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あんの循環器内科
看護師長　久保田 佐紀

感染症に気を付けましょう

感染症に気を付けましょう

日増しに寒さが加わっていき、体調を崩す方も
増えてきました。これから感染症が流行る時期が
やってきます。今年は子どもたちを中心に夏前か
らＲＳウイルス感染症やヒトメタニューモウイル
スが流行りました。新型コロナウイルス感染症の
流行により、マスク着用・うがい・手洗い・手指
消毒はもはや日常の一部になりました。徹底され
ているように見える感染症対策の中でも隙をつい
てウイルスは広がっていきます。
新型コロナウイルス感染症も第7波が落ち着い
てきたかと思ってもすぐに第8波が迫ってきてい
ます。これからの時期はノロウイルスやロタウイ
ルスに注意が必要となり、さらに今年はインフル
エンザとの同時流行も懸念されています。この冬
を元気に過ごすために、もう一度感染対策を見直
してみましょう。

ノロウイルス

毎年11～1月に流行する感染性胃腸炎の原因と
なるウイルスで、非常に感染力が強く、ごく少量
のウイルスで感染が広がっていきます。激しい嘔
吐や下痢が特徴で、子どもや高齢者は重症化する

恐れがあります。
ノロウイルスには治療薬、予防薬がないので、
感染を広げないことが何よりも重要になります。
たった10～100個のウイルスで感染してしまい
ますが、嘔吐したもの1g中に100万個、下痢便
1g中に10億個のウイルスが含まれています。ま
た、ウイルスが乾燥すると空気中に漂い、それが
口に入ると感染することがあります。そのため、
吐瀉物やふん便は乾燥しないうちに、床やテーブ
ルに残らないように、迅速に処理することがとて
も重要になります。
これからの時期は特に、嘔吐した場合はノロウ
イルスかもしれないと思って処理する必要があり
ます。ご家庭でもいざというときに困らないよう
に、処理に必要な道具を予めまとめておくとよい
かもしれません。（下図参照）消毒液の作り方は、
台所用漂白剤のメーカーによって濃度が違うため、
次亜塩素酸濃度6％液での作り方を載せています。
空のペットボトルも消毒液を作るためにとってお
くと便利です。
嘔吐物を処理した後は、30秒以上しっかりと手
を洗い、うがいもしましょう。

●嘔吐処理
≪用意するもの≫
マスクなどを
着ける

消毒液の作り方
キッチンハイター（次亜塩素酸濃度 6％）を
水で薄めて使用
◎殺菌処理用（0.1％次亜塩素酸ナトリウム）
キャップ 2杯のキッチンハイターを 500ml ペット
ボトルの水に薄める
◎拭き取り用（0.02％次亜塩素酸ナトリウム）
キャップ２杯のキッチンハイターを 2Ｌペットボト
ルの水に薄める

・バケツ
・マスク
・ガウン
・ビニール袋（大）2枚
・新聞紙
・ペーパータオル 1袋
・水 2L
・次亜塩素酸ナトリウム 6％液 40ml

捨てる
もの

ゴミ

0.1％次亜塩素酸
ナトリウムをかけ、
1分間置いてから
処理する

※バケツの中にセットにしておくと
いざという時にすぐ対応できる。
青藍会グループの各事業所にも常備。

下痢のオムツなどは 0.1％次亜塩素
酸ナトリウムをかけて密封して処理

汚れを紙などで拭き取ってから熱湯
または塩素系漂白剤に浸け置きして
から洗う

吐瀉物を拭き取った新聞やエプロン
など汚染されたものは、汚染部分を
触らないようにゴミ袋にまとめて処
理する

有機物（吐瀉物）を完全に除去した
あと、0.1％次亜塩素酸ナトリウム
を浸したキッチンペーパーを嘔吐し
た場所に広めに敷き詰めて、10分置
いて拭き取る

感染を広げないために、嘔吐した人
が触った部分などを 0.02.％次亜塩素
酸ナトリウムで拭き取る

※周りの人たちをすぐに別の部屋等に
避難させ、窓を開けてから処理する

おう吐物を
中央に
集める

ポリ袋は二重
にする

使った後は、新聞紙は
素早くポリ袋へ
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ワクチンで防げる主な病気

B型肝炎ワクチン	 風しん
ロタウイルス感染症	 おたふくかぜ
ヒブ感染症	 水痘
肺炎球菌感染症	 日本脳炎
ジフテリア	 新型コロナウイルス感染症
破傷風	 インフルエンザ
百日咳	 ヒトパピローマウイルス感染症
ポリオ	 髄膜炎菌感染症
結核	 A型肝炎ワクチン
麻しん

感染症に気を付けましょう

マスクの着用や手洗い、手指消毒は日常化して
きていますが、感染症の流行に備え、今一度見直
しておきましょう。
また、空気が乾燥するこれからの時期には、ウ
イルスが空気中に漂いやすくなります。加湿器な
どを使用して適切な湿度（50～60％）を保つこと
を心がけましょう。

予防接種で予防しよう！

感染症の中には、予防接種で発症や重症化を防
げるもの（VPD＝Vaccine	Preventable	Dis-
eases）があります（右表参照）。

冬場の感染症の中では、ロタウイルス（生後２
か月～定期接種）やインフルエンザ（任意接種）、
そして第８波が迫ってきている新型コロナウイル
ス感染症があります。感染症に罹患した際のリス
クとワクチンの副反応のリスクを熟考したうえで、
積極的にワクチン接種をしていきましょう。

・爪は短く切っておきましょう
・時計や指輪は外しておきましょう

石けんで洗い終わったら、十分に水で流し、清潔なタオルやペーパータオルでよく拭き取って乾かします。

手洗いの
前に

マスクが
ない時 とっさの時

流水でよく手をぬらした後、石けんを
つけ、手のひらをよくこすります。

見直そう！感染対策

正しい手の洗い方

正しいマスクの着用３つの咳エチケット

手の甲をのばすようにこすります。 指先・爪の間を念入りにこすります。

指の間を洗います。 親指と手のひらをねじり洗いします。

電車や職場、学校など
人が集まるところでやろう

鼻と口の両方を
確実に覆う

マスクを着用する
（口・鼻を覆う）

おお おお
ゴムひもを
耳にかける

隙間がないよう
鼻まで覆う

手首も忘れずに洗います。

❶ ❷ ❸

❶ ❷ ❸

❹ ❺ ❻

せき

おお
ティッシュ・ハンカチで

口・鼻を覆う 袖で口・鼻を覆うおお

おお

看護師長よりひとこと
11月から、あんの循環器内科の看護師長をし
ております久保田です。新型コロナウイルスの
影響で入院中の面会が難しい状況が続いていま
すが、患者様が安心して入院生活を送れるよう
スタッフ一同頑張っていきたいと思います。よ
ろしくお願いいたします。
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お肌のカサつき・痒み
気になりませんか？ 在宅医療部・看護部

本部長　大道 薫

空気が乾燥してくると、皮膚が乾燥して痒みに
悩まされる高齢者が増えてきます。皮膚に明らか
な発疹などがないにも関わらず体に痒みがある状
態を皮膚掻痒症と言います。皮膚掻痒症の原因の
大半は皮膚の乾燥で、乾皮症とも呼ばれます。
皮膚の潤いは、皮脂・角質細胞間脂質・天然保
湿因子の３つの物質によって保たれていますが、
年齢を重ねるとともにこれら全てが減少し、皮膚
が水分を保持できず、乾燥してカサカサするよう
になります。

このような状態が老人性皮膚乾皮症で、すねの
あたりや背中によく見られ、粉をふいたようになっ
たりさざ波のような浅いひび割れ状態になったり
します。乾燥して皮膚のバリア機能が低下すると、
痒みが出て掻き、さらに痒くなるという悪循環にな
ります。掻きこわして悪化する前にケアしましょう。

皮膚の乾燥を防ぐために気を付けたい４つのポイント

日常生活において皮膚の乾燥・かゆみを防ぐた
めに、以下の４つの点に気を付けましょう。
①衣類
肌着など、皮膚に直接触れるものは、木綿など
できるだけ刺激の少ないものを選びましょう。
②食事
アルコールや香辛料などの刺激物の摂り過ぎは、
体温が上昇して痒みがひどくなるので控えめにし
ましょう。
③部屋の湿度
冬場は空気が乾燥しているうえに、エアコンな
どの暖房により皮膚が乾燥します。加湿器などを
使用して適度な湿度（40～60％）を保つようにし
ましょう。また、こたつや電気毛布などの長時間
の使用にも注意が必要です。
④入浴
入浴は皮膚を清潔に保つ一方で、皮膚にダメー
ジを与え、乾燥を促進する要因でもあるので、注
意が必要です。ナイロンタオルでゴシゴシ擦った
り、洗浄力の強い石鹸やボディソープで洗いすぎ
ると、皮脂を取り過ぎるだけでなく、刺激による
湿疹の原因になります。しっかりと泡立てて、綿
や絹などの柔らかいタオルか手で優しく洗うこと
をお勧めします。また、熱すぎるお風呂や長湯は
皮脂を取り過ぎて皮膚が乾燥する原因になります。

掻痒の多くは適切なスキンケアで緩和すること
ができますが、なかなか良くならない、掻きこわ
して皮膚状態が悪化した場合には、治療が必要に
なります。
あんの循環器内科では、皮膚科の医師が訪問で
診察します。高齢者施設への訪問はお一人からで
も対応いたします。お気軽にご相談ください。

問い合わせ先
あんの循環器内科

T 083（924）1151　担当：岩本

お肌のカサつき・痒み気になりませんか？

水分の保持に関わる３つの物質

加齢によりこれらが全て減少

バリア機能の低下

掻く
かゆみ

皮脂乾　燥
身体が皮膚を守るために分泌している
脂分。皮脂と汗が混じった皮脂膜が皮膚
を覆い、水分の蒸発や外部からの摩擦・
衝撃・雑菌の尾侵入を防ぐ。

角質細胞間脂質
角質細胞同士の間を埋めている脂質で、
主にセラミド・脂肪酸・コレステロール
で構成。肌内部の水分が蒸発するのを防
ぐ。

水分が保持できなく
なり、乾燥して掻く
とまた痒みが出ると
いう悪循環に！

天然保湿因子
角質層にあるアミノ酸や乳酸、尿素など
の肌が本来備えているうるおい成分水
分をつかまえて離さない性質。



上記のようなお困りごとがありましたら、ハー
トクリニック新山口までお気軽にご相談ください。
当クリニックには山口県内に10名程度しかいない
小児神経専門医がおります。初診の際に保護者の
方や、お子さまへの問診をし、成育歴やお困りご
とについてお尋ねしたり、お子さまの遊んでいる
様子などを見たりします。また、必要に応じて発
達検査や知能検査を行います。発達検査では、お
子さまの発達の特性や、どういったことに困って
いるのかを様々な側面から評価し、サポートが必
要な部分を見つけることができます。
青藍会グループには医療を中心に支援が必要に
なった場合には相談支援事業所をはじめ、障がい
サービス、訪問診療、訪問看護など様々なサービ
スがそろっています。

こども発達相談のご案内
　「こどもの発達について聞いてみたいな☆
　 知りたいな☆」
　日時：2023年１月21日（土）
　　　　10：00～12：00
　場所：はあと保育園新山口
　講師：はあと相談事業所　山田�崇泰
　　　　ハートクリニック新山口
　　　　　　　作業療法士　勝木�美由紀
※参加ご希望の方は、はあと保育園新山口まで
お問い合わせください。（T083-976-2460）

問い合わせ先
ハートクリニック新山口
T 083（976）2450

担当：作業療法士　勝木
　　　作業療法士　竹内

豆知識 チェックしてみよう！ 〜お子さんの発達について〜

●完全予約制（電話または公式LINEアカウントにて）

月・金／9：00～17：00
　　水／9：00～12：00

このようなお困りごとはありませんか？
□�極度の人見知り
□�同年齢くらいの子と遊べない
□�思い立ったような急な行動が多い
□�癇癪を起すことが多い
□�簡単な質問に答えられない
□�会話が成り立たない
□�言葉が遅れている
□�お気に入りがあるとそればかりになる
□��新しい場所や人に接するのを非常に嫌が
る・不安がる

□�気に入らないことがあると手が出る
□�ごっこ遊びをしない

子どもの発達が気になるので
医師に相談したい。

電話またはLINEにて診療予約をする。

ハートクリニック新山口
LINE公式アカウント

問診票を取りに来ていただき、記載。
可能であれば事前に提出。

診察

担当医師

診察後のご利用に合わせて療育施設利用のため
の意見書の作成や、療育施設、相談支援事業所の
紹介をいたします。
チェックリスト以外にも「話すのが遅い」「歩くの
が遅い」「手先が不器用」などの気になること、お子
さまの発達に関するお困りごとがありましたら、お
気軽にご相談ください。

・友近�喜代子�医師 ・岡�桃子�医師

●発達相談外来受診の流れ



2022年12月
健康づくり講座カレンダー

※日･祝日は休館となっております。
◎�新型コロナウイルスの影響、諸事情により予定が変更となることがあります。

壁や冷蔵庫に貼ってお使いください

北部 南部 世田谷

開催地をエリアごとに色分けしてあります

問い合わせ先
青藍会在宅医療支援センター

 0120（2）81056
担当：和

わ

田
だ

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3

はつらつクラブ
（吉敷）

13：45～15：40

もの忘れ外来
あんの循環器内科  8：30～12：30
川   井   医   師  8：30～18：00

もの忘れ外来
ハートクリニック南山口

8：30～12：30

はつらつクラブ南山口
①13：00～14：30
②15：00～16：30

4 5 6 7 8 9 10
健康相談（吉敷）

①10：00～11：00
②14：00～15：00

ベビーマッサージ
（吉敷）

10：30～11：30

リハビリ専門職による
健康体操（吉敷）

14：00～15：00

リーガルアシスト
（吉敷）（要予約）
15：00～16：00

もの忘れ外来
あんの循環器内科
8：30～12：30

もの忘れ外来
ハートクリニック南山口
14：00～18：01

健康麻雀（吉敷）
14：00～16：01

もの忘れ外来
ハートクリニック南山口　

8：30～12：30
OYA塾

はあと保育園中央
10：00～11：00 

はあとカフェ南山口
14：00～15：00

11 12 13 14 15 16 17
福祉相談（吉敷）

①10：00～11：00
②14：00～15：00

ベビーマッサージ
（吉敷）

10：30～11：30

はつらつクラブ
（吉敷）

13：45～15：40

リーガルアシスト
（吉敷）（要予約）
15：00～16：00

もの忘れ外来
あんの循環器内科
8：30～12：30

もの忘れ外来
ハートクリニック南山口
14：00～18：00

健康麻雀（吉敷）
14：00～16：00

はあとカフェ
平川・大歳

14：00～15：00

もの忘れ外来
ハートクリニック南山口

8：30～12：30

介護相談（南山口）
14：00～17：00

はつらつクラブ南山口
①13：00～14：30
②15：00～16：30

OYA塾
はあと保育園新山口
9：00～15：00

オレンジカフェ白石
13：00～15：00

18 19 20 21 22 23 24
子育て相談（吉敷）

①10：00～11：00
②14：00～15：00

ベビーマッサージ
（吉敷）

10：30～11：30

リハビリ専門職による
健康体操（吉敷）

14：00～15：00
はあとカフェ宮野
14：00～15：00

もの忘れ外来
あんの循環器内科
8：30～12：30

もの忘れ外来
ハートクリニック南山口
14：00～18：00

健康麻雀（吉敷）
14：00～16：00

もの忘れ外来
ハートクリニック南山口　

8：30～12：30
OYA塾

はあと保育園吉敷
10：00～11：00 

介護相談（南山口）
9：00～12：30

はあとカフェ
新山口・小郡

はあとカフェ
山口･中央

10：00～11：00
25 26 27 28 29 30 31

健康相談（吉敷）
①10：00～11：00
②14：00～15：00

ベビーマッサージ
（吉敷）

10：30～11：30 年末年始のお休み
12/30（金）〜1/3（火）もの忘れ外来

ハートクリニック南山口
14：00～18：00

健康麻雀（吉敷）
14：00～16：00

講師募集中
健康づくり講座では、多くの方に利用していただくために、色々な講座を検討しています。ご自分で講座を開設したい
とお考えの方がいらっしゃいましたら、0120（2）81056�担当：和田　までご連絡ください。

呼吸リハビリテーションについて

キーホルダー作り　対象：５歳児クラス ※５組限定 ※要予約

感染症〜予防策〜

クリスマスリース作り
※15組限定 ※要予約

介護保険制度について part７

法律に関すること、難しい困りごとを
弁護士に相談できます。（要予約）

障がい年金・社会保険など社会保険労務士に相談できます。（要予約）

腰痛予防について

11月のはあとカフェ
南山口では「お口の
健康」をテーマにお
話しや口腔体操など
を行いました。

地域の中での高齢者福祉のあり方、
認知症サポートについて

発表会

野田学園合唱
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健康づくり講座カレンダー

健康づくり講座カレンダー  2023年１月

北部 南部 世田谷

開催地をエリアごとに
色分けしてあります

利用について
・講座に参加を希望される方は、問い合わせ先までお申し込みください。
・講座によっては、定員に達している場合がありますので、ご了承ください。
・日・祝日は休館となっております。
・新型コロナウイルス感染症の影響、諸事情により予定が変更になることがあります。

日 月 火 水 木 金 土
1 2 3 4 5 6 7

元日 振替休日 年始休み

はつらつクラブ
（吉敷）

13：45～15：40

もの忘れ外来
あんの循環器内科
8：30～12：30

もの忘れ外来
ハートクリニック南山口

8：30～12：30
OYA塾

はあと保育園中央
10：00～10：40 
はつらつクラブ南山口
①13：00～14：30
②15：00～16：30

8 9 10 11 12 13 14

成人の日

ベビーマッサージ
（吉敷）

10：30～11：30

リハビリ専門職による
健康体操（吉敷）

14：00～15：00

リーガルアシスト
（吉敷）（要予約）
15：00～16：00

もの忘れ外来
あんの循環器内科  8：30～12：30
川   井   医   師  8：30～18：00

健康麻雀（吉敷）
14：00～16：00

もの忘れ外来
ハートクリニック南山口　

8：30～12：30
はあとカフェ南山口
14：00～15：00

OYA塾
はあと保育園吉敷
10：00～11：00 

15 16 17 18 19 20 21
健康相談（吉敷）

①10：00～11：00
②14：00～15：00

ベビーマッサージ
（吉敷）

10：30～11：30

はつらつクラブ
（吉敷）

13：45～15：40

リーガルアシスト
（吉敷）（要予約）
15：00～17：00

もの忘れ外来
あんの循環器内科
8：30～12：30

もの忘れ外来
ハートクリニック南山口
14：00～18：00

健康麻雀（吉敷）
14：00～16：00

はあとカフェ
新山口・小郡

14：00～15：00

もの忘れ外来
ハートクリニック南山口

8：30～12：30
介護相談（南山口）
14：00～17：00

こども発達相談
10：00～12：00

オレンジカフェ白石
13：00～15：00
はつらつクラブ南山口
①13：00～14：30
②15：00～16：30

22 23 24 25 26 27 28
福祉相談（吉敷）

①10：00～11：00
②14：00～15：00

ベビーマッサージ
（吉敷）

10：30～11：30

リハビリ専門職による
健康体操（吉敷）

14：00～15：00
はあとカフェ宮野
14：00～15：00

もの忘れ外来
あんの循環器内科
8：30～12：30

もの忘れ外来
ハートクリニック南山口
14：00～18：00

健康麻雀（吉敷）
14：00～16：00

もの忘れ外来
ハートクリニック南山口　

8：30～12：30
介護相談（南山口）
9：00～12：30

OYA塾
はあと保育園新山口
10：00～11：30

はあとカフェ
山口･中央

10：00～11：00
Work Café

10：30～11：30
29 30 31

●お知らせ
月曜日の健康相談・福祉相談・子育て相談はリモート
での相談も受け付けています。詳しくはお問合せ下さい。

子育て相談（吉敷）
①10：00～11：00
②14：00～15：00

ベビーマッサージ
（吉敷）

10：30～11：30
もの忘れ外来

ハートクリニック南山口
14：00～18：00

健康麻雀（吉敷）
14：00～16：00

親子でクッキング♪ ※15組限定
エプロン＆三角巾＆マスク持参 ※要予約

感染症～手洗い～

ビジネスマナー
場所：ハートハウス小郡南

冬のモビール作り

介護保険制度について part8

法律に関すること、難しい困りごとを
弁護士に相談できます。（要予約）

障がい年金・社会保険など社会保険労務士に相談できます。（要予約）

青藍会では、地域の方々が気軽に集う場を提供し、地域の健康とコミュニティを支援してい
ます。当法人の専門職や地域ボランティアが講師となり、健康教室・介護予防教室・介護支援
教室・みになる講座・体験講習などの健康づくり講座を行っています。これらの予定と、これ
まで広報誌の生活版でお知らせしていた各支店でのはあとカフェや保育園のOYA塾、もの忘れ
外来の予定等を入れて健康づくり講座カレンダーを作成しています。当月分は壁などに貼って
ご利用いただけるよう、別紙になっております。是非お気軽にご参加ください。

問い合わせ先
青藍会在宅医療支援センター

 0120（2）81056
担当：和

わ

田
だ

地域の中での高齢者福祉のあり方、
認知症サポートについて

親子でリトミック

新年会
場所：ハートホーム小郡

こどもの発達について聞いて
みたいな知りたいな
場所：はあと保育園新山口
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11月　外来診療医師予定表

【2022年12月　外来診療医師予定表】

あんの循環器内科

理事長　阿武 義人
日本循環器学会専門医
日本内科学会認定内科医
日本医師会認定産業医
日本医師会認定健康スポーツ医
THP健康測定研修修了医
介護支援専門員
認知症サポート医
緩和ケア研修会受講修了

院長　亀田 秀樹
日本脳神経外科学会専門医
日本認知症学会専門医・指導医、
認知症サポート医
やまぐちPREMIUMオレンジドクター

福谷 敏彦
日本外科学会認定医
麻酔科標榜医
麻酔科学会認定医・専門医

名西 史夫
日本内科学会認定内科医
日本腎臓学会専門医
日本透析医学会専門医
日本リウマチ学会専門医
日本医師会認定産業医

森重 聡
日本内科学会認定内科医
日本血液学会認定血液専門医・指導医
日本内科学会総合内科専門医・指導医
日本輸血・細胞治療学会認定医
日本造血細胞移植学会認定医

ハートクリニック南山口

上野 匡庸
内科・リウマチ・膠原病

川井 元晴
元山口大学医学部教授
日本認知症学会認定専門医
日本神経学会認定神経内科専門医

橋本 慎太郎
循環器

院長　松村 孝司
日本脳神経外科学会専門医
介護支援専門員

村田 和弘
日本リハビリテーション医学会
指導医・専門医・臨床認定医
日本プライマリ・ケア連合学会
指導医・家庭医療専門医
日本臨床栄養代謝学会認定医
日本摂食・嚥下リハビリテーション
学会認定士
日本嚥下医学会嚥下相談委

ハートクリニック新山口

西村 夏実
循環器

末冨 建
循環器

院長　向江 徳太郎
日本小児科学会小児科専門医
日本救急医学会救急科専門医

友近 喜代子
小児・発達外来

岡 桃子
日本小児科学会小児科専門医
日本小児神経学会小児神経専門医

あんの循環器内科 ハートクリニック南山口 ハートクリニック新山口

月
AM 阿武・福谷 松村 向江・友近
PM 阿武・福谷 松村 向江・友近

火
AM 阿武・亀田・森重 予約制 向江
PM 阿武・亀田・森重 松村 向江

水
AM 阿武・福谷・森重 松村 向江・友近
PM 阿武・福谷・森重 松村 向江

木
AM 亀田・名西 西村 向江
PM 向江

金
AM 亀田 末冨 向江・岡
PM 阿武・亀田・上野 松村 向江・岡

土
AM 亀田・橋本・山本 松村・村田
PM

お知らせ

・12/3(土) ８：30～18：00
川井医師　もの忘れ外来

・ 12/4（日） ９：00～18：00
休日当番

・12/23(金) 15：00～17：10
阿武理事長　企業訪問

・ 毎週月・土にもの忘れ外来を
実施しています

・ 12/4（日） ９：00～18：00
休日当番

・ 友近医師・岡医師は発達相談
外来（要予約）も行っています
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在宅医療担当表

【在宅医療担当表】

脳神経外科
院長　亀田 秀樹

総合内科
福谷 敏彦

脳神経外科
萬納寺 洋道

形成外科
中浜 都

皮膚科
原田 和恵

皮膚科
専徳 健太

皮膚科
駄阿 也眞人

脳神経外科
院長　松村 孝司

総合内科
村田 和弘

小児科
院長　向江 徳太郎

歯科
川野 多加子

歯科
藤本 勝廣

薬剤師
部坂 理恵子

薬剤師
部坂 泰志

薬剤師
柴田 明香

薬剤師
奥村 朋美

管理栄養士
秋月 悦子

作業療法士
柳井 勇樹

月 火 水 木 金

総合内科
脳神経外科

亀田 秀樹 亀田 秀樹
福谷 敏彦 福谷 敏彦 福谷 敏彦 福谷 敏彦 福谷 敏彦

萬納寺 洋道 萬納寺 洋道
松村 孝司 松村 孝司 松村 孝司 松村 孝司 松村 孝司

村田 和弘
（第１・３週）

形成外科 中浜 都
皮膚科 原田 和恵 専徳 健太/駄阿 也眞人
小児科 向江 徳太郎 向江 徳太郎 向江 徳太郎 向江 徳太郎 向江 徳太郎

歯科
川野 多加子 川野 多加子 川野 多加子 川野 多加子 川野 多加子
藤本 勝廣 藤本 勝廣 藤本 勝廣 藤本 勝廣

訪問薬剤指導
部坂 理恵子 部坂 理恵子 部坂 理恵子

部坂 泰志 部坂 泰志 部坂 泰志 部坂 泰志
奥村 朋美 柴田 明香 柴田 明香

訪問栄養指導 秋月 悦子 秋月 悦子 秋月 悦子 秋月 悦子 秋月 悦子
訪問リハビリ 柳井 勇樹 柳井 勇樹
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※コンプライアンス部：この広報誌の写真は、ご本人に承諾を得た上で掲載しております。翻訳・引用・要約・開示・配布・書籍等への転載等を禁止します。

山口エリア
■あんの循環器内科　Ｔ083（924）1151　■ハートクリニック新山口　Ｔ083（976）2450　■ハートクリニック南山口　Ｔ083（988）3333
■おごおり薬局　　　Ｔ083（974）1660　■メディキッズ山口　　　　Ｔ083（941）5311　■メディキッズ新山口　　　Ｔ083（976）2450
■青藍会在宅医療支援センター山口　訪問看護ステーション Ｔ 083（933）6020
■青藍会在宅医療支援センター山口　定期巡回・随時対応型訪問介護看護 Ｔ 083（934）7600
■青藍会在宅医療支援センター新山口　訪問看護ステーション Ｔ 083（976）2400
■青藍会在宅医療支援センター新山口　定期巡回・随時対応型訪問介護看護 Ｔ 083（976）2400
■青藍会在宅医療支援センター新山口　看護小規模多機能型居宅介護 Ｔ 083（976）2400

理念：私たちは、医療・保健・福祉の分野で、地域の方々の生活を生涯に渡って支えることに最善を尽くし、そして、そこで働いていることに誇りを持ちます。

東京エリア 
■青藍会在宅医療支援センターハートハウス成城　定期巡回・随時対応型訪問介護看護　Ｔ 03（3416）4160
　

日々の生活の中で、健康維持のため・今よりちょっ
と良くなるため・過ごしやすくなるためのアドバイスを
リハビリ専門職員がお伝えするコーナーです。

おうちdeリハビリ 13

ストレートネックとは首が前に出るような姿
勢を続けることで、骨の弯曲が失われることを
言います。主な原因としては、携帯電話やパソ
コンの使用、下を向いた状態での読書など長時
間にわたって同じ姿勢を取る等といった継続し
た姿勢の悪さが挙げられます。今回は簡単な
見分け方と運動を紹介しますので、ストレート
ネックが気になる方は実践して予防・改善しま
しょう。

【見分け方の紹介】
①壁を背にして正しい姿勢で立つ。
②後頭部・肩甲骨・お尻・踵をつける。

【運動紹介】
１．あご押し運動
①背筋を伸ばしてあごを前方に出す。
②	あごに手を置き、あごを後ろに５秒間押す。
　①～②を５回程度行う

２．タオルストレッチ
①	両手でタオルの端を持ち、首の後ろにタオル
を当てる。

②	頭を軽く後方に倒しながら、タオルを斜め上
方向に引っ張る。

③	②の状態で顎を引いて、５秒間ほどそのまま
維持する。

　①～③を５回程度繰り返し行う

紹介した運動を行うことで硬くなった筋肉を
ほぐすことはできますが、運動だけでは不十分
なため、常日頃から姿勢を良くするように意識
しましょう。

作業療法士　大脇 達也 理学療法士　林 宗佑

今回のテーマ　ストレートネックについて

体操を動画でも紹介しています。
QRコードを読み取ってご覧くだ
さい。

問い合わせ先
 0120（2）81056

青藍会グループ介護・リハビリ担当：武
たけ

永
なが

ハートホーム山口デイケアセンター

運動の前に、首のマッサージを
しましょう。

タオルを持つ
手は目線の高
さに

体が後方に倒
れないように

※	後頭部が壁につかない、もしくは
つけるために力を使う場合は、ス
トレートネックが疑われます。

① ②


