
2021年11月26日（金）ちゃんと 6

メルスィ

EMS 機器による

50分

体型を変えたい方、体脂肪を落としたい方にオススメです！

千歳店千歳店 千歳市勇舞4-10-14千歳市勇舞4-10-14
https://www.merci-esthe.nethttps://www.merci-esthe.net

駐車場あり
【営業時間】火～土曜  10:00～18:00、第2・4・5日曜 10:00～17:00
【定休日】毎週月曜、第1・3日曜、祝日
【営業時間】火～土曜  10:00～18:00、第2・4・5日曜 10:00～17:00
【定休日】毎週月曜、第1・3日曜、祝日

TEL 0123-22-5811TEL 0123-22-5811完全予約制

各3,980円税 込

4,980円税 込

各4,980円が税 込

メルスィ

インナーマッスルを鍛えてメリハリボディ
に！

お好きな箇所を2箇所選べて 4,980円税 込

4,980円税 込
メルスィの脱毛器は痛みが少ない※

皮膚冷却装置付。お肌を冷却しながら同
時に脱毛

！

※痛みには個人差があります。

セルフ脱毛

セルフ痩身

両ひじ上、両ひじ下、胸、お腹、両ひざ上、両ひざ下、手指甲、足指甲

メルスィが贈る　セルフエステ◯得

セルライト撃退マッサージ

インスタフォローで

痩身手技のトレーナーが認めた実力のあるスタッフによる
オールハンドマッサージだからこそ、機械ではアプローチ
できない見逃し脂肪も根こそぎ潰します。

期待できる

効 果
・セルライト脂肪分解
・インナーマッスルを鍛える
・体温上昇

上半身または下半身

フォローはこちらから▶

セルフ痩身・脱毛、
セルライト撃退マッサージ

Honda
HSS760n(J2)

除雪機は当店にお任せ！！除雪機は当店にお任せ！！
店頭展示販売会開催店頭展示販売会開催 12月25日土まで

除雪機
使用体験
実施中

遠藤産業 株式会社
恵庭市島松旭町1丁目5番1号
営業時間 8:30～17:30TEL.0123-36-8208TEL.0123-36-8208
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遠藤産業

使えます
Husqvarna ／ ハスクバーナ

両方プレゼント！！期間中除雪機ご購入で ガソリン携行缶（10L）
除雪機専用手袋
ガソリン携行缶（10L）
除雪機専用手袋

Honda
HSS970n（J）

点検整備も
当店にお任せ
ください！

下取り交換
キャンペーン中
お気軽にご相談ください

特別
価格

特別
価格

特別
価格

￥345,000 ￥￥￥￥345,000 345,000 345,000 345,000 （税別）￥345,000 ￥￥￥￥345,000 345,000 345,000 345,000 （税別）￥275,000 ￥￥￥￥275,000 275,000 275,000 275,000 （
税
別
）

￥275,000 ￥￥￥￥275,000 275,000 275,000 275,000 （
税
別
）

税込価格 ¥380,000
￥345,455￥￥￥￥345,455345,455345,455345,455 （

税
別
）

￥345,455￥￥￥￥345,455345,455345,455345,455 （
税
別
）

TS142TXD乗用芝刈り機

Honda

感謝還元
キャンペーン
感謝還元
キャンペーン
感謝還元
キャンペーン
感謝還元
キャンペーン
キャンペーン期間中、
対象のHonda発電機を

ご購入いただいた方の中から

携帯型インバーター発電機

抽選で100名様に
の10万円分 ギフトカードを
プレゼント!!

2022年 3月31日木まで

最
大

Honda

感謝還元
キャンペーン
感謝還元
キャンペーン
感謝還元
キャンペーン
感謝還元
キャンペーン
キャンペーン期間中、
対象のHonda発電機を

ご購入いただいた方の中から

携帯型インバーター発電機

抽選で100名様に
の10万円分 ギフトカードを
プレゼント!!

2022年 3月31日木まで

最
大

限定2台感謝還元
キャンペーン
感謝還元
キャンペーン
感謝還元
キャンペーン
感謝還元
キャンペーン

税込価格 ¥302,500 税込価格 ¥379,500
ご掲載商品の他にも多数取り揃えております。詳しくはお問い合わせください!

　皆さん、こんにちは！
　今年の9月より千歳市在宅医療・介護連携支援センターに入職した
吉田 肇です。
　入職前は、地域包括支援センターで高齢の方の介護の相談、虐待や成
年後見制度の対応、また、認知症地域支援推進員として認知症になった
方が暮らしやすい地域づくりのための啓発活動などを行っていました。

【千歳市在宅医療・介護連携支援センターと職場を選んだ理由】
　私が所属している在宅医療・介護連携支援センターは、医療と介護の
連携を強化することを目的としています。そのため、専門職やその方が
所属する専門機関との関わりが主であり、高齢の方と直接関わる機会は
あまり多くありません。
　なぜ福祉の現場にいた自分が今の職場を選んだかというと、認知症に
なった方もなっていない方も暮らしやすい地域を考えた時に、地域の方
と一緒に色々な活動をするのはもちろん大事ですが、その活動の土台作
りのためにもっと広い視点で動くことも必要だと長年の活動を通じて感
じていたからです。

【千歳市在宅医療・介護連携フォーラム】
　さて、その「認知症になった方もそうでない方も地域で暮らしやすい
地域」の土台作りとして、千歳市在宅医療・介護連携フォーラムを企画
しています。
　これは例年、演劇や講座などを企画し、地域の皆さんに医療・介護へ
の理解を深めて頂くことを目的とした催しでしたが、昨年は新型コロナ
ウイルス感染症拡大防止のため開催できませんでした。
　今年度は感染対策を行い来年1月頃の開催を目指して準備していま
す。認知症や新型コロナウイルス感染症をはじめとした様々な病気や障
がいが世の中にはあり、気分が落ち込むこともたくさんあります。しか
し、フォーラムを通じて高齢者になっても安心して千歳で暮らしていけ
る希望が持てるように、チーム一丸となってより良いフォーラムとなる
よう努めてまいります。

入職のご挨拶と千歳市在宅医療・介護連携フォーラムについて第53回

ちとせの介護医療連携の会
千歳市在宅医療・介護連携支援センター

連携推進課 係長　吉田　肇

介介 医医護 の現場から
シニアライフサポートシニアライフサポート

、 療
ちとせの介護医療連携の会

　鼻出血は、予告なしに突然訪れます。赤い
血を見ただけで怖気づき、パニックに陥りそう
になる方もいらっしゃると思います。しかし、
鼻血で亡くなる方はほとんどいないので落ち
着いてください。その時あわてず適切に対処
できるように、鼻出血のことを簡単に述べま
す。

1.出血点
　鼻出血は、外傷などの特別な原因がない限
り、鼻粘膜の細い血管が自然に破綻して起り
ます。出血部位（出血点）は、①鼻の前方の出
血：鼻の入口のすぐ後ろの鼻中隔粘膜（キーゼ
ルバッハ部位と言います）、あるいは②後方の
出血：鼻腔外側で下甲介という出っぱりのすぐ
後の壁にあります。
　前者の方が圧倒的に高頻度ですので、ま
ずこの部位の鼻出血を想定して対処を始めま
す。動脈性と静脈性のいずれもありますが、
対処法に変わりはありません。

2.止血法：鼻血が出たら「つっぺかる」（北海道弁）
　鼻出血の多くは、ごく細い血管からの出血
で、もし簡単に触れることができる部位なら
ば、出血点を指でしばらく押さえておけば止
まってしまう程度のものです。しかし、鼻の中
では見えないし、直接押さえることも出来ませ
ん。また軟骨や骨による鼻の枠組があるので、
鼻を外側からただ圧迫しても、またタオル等で
鼻の入り口を抑えても鼻腔内の出血点を圧迫
止血するのは困難です。そこで「つっぺかる」
必要があるのです。
　鼻の中に「つっぺ」（すなわち詰め物）をした
後に鼻を外から抑えてやると、「つっぺ」から
の圧迫効果が効いて止血されるという原理で
す。具体的には、ティッシュや綿花を丸めて、
鼻血の出ている人の小指の太さほどの円柱形
の「つっぺ」を作り、小指の先の第一関節くら
いの深さまで鼻の中に挿入して、鼻翼の外か
ら圧迫します。ノドに血液が落ちてこなけれ
ば圧迫止血に成功です。一度でダメでも別の
「つっぺ」で、太さと深さを加減して、何度か

試みるうちに止まります。
　「つっぺかる」は鼻に詰め物をして栓をする
という意味です（かる：閉める、詰める）。

3.ノドに流れ落ちる血液の対処法
　前方からの出血でも「つっぺ」で止まらない
場合、あるいは後方からの出血の場合には血
液がノドに流れてきます。血液を飲み込んだ
り、誤嚥しないように、流れ込む血液を口から
外に出してやる必要があります。仰向けに寝
ていると流れ込みますがら、坐位でうつむき加
減あるいは側臥位になって、鼻から流れ込む
血液を口から外に出すようにします。

4.耳鼻科クリニックでの対処方法
　上記対処法で止まらない場合、止血しても
その後も繰り返し出血する場合、何か不安が
ある場合には耳鼻科を受診してください。出
血がひどく、助けがいない場合には救急車を
呼んでください。
　耳鼻科では、まず痛み止めのガーゼによる
局所麻酔をした後に出血点を探します。鼻の
前方に出血点があれば、電気メスで凝固止血
します。しかし、電気で焼く時少し痛いこと、
焼いた所に厚い痂皮が付き、いじると再出血
する恐れがあることから、電気で焼く方法は子
供には勧められません。子供の場合、アレル
ギー性鼻炎で鼻が痒くて、寝ている間に指で
傷付けて出血することも多いので、アレルギー

の治療をしっかりしてください。
　ガーゼ麻酔後に調べた結果鼻の前方に出血
点が見つからない場合、来院時すでに止血し
ていた時には、再出血時に再診していただくこ
ととします。この場合でも、後方からの激しい
出血の可能性が高いと判断された場合や後方
からのはげしい出血が持続している場合には、
鼻の中にガーゼを詰めて市民病院の耳鼻科に
その後の治療をお願いする事が多いです。

5.後方からの出血の場合（入院や手術が必要
な場合もあります）
　鼻の後方からの出血の場合、下甲介という
大きな出っぱりの陰に出血点があるため、肉
眼での止血処置は不可能です。比較的太い動
脈性の出血も多いので、鼻の手術用の内視鏡
（硬性鏡）で見ながら電気メスで凝固します。
後方の出血点が見つからない場合には、抗生
物質の軟膏の付いたガーゼを鼻腔内にビッシ
リ詰めて圧迫する方法をとることもあります。
この場合再出血の可能性が高い時には相談の
うえ入院となることもあります。また困難な例
では、手術室で止血操作を行ったり、血管造
影をしながら血管内に詰め物をして止血したり
することもあります。これらは、手術の可能な
入院施設にお願いすることになります。
　以上、鼻出血について簡単に述べましたが、
何かありましたらご相談ください。

鼻出血について

朝倉 光司ペウレ耳鼻咽喉科 先生

おしえて！ お医者さん




