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去る、10 月 28 日（金）伝国の杜 置賜文化ホールにお

いて「地域緩和ケア 市民公開講演会」が開催されました。

今回は、『「平穏死」のすすめ』の著者であり、昨年、

NHK スペシャル「老衰死～穏やかな最期を迎えるには

～」にご出演なさった、石飛幸三氏をお迎えし、ご講演

いただきました。会場には一般市民、医療、介護、福祉、

行政に携わる皆さん、合わせて約 300 名にご参加いただ

き、成功裡に終了いたしました。 

 

 

 

 

 

講師の石飛幸三先生 

開会の挨拶 仁科盛之理事長 会場の様子 
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 日増しに秋の深まりを感じる 9 月下旬、 

サービス付き高齢者住宅おたかぽっぽへ訪

問してきました。当日の参加者は十数名。 

『隣組』を替え歌にした『はじまりのうた』

からスタート。上肢の軽い体操やお口の体操

を歌にのせ、合奏もしたりとあっという間に

時間が経ちました。「あんなことしたっけ。」

「こんなこともあったっけ。」と音楽を介し

て昔へタイムスリップ。当初、緊張した面持

ちの方も次第に笑顔になり「楽しかった」「若

返ったみたい」との声を頂きました。 

音楽療法は回想法として有効とされてお

り、認知症予防にも多くとりあげられていま

す。“楽しみながら予防できる”音楽で心安

らぐひとときはいかがですか？  

音楽療法士 小笠原未希 

 

 

 

 

座長の灘岡壽英医師 お礼のことば 加藤佳子医師 

 

 

 

書籍販売とサイン会で

は、行列ができました 

 

当日、会場で販売した石飛医師の著書である最新刊『「平穏死」を受け入れるレッスン』は完売

し、書籍サイン会の会場は行列になるほどの盛況ぶりでした。また、講演では個人の尊厳を尊重し

た自然な最期とは―。その人らしく生ききるとは―。について考える大変貴重な時間となりました。 

ご協力いただきました地域の事業所の皆さん、ならびに病院職員の皆さんに感謝いたします。 

 

 

 

受付と書籍販売の皆さん 

お疲れ様でした 

主催者を代表して高橋啓子 

看護部長より花束の贈呈 

おたかぽっぽ にて 

いきいき音楽療法 
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11/5 恒例の芋煮会を緩和ケア病棟談話室で行いました。山形と言え

ば「芋煮」と言われる程、必ず堪能したい、秋の味覚の一つです。 

入院中の患者さんにもこの季節にはやっぱり暖かい芋煮を味わって

いただきたい。皆さんに少しでも喜んでもらいたいという思いで、精

一杯腕を振い、芋煮やおにぎりをつくり、おもてなししました。芋煮

の味は上出来で、参加された患者さん、ご家族より「おいしい、おい

しい！」という、うれしい声と満面の笑顔をいただきました。 

また、通常食欲があまりない患者さんが、芋煮、おにぎり、果物な

どをすべて召しあがり、その食欲旺盛な様子に皆が驚かされたという

場面もありました。私達の心配をよそにその後も上機嫌で芋煮会を楽

しまれた患者さんが印象的でした。 

 

緩和ケア病棟恒例で、毎年夏祭りを開催しております。

入院中の患者様やご家族様はもちろん、緩和ケア外来に

通院していらっしゃる患者様方へもご案内して、参加し

ていただいています。短時間ではありますが、ちょっと

した催しを準備し、少しでも楽しいひとときを過ごして

いただきたいと考えています。 

 今年のレクリエーションは、スイカ割り・ヨーヨー釣

り・輪投げ。お子様方には大好評！ もう一回やる！と

積極的に参加して盛りあげてくださいます。なんと、ス

イカ割りは大ヒット！ 力強く割れました。お子様の姿

を優しく見守る患者様のまなざしは、とても印象的でし

た。ハンドベルのようなトーンチャイムで、参加者全員

で一曲を合奏します。皆さん真剣でしたね。 

 食事は、簡単ではありますが、つや姫のおにぎりと焼

きそば、旬の枝豆やとうもろこし、ぶどう等。みんなで

割ったスイカは、大きさが不揃いです。デザートはババ

ロア！ あっという間に皆さんで召しあがっていただ

き、作り甲斐がありました。 

 終わってからも「孫がとても楽しんでいた、ありがと

う」とお言葉をちょうだいしました。また、写真を見返

して、「あの時は楽しかったね」と何度も思い出してくだ

さる患者様もいらっしゃいました。 

  

 
童心に返り楽しんでいただいたり、患者様とご家族様の思い出のひとつとなれば幸いです。来年度も

また企画したいと思います。その際は、ぜひご参加くださいませ。 

 

 

芋煮会 

夏祭り 
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そんな秋の日の緩和ケア病棟での芋煮会。

ほっこりとした和やかな時間の中、患者さ

んやご家族の皆さんに楽しい芋煮会の雰囲

気を感じて頂けたのではないでしょうか。

そして私達も、皆さんの満足された姿を拝

見することが出来、とても嬉しく思いまし

た。緩和ケア病棟スタッフは、患者さん、

ご家族の方からの心温まるお言葉を頂戴す

る機会や日々学ばせて頂く事が数多くあ

り、その全てに対して感謝の念に耐えませ

ん。また来年も芋煮会を開催し、皆さんと

の楽しいひとときを一緒に過ごさせていた

だければと考えております。 

   

 

今後の病棟行事 

平成２８年度 第２回情報交換会を予定しています。 

昨年７月に行われた第１回情報交換会では、灘岡医師（心療内科）よ

り「終末期癌患者の精神症状について」を題に講演会と３つのグループ

に分かれて相談会を行いました。その際、「緩和ケア病棟はどういう所？

どうやったら入院できるの？」「モルヒネはどんな効果があるの？どれ

くらい飲んでいいの？」などの質問がありました。 

そこで今回は“緩和ケアの役割”というテーマで開催する予定です。 

 

 

 

開催日時： 

H29 年 1 月 17 日 

18：15～19：30 

場所：三友堂病院

2 階外来ホール 

 

 

 

http://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1479575850/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly9pbWcuY3BjZG4uY29tL3N0ZXBzLzYyNTI1MzIvMjcycTMwL2NiYjc1NjE3ZTU2ZDAyMWJkZWFjZmMwNGQ2MWM1YjM1LmpwZz91PTE3ODY0NzEmcD0xMjgzMzE5MDQx/RS=^ADBPzOY3KxMIKYdRl5cy5Z98FEkowg-;_ylt=A2RCKwqqNy9YHhQAeQodOfx7
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「病院食の紹介」 
 

 

寒い日々が続いていますね。体力を維持するため、また、風邪など感染症を防ぐためにも食事は

大切です。 

しかし、「がんばって食べよう」と思うあまり、 

食べることがつらくなってしまうこともあるかも 

しれません。焦らず、体の調子やおなかの具合に 

合わせ、食べられるものから食べるようにすること 

が大切です。 

今回は冬場に提供している病院食、デザートを 

ご紹介します。 

冬の食事 

 

握りずしをひとまわり小さくして、華やかさを

プラス！ 

＜てまり寿司＞ 

好みのネタをラップに広げ、丸めた酢飯をの

せラップごと絞ります。新鮮なネタが手に入

らない時は蒸えびやカニかまで代用できま

す。 

 

＜ふくさ寿司＞ 

薄焼き卵を焼く前に水溶き片栗粉を加える

ことで破れにくくなります。ご飯は五目ご飯

の素などで簡単に味付けできます。 

てまり寿司とふくさ寿司 

具は野菜や豆腐、油揚げ、肉類などで醤油味

ですが味噌を少し入れてコクを出していま

す。軟らかく煮ているので食べやすく消化が

良い調理法です。 

生姜を入れたり片栗粉でとろみをつけたりす

ると、さらに体が温まります。 

けんちんそうめん 

http://www.sozai-library.com/sozai/8486
http://www.sozai-library.com/sozai/8486
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甘酒と牛乳、ゼラチンだけでできる簡単デザート

です。 

甘さ控えめなのでごはんを食べたくない時でも

あっさり食べられそうです。 

 

 ：牛乳 50ml をレンジで 1 分加熱しゼラ

チン 2g を溶かす。甘酒 120ml を加え

冷蔵庫で冷やす。 

    栄養管理部 栄養管理士 岡田沙希 

甘酒のブラマンジェ 

「 お家でできる簡単な運動 」 

冬の運動 

 

○運動と体力との関連 

 加齢に伴う体力低下は個人によって程度の差が大きく、また体力の諸要素により加齢変化の過

程はさまざまあります。また、加齢そのものによる変化だけでなく、運動量減少や活動性低下の

影響に廃用性変化に関連した体力低下がみられることが問題視されています。冬になると外出す

る機会が減り、体力低下を助長する結果になります。そのため、自宅でも簡単にできる運動を記

載させていただきました。 

http://www.sozai-library.com/sozai/1174
http://www.sozai-library.com/sozai/1174
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＊運動するにあたってできるだけ多くすればいいというものでもありません。 

注意点を確認した上でできる範囲で運動していただくことが大事です。 

筋力トレーニングの注意点 

・きわめてゆっくり運動を行う。持ち上げるとき、下ろすときはそれぞれ４～６秒かける。 

・反動をつけないように。 

・血圧上昇防止のため、息をこらえないように。（できるだけ声を出してカウントしながら行う） 

・立位でのトレーニングは転倒防止のため、椅子の背もたれなどを掴んで行う。 

・トレーニング後に関節痛や強い筋肉痛が出る場合には、トレーニング強度を低くする。 

・いつもよりも痛みが強い場合や関節に腫れや熱感がみられる場合にはトレーニングを控える。 

リハビリテーション部 理学療法士 小関宏輝 

 

 

従って薬の作用は人によってそのあらわれ方が変わる、ということが前提となります。 

では、何が大切なのでしょうか。 

 まずは、指示された薬を指示通りに服用してみること（飲み忘れや重複服用をなくす）が重要

です。そのうえで、予測通りの効果が出ているか（強く出すぎていないか・効果が足りなくない

か）、副作用は出ていないか、血液検査などのデータに異常がないか、きちんと飲むことができ

るか（飲みにくくないか）、などを判断しながら治療が継続していくことになります。 

 そこで、飲み忘れや重複（飲みすぎ）をなくすために、次に記す服薬グッズが出来てきました。 

病院や医院から処方されるお薬は、患者さんの年齢や

身長・体重、肝臓の機能、腎臓の機能、などに合わせ

て、量や服用回数を考慮しています。お薬 1 つをとっ

ても、Aさんにはちょうど良い効果をもたらしますが、

Bさんには物足りない効果しか出ないことも。一方 Cさ

んにとっては効きすぎてしまい、むしろ悪い影響とな

ってしまうということが、往々にして起こります。 

 

 お家で出来る  

お薬管理 
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患者さんにより、粉薬が飲みづらい、飲めない。逆に錠

剤やカプセルが飲みづらい、飲めない。飲み忘れが心配、

など一人一人の状況に合わせ、薬剤師が最適な方法を提案

し、実施いたしますので、遠慮なく薬剤師にお問い合わせ

ください。さらにお薬についての説明もいたします。 

 お薬について聞きたいことは何でもご相談ください。      

薬剤部 薬局長 大石玲児 

 

 

地域緩和ケアサポートセンター  ℡：0238-24-8355   FAX：0238-24-3727 

＜飲み忘れや飲み過ぎを少なくするための服薬グッズ紹介＞ 

①お薬カレンダー（壁掛け型が主流） 

1 週間分の薬をポケットに入れ、飲み忘れ、重複服用を防止します。 

1,000円～5,000円、薬局やドラッグストア、ネット、100均でも購入で

きる場合があります。 

②お薬ケース（卓上型が主流） 

 1 日分や 1 週間分をケースに入れ、飲み忘れ、重複服用を防止します。 

1,000 円～5,000 円、薬局やドラッグストア、ネット、100 均のケースを

組み合わせて自作も可能です。 

 

③一包化調剤 

 薬を服用時刻ごとにパックし、1 回分を 1 パックにまとめて服用する。 

痛み止めや便を軟らかくする薬を分けたいという希望があれば、パック

を別にすることもできます。 

当院入院中の場合は、患者さんの状況に合わせて一包化したり、退院に

向けて自己管理ができるよう工夫したりしています。 

※調剤薬局で受け取る場合は、ご相談ください。 

原則医師の指示が必要です 

 

 
＜薬が飲みづらい･うまく飲むことが難しい時の 

服薬グッズ紹介＞ 

①服薬ゼリー 

専用のゼリーにお薬を包み込んで服用する。300 円～、味もいろい

ろ、子供用もあり 

②オブラート 

紙状（丸形・角型）、袋状あり、薬を包んで服用する。500 円～ 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

【編集担当】 

五十嵐里美 

岡崎陽子 

黒田美智子 

 

http://www.sozai-library.com/sozai/5521

