
月　　火　　水　　木　　金　　土

○　　○　　○　　／　　○　　
○　　○　　○　　○　　○　　○  9：00～12：30

16：00～19：00

内科・リウマチ科

休診日 ：日曜・祝日　※急患は、電話でご相談ください

日にち 診療時間 担当医受診科

橋詰 謙三先生

南　 政博先生

南　 政博先生

整形外科

整形外科

整形外科

整形外科
整形外科 16:00～19:00

9:00～12:30

17:00～19:00
11月   2日(金)
11月   7日(水)

今野 陽介先生

今野 陽介先生

17:00～19:00

16:00～19:00

11月17日(土)
難波 良文先生

難波 良文先生

16:00～19:0011月16日(金)
脳外科

脳外科

11月21日(水)
16:00～19:0011月26日(月)

11月12日(月)

受診案内GuideGuide

12：30
まで

Information

お知らせInformationInformation

予約制
です

当院には定期的に各科の
医師が診察に来ています。
受診希望の方はご相談く
ださい。

年末年始の外来診療時間

12月30日（日）・・・・休診（外来・透析）
12月31日（月）・・・・当番医（9：00～17：00）

2012年 2013年

※休診日にご注意ください。

1月1日（火）・・・・休診
1月2日（水）・・・・休診
1月3日（木）・・・・休診
1月4日（金）～・・通常診療

おさふねクリニックでは、健康教室や各会を毎月予定しています。
興味ある方はクリニックスタッフまでお問合わせ・お申込みください。

予 定ScheduleSchedule
2012年 教室予定一覧 11月17日（土）

12月15日（土）
リウマチ

糖尿病

治療・生活管理について

治療・生活管理について※定員に制限がある場合がございます。

※透析は通常通り
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T E L . 0 8 6 9 - 2 6 - 8 0 8 0
F A X . 0 8 6 9 - 2 6 - 8 0 8 1

内科、リウマチ科、透析内科、糖尿病内科、腎臓内科、消化器内科
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自分でできる骨盤調整
～股関節のストレッチ～
自分でできる骨盤調整
～股関節のストレッチ～

高齢者における気道感染の主な疾患として誤嚥性肺炎があげられ
ます。誤嚥性肺炎とは、口の中の唾液や細菌が誤って気道に入り込
むことで起こる肺炎です。誤嚥は特に夜間に起こりやすく、誤嚥を起
こしても「むせ」などの自覚症状がないことがあります。これを繰り
返すと誤嚥性肺炎を起こします（不顕性誤嚥）。また、胃の内容物が
嘔吐により気道に入った場合にも誤嚥性肺炎が起こることがありま
す。 食前、食後の口腔ケアと食事中の誤嚥防止が大切です。

口腔ケアとは、歯と口を清潔にすることで、むし歯や歯周病予防のため
だけでなく、全身の健康を守るためにとても大切です。口腔ケアの基
本は、自分自身で行う毎日のケア（セルフケア）と歯科医師や歯科衛生
士などのケア（プロフェッショナルケア）があります。まずはセルフケア
をしっかり行いましょう。

●適切な歯ブラシや歯間清掃用具を選択し、歯だけでなく舌や口腔粘膜も含め、すみずみまでしっかり清
掃しましょう。

●むし歯を引き起こす甘味食品の量を制限し、食事をよく噛んで食べましょう。
●顔面、口腔をよく動かし、摂食・嚥下のための良好な口腔機能を保ちましょう。
●フッ化物入り歯みがき剤や洗口剤などを使用し、むし歯予防しましょう。定期的に歯科健診を受けましょう。

誤嚥性肺炎とは？

口腔ケアとは？

歯ブラシによる
歯垢（プラーク）コントロール

Point1

Point2

Point3

毛先をきちんとあてて磨く
軽い力で磨く
小刻みに動かして磨く

※口の中を観察し、歯ブラシの
　毛先を上手に使って、自分に
　合った磨き方を工夫しましょう。

歯垢のたまりやすいところ

口腔ケア口腔ケアで誤嚥性肺炎誤嚥性肺炎の
予防をしましょう予防をしましょう！

口腔ケア口腔ケアで誤嚥性肺炎誤嚥性肺炎の
予防をしましょう予防をしましょう！

口腔ケア口腔ケアで誤嚥性肺炎誤嚥性肺炎の
予防をしましょう予防をしましょう！

口腔ケアで誤嚥性肺炎の
予防をしましょう！

●歯と歯の間
●歯と歯ぐきの境目
●奥歯の噛み合わせ
●凹凸しているところ
●背の低い歯

内側のあて方 外側のあて方歯と歯肉の境目のあて方

下の奥歯の
裏側のあて方

45°

ごえんせいはいえん

こうくう

歯ブラシのあて方
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股関節の手術をしている
場合や痛みがある方は
行わないでください。

自分でできる骨盤調整自分でできる骨盤調整
～股関節のストレッチ～～股関節のストレッチ～
自分でできる骨盤調整自分でできる骨盤調整
～股関節のストレッチ～～股関節のストレッチ～
自分でできる骨盤調整
～股関節のストレッチ～

立てた膝の上に両手を添え、ゆっくりと
腰を前方に押し出します。
後ろの脚の付け根が伸びるように上半
身は起こして。

右脚を横に開き、つま先を正面に向けます。
上半身を右脚の方向へ真横に倒します。
反対側も同様に。

右脚を左脚の後ろに交差させ、腰を右へ押し出します。
右側のお尻が伸びているのを感じましょう。
反対側も同様に。

両足の裏を合わせて膝を外に開きます。
腰が後ろに倒れないように背筋を伸ばしましょう。

腰が丸まっ
てしまう、膝

が極端に
浮いてしま

う

人はクッシ
ョン等をお

尻

や膝の下に
入れます。

仰向けになり両膝をつけ、両足をゆっくり開く。
深呼吸をしながら10秒ほど保持しましょう。
膝に負担がかからないように、両足首をしっかり起こ
して行いましょう。

屈曲・伸展

外転 内転

外旋 内旋

骨盤と大腿骨からなる股関節は、球状の関節で6方向に動きます。多方向
へ動かすために大きな筋肉と小さな筋肉が混在している上、太い血管やリ
ンパ節、神経系が集中しています。姿勢不良や偏った動きが股関節の動き
に制限をつけ、骨盤の歪みを生じます。

くっきょくしんてん

がいてん ないてん

ないせんがいせん

イスを使って簡単に

上から見ると

イスを使って簡単に

（前に出した側が屈曲、後ろ脚が伸展）

口腔ケアで誤嚥性肺炎の
予防をしましょう！

口腔ケアで誤嚥性肺炎の
予防をしましょう！

口腔ケアで誤嚥性肺炎の
予防をしましょう！
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Guide

お知らせInformationInformation

Information

インフルエンザ予防接種を開始いたしました。

おさふねクリニック患者会に入会しませんか？おさふねクリニック患者会に入会しませんか？

日本糖尿病協会の支部会で、糖尿病患
者さんとご家族を中心とした会です。定
期的に健康教室や歩こう会を開催して
います。　会費は3,000円です。

おさふねクリニックでは同じ悩み
を持つもの同士お互い励まし合
い、知識を共有し、情報提供や
意見交換を通して、会員相互の
親睦を図ることを目的とした患
者会を立ち上げています。入会
希望の方はクリニックスタッフへ
申し出ください。

リウマチ膠原病患者さんとご家族
を中心とした会です。定期的に勉
強会を開催しています。
会費は無料です。

Schedule10月より

13歳未満

13歳以上65歳未満

65歳以上
ご希望の方はスタッフまでお申し出ください。

（1回）1,800円2～4週あけて
2回接種

2,800円
お住まいの市町村により自己負担額
が異なります。詳しくは各市町村役場
へお問い合わせください。

（         　　　  ）
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「糖尿病透析患者における栄養障害リスクと背景因子との関係」

第21回 中国腎不全研究会（9/30 広島国際会議場）
中田 淳子

「血液透析患者におけるDPP-4阻害薬の使用経験」 那須 由美

「当クリニックにおける認知症患者の実態調査」恒次 永里子

「血液透析患者における睡眠障害と血圧との関係についての検討」塩田 明美

「透析出血感知センサーの導入を試みて」山本 理加

「透析液の濃度管理方法の検討」 阿波加 和美

「当院でのバスキュラーアクセス管理の現状」太田 裕也

「バスキュラーアクセスのトラブルに対するシャントエコー検査の有用性」中山 慶之

「血液透析患者を対象に透析日に実施した運動療法についての検討」清瀬 直子

「外来血液透析者のQOLと作業療法の検討　ーカナダ作業遂行測定を用いてー」
菊池 雅子
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