室にお申し出下さい
医 療 機 関 に 通 院 中 の 方 ．．．主治医または担当ケアマネージャーにご相談下さい
その他の方 および お問い合わせ ．．．当訪問看護ステーション（下記をご覧下さい）までどうぞ介護保険・医療保険・各種公費をご利用できます

訪 問 日　月曜日～金曜日（土曜日を希望される方はご相談下さい）　
訪問時間　午前 9時 から 午後 4時30分　
訪問回数　1回／週（利用者さんの状態により週2～3回の訪問も可能です）
訪問時間　1回あたり30分～ 1時間30分（平均で約1時間訪問します）

こうかん訪問看護ステーションのご案内

ご 利 用 で きる 方

お 申 し 込 み は

訪 問 に つ い て

今回は園芸を趣味になさっている利用者さんのお話を聞かせてもらいました。
お一人目は、川久保さん。
収穫したナスを持ってご満悦ですね。
「苗は高かったけど元はとれた。毎日近所に配り歩いていました。」
ご近所の方々、うらやましいです！
お二人目は 90 代女性の利用者さん。
当ステーションが 10 年以上訪問しているお馴染みさんで、とても穏やかな方
です。少し恥ずかしがり屋さんなので、「名前と写真は許して」とのことでした。
きれいに色づいたトマトですね。
「長野の生まれで、以前から花々や野菜等の栽培は好きでした。トマトは身体に
も良く、毎年赤い実をつけてくれるので楽しみにしていますが、今年もきれい
に育ってくれました。」
トマトの栽培と収穫、健康維持に役立っているのかも知れませんね。

年々暑い夏、寒い冬と厳しい気候が続き、体調管理も難し
くなってきましたね。今年の冬も寒く雪も多いとのこと（寒い

と動きたくなくなりますね。コタツで猫と一緒に丸くなっていたい…(´д｀)　）。
インフルエンザの予防接種はお済みでしょうか？（当院でも実施していますよ）
風邪も流行ってきているので、うがい手洗いを忘れずに！また、咳が出る時はマスクを使用

しましょう。
今年の夏の訪問ファッション。
怪しすぎる！

今号の担当

利用者さんのギャラリー利用者さんのギャラリー利用者さんのギャラリー ● テーマ　夏の収穫 ●

編 集 後 記
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　日本鋼管病院の生け垣にも多数植えてある
さざんかの花言葉は 「困難に打ち勝つ」です
病気とたたかっている患者さんや、そのご家
族・関係者の皆さん、そして自分たちにエー
ルを贈る意味をこめて本誌名としました

　日本鋼管病院の生け垣にも多数植えてある
さざんかの花言葉は 「困難に打ち勝つ」です
病気とたたかっている患者さんや、そのご家
族・関係者の皆さん、そして自分たちにエー
ルを贈る意味をこめて本誌名としました



訪問看護ステーションを利用するには費用はどのくらいかかるの？訪問看護ステーションを利用するには費用はどのくらいかかるの？

　当月利用されたサービス総費用の1割が利用者負担となり、9割は介護保険の負担となります。

介護保険利用の方

　医療保険利用の方は健康保険法に基づく訪問看護費用の 1～ 3 割負担となります。
　また、医療保険対象者は「介護保険をお持ちでない方」、「末期の悪性腫瘍」、「厚生労働大臣が定める
　疾病に該当する方」となります。

医療保険利用の方

☆次の方は利用負担が免除されます

『重度の障害者医療をお持ちの方』　『生活保護受給者』　『特定疾患の受給者証をお持ちの方』

☆訓練時間は、血圧・体温・脈拍など測定し、その日の状態に合わせ訓練内容を決めて行うため、
　余裕をもって60分間をお勧めしています。

介護保険

1 回／月

2回／月

3回／月 

4 回／月

5回／月

6回／月

7回／月

8回／月

 20分 40分 60分   

 ¥349 ¥698 ¥943 

 ¥698 ¥1,397 ¥1,887 

 ¥1,048 ¥2,095 ¥2,830 

 ¥1,397 ¥2,793 ¥3,773 

 ¥1,746 ¥3,491 ¥4,716 

 ¥2,095 ¥4,189 ¥5,659 

 ¥2,444 ¥4,887 ¥6,602 

 ¥2,793 ¥5,585 ¥7,545 

医療保険

1 回／月

2回／月

3回／月 

4 回／月

5回／月

6回／月

7回／月

8回／月

 医療保険総額 1割負担 2割負担 3割負担

 ¥14,350 ¥1,440 ¥2,870 ¥4,310

 ¥22,850 ¥2,290 ¥4,570 ¥6,860

 ¥31,350 ¥3,140 ¥6,270 ¥9,410

 ¥39,850 ¥3,990 ¥7,970 ¥11,960

 ¥48,350 ¥4,840 ¥9,670 ¥14,510

 ¥56,850 ¥5,690 ¥11,370 ¥17,060

 ¥65,350 ¥6,540 ¥13,070 ¥19,610

 ¥73,850 ¥7,390 ¥14,770 ¥22,160

訪問看護を利用したいけど、指示書ってどうすればいいの？

こうかん訪問看護ステーションを利用した人の感想を聞きかせて

　訪問リハビリを受ける場合、主治医の指示書が必要ですが、鋼管病院に入院中の方やこうかんクリニック
に通院の方の指示書は、当ステーションから主治医に相談することができます。ご不明な点はこうかん訪問
看護ステーションまでお電話でお問い合わせ下さい。

訪問リハビリのスタッフはどんな人？

食事以外でも食べる力を維持するためには

　当ステーションの訪問リハビリは理学療法士と作業療法士各1名が行なっています。作業療法士は日本鋼
管病院リハビリ科スタッフが1年ごとに担当させていただいており、毎年スタッフが交代することによって
色々な視点からリハビリすることも狙いです。ご利用者様からは「やっと慣れたと思ったら交代で寂しい」と
いった声もいただきますが、何卒ご理解お願い致します。

パーキンソン病　
「退院時自宅での生活に色々不安があったけど、訪問リハビリを受けていくうちに、
家の中で歩行ができるようになり、外での歩行もできるようになりました。自分ひ
とりでは訓練の方法が分からないし、怖かったりでできなかったリハビリが、療法士
の指導や訓練を受けることで、安心してできました。」

大腿骨頸部骨折
「年齢的なこともあり半ばあきらめていたのですが、リハビリを受けることでベッド
から立ち上がったり、立っていることができるようになり、ポータブルトイレの移動
がスムーズにできるようになりました。介助する家族が楽になりました。」

肺疾患
「入退院を繰り返し、危篤状態と言われたことも何度かあり、歩くのも不安定で
車椅子の生活を送っていました。理学療法士さんに家まで来ていただき、リハ
ビリを受け始めてから床に正座したり、床から立ちあがることもできるように
なり、今では近所に散歩に出られるようになりました。」

68歳  男性

84歳  男性

92歳  女性

　はじめまして。実際に日々の生活を過ごす家で、生活
に沿ったリハビリを一緒に行っていきたいです。また、ご
家族に対しての介護
方法も一緒に考え、
少しでも負担の少な
い方法をお伝えでき
れはいいなぁと思っ
ています。

理学療法士
野鳥長子（のとりながこ）

作業療法士
土江由紀子（つちえゆきこ）

鋼管病院勤務を経て当ステーションで訪問リハビリを行
い 7年目になります。
病院での経験と訪問リハビ
リの経験を活かして訓練を
行っています。
利用者様が訪問リハビリの
時間を待っていてくれるこ
とや、楽しく訓練ができる
ことがとても嬉しいです。

パ  ラソル  ぱらぱら  パピプペポ

カ  ニさん  かさこそ  カキクケコ
ラ  クダ  ライオン  ラリルレロ

　お口の動きを滑らかにしましょう。訪問看護のなかで利用者様と
　一緒にやっています。
　食事前にやると、なおよいですよ。

お口の体操　　発 音 編お口の体操　　
パ  ラソル ぱらぱら パピプペポ
タ  のしい たこあげ タチツテト
カ  ニさん かさこそ カキクケコ
ラ  クダ ライオン ラリルレロ

● 頸部（首）が伸びたまま固まってしまわないように、日常的に枕を高くする
● 日常的に食後に咳や排痰をするよう促す
● なるべく寝たきりにせず、床から起き上がるようにする
● お口の掃除（口腔ケア）を心掛ける
● できる限りおしゃべりをして、お口を動かしましょう

食べる事や飲み込む事でお悩みの場合

飲み込みの不具合を内視鏡で検査できます。
こうかんクリニック耳鼻咽喉科外来を受診のうえ、相談して下さい。
※検査は外来で行なうか、一泊入院で行ないます。
※必ず事前に　Tel：044-366-8900（耳鼻咽喉科外来）までお電話下さい。

みんなで協力して地域の「食べる」を支えていきましょう！

タ  のしい  たこあげ  タチツテト

では始まり！結んで ひらいて

結んでベロ出して また、ひらいて

そのベロを鼻にベロ出して ベロを右にー

最後です。
ベロをグルグル
回してみましょう

今度は左にー 笹木さん、ありがとうございました！
最後にお母さんと愛猫ミュー♀と
パチリ

今回協力してくれた利用者の
笹木靖子さん。イケメン好き
な明るい方です。

これであなたも美女・美男…！！？　はっきり発音、しっかり読みましょう。

パ ラソル　ぱらぱら
　　　 パペピプぺポ パ
タ のしい  たこあげ
　　　 タテチツテト タ
カ にさん　かさこそ
　　　 カケキクケコ カ
ラ くだ　ライオン　
　　　ラレリルレロ ラ

 1 割負担分　※各回　サービス提供体制加算 6単位 /回含む
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タ  のしい  たこあげ  タチツテト

では始まり！結んで ひらいて

結んでベロ出して また、ひらいて

そのベロを鼻にベロ出して ベロを右にー

最後です。
ベロをグルグル
回してみましょう

今度は左にー 笹木さん、ありがとうございました！
最後にお母さんと愛猫ミュー♀と
パチリ

今回協力してくれた利用者の
笹木靖子さん。イケメン好き
な明るい方です。

これであなたも美女・美男…！！？　はっきり発音、しっかり読みましょう。

パ ラソル　ぱらぱら
　　　 パペピプぺポ パ
タ のしい  たこあげ
　　　 タテチツテト タ
カ にさん　かさこそ
　　　 カケキクケコ カ
ラ くだ　ライオン　
　　　ラレリルレロ ラ

 1 割負担分　※各回　サービス提供体制加算 6単位 /回含む



むせる1

どのような時に？

声

食後の変化は？　ガラガラ
声になっている？

6 食欲低下7

飲み込みやすそうな食べ物
だけを選んでいないか？

8食事内容の変化

食事中？食後？夜間？

2 せき

食品による違いはあるか？

5 飲み込みにくい

なかなか飲み込まない
（飲み込めない）

9食事時間の延長 10食べ方の変化

上を向いて食べる、口から
こぼれる

11食事中の疲労 12口の中の汚れ

食べ物の残りが入っていな
いか？　食事を始めてから
量が増えていないか？

3 痰（たん） のどの違和感・
つまっている感じ

4

部位（場所）は？

食べ物の残りは？、口臭は？

朝夕冷え込む季節になりました。
今年の夏は1，000年に一度の猛暑で、体力的にかなり辛い日々を過ごしました。
秋になって、「あ～やっと涼しくなったー(^O^)」と喜んでいたのもつかの間・・・
今度はあっという間に寒～い冬がやってきました。冬は空気は乾燥し、風邪を
ひきやすくなる時期です。風邪予防のためには規則正しい生活が大切。
特に栄養をしっかり摂って体力づくりをすることが重要です。
　
昔から医食同源と言われるように、食事は人間が生きていく上で大事な行為。

いくつになっても、おいしく口から食べられることは素晴らしいことです。
その為にも普段から食べる事について意識していくことが大切です。
今回は、食事に関する注意ポイントを挙げてみましたので、介護される方は注意してあげて下さい。

食べない（食べられない）原因は上記のようなことが考えられます。このようなサインを見つけたら、耳鼻咽喉科医師に相談
してみましょう。

発行者：小川健二　　編集：広報委員会　　　日本鋼管病院　〒210-0852　神奈川県川崎市川崎区鋼管通1-2-1　TEL  044-333-5591　URL：http//www.koukankai.or.jp
この情報誌に関するご意見・お問い合わせは　E-mail：otoiawase＠koukankai.or.jp　まで　　

こうかん訪問看護ステーション
事業所番号 1465090113

 〒210-0852　川崎市川崎区鋼管通1-2-1
 TEL  044-366-2375　 
 FAX  044-366-2376
 URL  http://www.koukankai.or.jp/zaitaku/

事務所は日本鋼管病院の敷地内にあります

摂食・嚥下障害を疑うポイント

こうかん訪問看護ステーションの
　訪問リハビリいろいろ

住み慣れたご自宅で安心して療養生活が送れるよう、主治医の指示のもと、訪問看護師や理学療法士、
作業療法士がご自宅に伺い、心のこもった看護サービスをいたします。

「病気やけがで寝たきりの方」 「医療処置が必要な方」
「障害・難病・悪性腫瘍等で在宅療養を行っている方」
「主治医が訪問看護を必要とすると判断された方」
「この他に看護にお困りの方」
訪問看護を必要とされている方がご利用いただけます

日本鋼管病院に入院中の方 ．．．主治医または入院病棟の看護師長、医療相談室にお申し出下さい
医 療 機 関 に 通 院 中 の 方 ．．．主治医または担当ケアマネージャーにご相談下さい
その他の方 および お問い合わせ ．．．当訪問看護ステーション（下記をご覧下さい）までどうぞ介護保険・医療保険・各種公費をご利用できます

訪 問 日　月曜日～金曜日（土曜日を希望される方はご相談下さい）　
訪問時間　午前 9時 から 午後 4時30分　
訪問回数　1回／週（利用者さんの状態により週2～3回の訪問も可能です）
訪問時間　1回あたり30分～ 1時間30分（平均で約1時間訪問します）

こうかん訪問看護ステーションのご案内

ご 利 用 で きる 方

お 申 し 込 み は

訪 問 に つ い て

今回は園芸を趣味になさっている利用者さんのお話を聞かせてもらいました。
お一人目は、川久保さん。

収穫したナスを持ってご満悦ですね。
「苗は高かったけど元はとれた。毎日近所に配り歩いていました。」
ご近所の方々、うらやましいです！
お二人目は 90 代女性の利用者さん。

当ステーションが 10 年以上訪問しているお馴染みさんで、とても穏やかな方
です。少し恥ずかしがり屋さんなので、「名前と写真は許して」とのことでした。
きれいに色づいたトマトですね。
「長野の生まれで、以前から花々や野菜等の栽培は好きでした。トマトは身体に
も良く、毎年赤い実をつけてくれるので楽しみにしていますが、今年もきれい
に育ってくれました。」
トマトの栽培と収穫、健康維持に役立っているのかも知れませんね。

年々暑い夏、寒い冬と厳しい気候が続き、体調管理も難し
くなってきましたね。今年の冬も寒く雪も多いとのこと（寒い

と動きたくなくなりますね。コタツで猫と一緒に丸くなっていたい…(´д｀)　）。
インフルエンザの予防接種はお済みでしょうか？（当院でも実施していますよ）
風邪も流行ってきているので、うがい手洗いを忘れずに！また、咳が出る時はマスクを使用

しましょう。
今年の夏の訪問ファッション。
怪しすぎる！

今号の担当

利用者さんのギャラリー利用者さんのギャラリー利用者さんのギャラリー ● テーマ　夏の収穫 ●

編 集 後 記

さいか屋さいか屋

イトー
ヨーカドー
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　日本鋼管病院の生け垣にも多数植えてある
さざんかの花言葉は 「困難に打ち勝つ」です
病気とたたかっている患者さんや、そのご家
族・関係者の皆さん、そして自分たちにエー
ルを贈る意味をこめて本誌名としました
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