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平成 30年 3月 1日発行 

発行所 三友堂病院 

米沢市中央 6丁目 1-219 

 

  

三友堂病院では、地域で緩和ケアを担当される医療・介護・福祉従事者の皆さまと一緒に、情報交換

会と題して、年に 1-2回、親睦を深めながら勉強会等を開催しています。今年度は、あらゆる現場で人

間関係の基本となる「基本的なコミュニケーションについて」をテーマとしました。 

前半は、がん看護専門看護師より講義を受けました。とてもわかりやすく、日常のコミュニケーショ

ンの場面を思い浮かべながら学びました。後半は、グループワークとロールプレイを行いました。ご家

族役、医療スタッフ役等になり実践です。どのように声をかけるか、言葉で表れないしぐさや表情もお

互いに確認し合いました。患者さん役の方からの予想外の返答で慌てる場面もありましたが、自分達の

声がけが患者さんやご家族にはどのように聞こえるのかを、丁寧に学ぶ機会となりました。講義からだ

けでなく、お互いの経験談から学ぶ内容も多く、実践に活かせる内容であったとして皆さまからご好評

をいただきました。                            【看護師 岡崎陽子】 

平成 29年度 地域の多職種との情報交換会 
  12月 7日実施 

＜目次＞ 

・1 面：多職種との情報交換会開催 

・2 面：出前講座 「看取りについて」 

・3 面：日本死の臨床研究会年次大会で発表 

・4 面：地域緩和ケア市民公開講座開催 

・5 面：口腔ケアの大切さ -リハビリテーション室より- 

・6 面：華やか春メニュー -栄養管理室より- 

・7 面：病棟行事芋煮会＆クリスマス会 

・8 面：お勧めしたい本があります・痛み教室のご案内・編集後記 

 

 

 

 

ロールプレイの風景－実際の場面を想定して－  講義終了後 －グループワーク－ 
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出前講座    「看取りについて」が介護施設で実施されました   

 

 

12月 14日、介護施設（株）鈴木ファーム職員様約

20名を対象に、テーマ「看取りについて」の出前講

座が行われました。この出前講座は、日本尊厳死

協会東北支部が企画しているもので、この度、同

東北支部理事であり、当院緩和ケア科 加藤佳子

医師に講師のご依頼があり開催されたものです。 

講座は、講演に加え「対応に苦慮すると思われ

る３つの症例」を提示し、参加者とのディスカッショ

ンを交えた効果的な内容でした。加藤佳子医師は、

このたびの出前講座を振り返り、「職員の皆さん

は、大変意欲的に参加されていました。今後は、職

員自らが事前指示書をよく理解し、作成してみる

こと。さらに、自身の家族と最期の迎え方について

話す機会を持つなどの実践により、初めて利用者

と向き合うことが可能となり、そのことがよい支

援に繋がっていく筈。これからの施設での取り組

みに期待したい。」と話されました。 

 

 

  

（株）鈴木ファーム様では、定期的に社内研修会を開催されているとのことです。施設は第二の自

宅とも言われるように、今後は施設で最期を迎えられる利用者が増えていくものと思われます。 

（株）鈴木ファーム様のこれからのますますのご活躍に期待いたします。  

 

ロールプレイ －楽しく実践－ 

 

情報交換会 

発表 －全員で共有－ 
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終了後、同じ志を持つ多職種やがんサバイバー（がん体験者：がんの治療中、治療後の患者さんやそのご家

族や親しい人達までも示す）の皆さんから声をかけていただき、貴重な体験をお聞きする機会を得ました。中

でも働き盛りの年代のがん患者さんは、社会や自身が持つ偏見の中で、就労の問題や死を身近に感じながら

「今を生きる人」として求められ、苦悩する状況にあります。そのような苦難を乗り越え、生きがいを求めてピ

アサポーター（がん治療の経験を活かし、がん患者さんやご家族を支援する人）として活躍されているご夫婦

にお会いしました。「これまでの過酷な経験こそが、今ここで輝いて生きるために必要だった。」と語るおふた

りを前に、人生に起こる全てに意味があると感じました。 

また、各ブースにおいては多くの演者の情熱や洞察に触れ、大会のテーマである「ケアする私を育む」につ

いて体感し、沢山の収穫を得ることができました。今後も「住み慣れた場所で最期まで過ごしたい」という患

者さんの思いを叶えるために、地域の多職種との繋がりを大切にした活動を継続していきたいと思います。 

    地域緩和ケアサポートセンター 黒田美智子 

 
 

写真は、大会開始前にシンポジストと座長の皆さんとで撮影したものです。ＮＨＫ「プロフェッショナ

ル仕事の流儀」にご出演のマギーズ東京共同代表の秋山正子氏（前列中央）をはじめ、各領域でご活躍

中の著名なシンポジストの皆様とご一緒に緊張の一枚（執筆者・後列中央） 

 去る、10 月 7日から 2日間に渡り、

秋田県を会場に第 41 回日本死の臨床

研究会年次大会が開催されました。 

私は、シンポジスト（講演と討論を行

う人）として参加し、「地域で支え、

地域で看取る」をテーマとした会場

で、『「住み慣れた場所で、最期まで」

を叶えるために』と題し、地域緩和ケ

アサポートセンターのこれまでの歩

みと共に、生きることの意味を見出そ

うとするがん患者の尊厳ある姿と、そ

れを支える従事者の思いに焦点をあ

てたお話をしてまいりました。点をあ

てたお話をしました。 

発表の経験を活かして・・
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10月 21日（土）、アクティー米沢に於いて、「地域緩和ケア市民公開講座」を開催しました。 

近年、在宅や施設で生活されている、がん終末期の方や認知症の方が増加する中、誤嚥性肺炎を発症し、

緊急入院を余儀なくされるケースが少なくありません。そこで、今回、三友堂リハビリテーションセンターの

言語聴覚療法士 大友美香主任より誤嚥性肺炎の原因でもある摂食嚥下障害とその予防方法について講

演していただきました。市民公開講座では、摂食嚥下障害によって引き起こされる様々なリスクや誤嚥した

瞬間を捉えた喉の動画、スライドなどを用いて大変わかりやすく説明してくださいました。また、摂食嚥下障

害や誤嚥性肺炎を予防するために必要な口腔ケアの方法や誤嚥しないための嚥下運動、唾液腺マッサージ

について学ぶことができました。 

今回の市民公開講座では、高齢者の方や自宅や施設などで介護している方々が参加者の大半を占めた

ことや講演後のアンケート結果から、介護者や一般の方々の摂食嚥下障害とその予防に対する関心の高さ

が伺えました。 

食事は、人生の大きな楽しみの一つです。健康を維持し、好きなものをいつまでも美味しくいただきたいも

のです。ご参加くださいました皆様、関係者の皆様に感謝いたします。 

講師の大友美香氏 

  

地域緩和ケア 

市民公開講座開催 
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＜風邪・インフルエンザ予防に歯磨きも！＞ 

 今年はインフルエンザが猛威をふるい大流行し、学校などでは学級閉鎖や学年閉鎖がされているところも

あるようです。インフルエンザ予防として、手洗い・うがい・マスクの着用はよく知られていますが、歯磨

きも効果的だということをご存知でしょうか？ 

 口の中には約 30～6000 億(肛門の細菌数よりも多い)もの細菌が存在すると言われます。細菌は主に歯垢

や舌などに存在しそれらの細菌にはプロテアーゼという酵素を出すものもあります。実は、このプロテアー

ゼがインフルエンザウイルスを粘膜に侵入させやすくする働きがあるのです。残念なことにこれらはうがい

では落とすことが出来ません。歯ブラシや舌ブラシによって磨くことにより除去できるのです。 

 正常な状態で 1日に 1.0～1.5L分泌される唾液には洗浄・抗菌(この他にも様々な働きがあります)作用が

あります。起きている間は必要に応じて分泌されるので洗浄・抗菌作用は働きますが就寝すると唾液はあま

り出なくなります。唾液の少ない口の中は細菌が元気を取り戻し爆発的に増えていくのです。この細菌が最

大になった状態が起床時なのです。この状態でご飲食されるとどうでしょう？口の中の細菌を食物とともに

体内に取り込んでしまうことになってしまいます。 

   

 

先程出てきたプロテアーゼという酵素は、インフルエンザを粘膜に侵入させ易くするため、いち早い除去

が必要です。このプロテアーゼを除去せずにご飲食されてしまうとインフルエンザ菌が粘膜にへばりつき、

喉などにとどまり呼吸とともに肺に入って感染を引き起こしてしまうのです。 

 そのため起床時は出来るだけ早く口の中の細菌を減らす必要があるのです。朝、起きてすぐの口腔ケアが

あなたを守ります。ぜひ明日からお試しください。 

 

◎口腔ケアのポイント◎ 

・就寝前に磨く：1 日の汚れを全て落とし細菌数を極力減らす。歯間ブラシやフロスなども使用し入念に。 

・起床時に磨く：口腔内細菌最大。忙しい朝ですが特に磨きにくい部位を丁寧に。 

・舌も磨く：舌の表面の汚れを落とす。 

    舌ブラシで傷をつけないよう優しい力で奥から手前方向に舌をまんべんなく擦る。 

    (舌ブラシが無いときは歯ブラシでも可だが力加減を十分に気をつける)  

【歯科衛生士 天沼理恵】 

口腔ケアの大切さ 

 

 

 

https://ord.yahoo.co.jp/o/image/RV=1/RE=1519151711/RH=b3JkLnlhaG9vLmNvLmpw/RB=/RU=aHR0cHM6Ly93d3cuc296YWlsYWIuanAvZGJfaW1nL3NvemFpLzE1NDM1L2MxODM1Y2FiMWQ1MjExNDU4ZDdhY2JmMzdmNjE1NGJlLmpwZw--/RS=^ADBGeok0yvE6mIjE3dOScdb1rmF7LI-;_ylt=A2RimWHeGItadWsAsQSU3uV7
https://www.google.co.jp/imgres?imgurl=http://www.dental-plaza.com/other_contents/dental-office/sozai/new-illust/l02-07.jpg&imgrefurl=http://www.dental-plaza.com/other_contents/dental-office/illust/l02/index.html&docid=XaKN8liy7jhn2M&tbnid=5h_vZzDPojqajM:&vet=12ahUKEwj4zunjysrZAhVKf7wKHcVeDu84ZBAzKCAwIHoECAAQIQ..i&w=530&h=469&bih=589&biw=1301&q=%E5%8F%A3%E8%85%94%E3%82%B1%E3%82%A2 %E3%82%A4%E3%83%A9%E3%82%B9%E3%83%88&ved=2ahUKEwj4zunjysrZAhVKf7wKHcVeDu84ZBAzKCAwIHoECAAQIQ&iact=mrc&uact=8
http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi-3cjp8MLZAhUHEbwKHfw5ALIQjRx6BAgAEAY&url=http://www.wanpug.com/illust151.html&psig=AOvVaw0vmT6P47ZJW4-e_j_9Pblp&ust=1519710426888460
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華やか春メニュー  

食事は体に必要な栄養を得ることはもちろん、楽しい時間 

をつくり生活を豊かにします。華やかな彩りや香りで季節 

を楽しみましょう。 

ラップで簡単「手綱寿司」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

レンジでお手軽「桜の花もち 菜の花もち」 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 材料（２本分） 

★寿司飯 

ご飯 1 合 

昆布 1 枚 

A  米酢 大さじ１と 1/2 

砂糖 大さじ１弱 

塩 小さじ 1/2 

★具 

蒸しえび ４枚 

きゅうり 適量 

薄焼き卵 

卵 1 個 

B  砂糖 小さじ 1/2 

塩 少々 

油 適量 

 

下準備 

・Aの材料で寿司飯を作る。 

・B の材料で薄焼き卵を作る。 

・えびは尻尾を取る。 

・きゅうりはピーラーなどで薄くむいて 

おき、えびの長さに合わせてきゅうり 

と薄焼き卵を切りそろえる。 

 

作り方 

①ラップの上にえび、きゅうり、 

薄焼き卵を一列に並べる。 

＊箸などを置き、具の角をそれに合わせて並べるときれいにそろう。 

②寿司飯を細長く成形しておき、①の具の上に載せる。 

★えびの代わりに、サーモンの刺身や生ハム、かにかまなどでアレンジできます。  
＊1 本分当たりエネルギー398kcal たんぱく質 19.3g 脂質 5.5g 塩分 1.9g 

 
  

 

 

 

 

③ラップごと具を上に持ってくるようにひっくり返し、形を整える。 

ラップをはずし、ぬれふきんで包丁をぬらしながら切り分ける。ごまを飾る。 

 

★えびの代わりに、サーモンの刺身や生ハム、かにかまなどでアレンジできます。 

  

＊1 本分当たりエネルギー398kcal たんぱく質 19.3g 脂質 5.5g 塩分 1.9g 

作り方 

①耐熱ボールに道明寺粉を入れ、ヘラで混ぜながら桜花漬けの漬け汁を加える。そのまま 10分ほどおく。 

②①にラップをして、電子レンジで 4分 30秒加熱する。ラップをはずしてふきんをかけて 10分ほど蒸らす。 
＊ラップをはがすときやけどに注意 

③砂糖を加え、よく混ぜる。2 等分し、一方に菜の花を、もう一方には桜の花びらをそれぞれ細かくちぎって加える。

よく混ぜ合わせ生地を作り、粗熱をとる。 

④③の生地をそれぞれ４等分する。ラップの上に生地を１つのせ直径 8cm 程度に平にのばし、丸めたあんこをのせる。 

ラップごとあんこを包み、ぬらした手できれいに成形する。 
＊1 個あたりエネルギー91kcal たんぱく質 1.7g 脂質 0.2g 塩分 0.2g 

材料（８個分） 

道明寺粉 120g   桜花漬け 10g 

砂糖 大さじ 2    菜の花 4本 

こしあん 100g   食塩 適量 

下準備 

・菜の花は塩茹でした後、冷水につけ水気を絞る。 

  つぼみと葉をちぎり軽く塩もみし 30分ほど 

おき、水気を絞る。 

・桜花漬けの塩気をさっと水でくぐらせて落とし、

180mlの水に 10分ほどさらす。茶こしを通し

てこし漬け汁はとっておく。桜の花は、花びら

部分だけを摘み汁気を絞る。 

・こしあんは 8等分にして丸めておく。 
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 芋煮会＆クリスマス会 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 月、緩和ケア病棟談話室にて、恒例のクリスマス会

を開催しました。入院中の患者さんやご家族、その他に

も多数ご参加を頂き、短時間ではありましたが、有意義

なひと時を過ごすことができました。音楽療法士の小笠

原さんのピアノの演奏と共に患者さんとご家族がお互

いに手を取り合い、歌を歌ったり、手作りのデザートを

召し上がったり。。。沢山の笑顔を拝見することができ、

とても楽しい時間となりました。最後にささやかではあ

りますが、患者さんお一人おひとりにサンタさんからプ

レゼントが手渡されました。また、病室でお休みになっ

ている患者さんへ、サンタさんとプレゼントをお持ち

し、クリスマス会の思い出にと、お写真を撮りました。

ご参加下さった皆さん、本当にありがとうございまし

た。来年もまた、このクリスマス会で素敵な笑顔に会い

たいと思っています。    【看護師 佐藤弥生】 
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【編集後記】 

厚い雲の隙間からこぼれる暖かい日差しに春を感じ

る今日この頃。ひな祭りの季節に出来上がった今回の

ひとあかり第 25号には、待ち遠しい春への思いがた

くさん詰まっています。是非、ご覧ください。 

  

 

 

 

 

スーザン・バーレイ さく・え  

アナグマは、もの知りで賢く、みんなからとても頼

りにされていました。 

しかし、冬のある日、アナグマは天に召されてしま

います。かけがえのない友を失った悲しみで、みんな

はどうしていいかわからない・・・。 

でも、アナグマが残していった素敵な贈り物が、

野原のみんなに元気を与えます。 

アナグマは、きっとみんなの心の中に生きている。 

この絵本は、その人らしさを大切にした素晴らし

い生き方を教えてくれます。 

当院の 5階・患者待合室でお読みいただけます。 
（ﾚｸﾘｪｰｼｮﾝﾙｰﾑ） 

 

担当 

色摩理美 

佐藤弥生 

遠藤奈央 

黒田美智子 

 

 

お勧めしたい

本があります 
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