法人看護部では︑毎年４
月に新入職員を対象に集合
研修を行っています︒
ここ数年︑新型コロナウ
イルス感染症拡大により外
部講師を招いての研修を行
うことができず︑院内の職
員のみで研修を行ってきま
した︒そんな中︑感染拡大
前に﹁排泄ケア﹂について
新入職員研修で講義をして
いただいていたユニ・チャ

〒

八
―八一一㈹
二
―九五七直

林 友 の 会

岡山市中区浜四七二

第 号 二〇二二年六月一日
発 行

電話︵〇八六︶二七二

石 田 正 也

電話︵〇八六︶二七二

日時：６月９日㈭ 14時半〜16時半
場所：林友の会事務所
参加費：100円（お茶菓子代）

703−
8520

紙代一部 円︵郵送料 円︶

日時：６月14日㈫ 12時半〜13時
場所：東京靴の流通センター倉田店前

日時：６月８日㈬ 15時〜16時半
場所：林友の会事務所
参加費：100円（お茶菓子代）

予定が変更になる場合
もあります︒事前にお問
い合わせください︒

スタンディングでのアピール行動です。
どなたでもお気軽にご参加ください。

心の病気をもつ方のご家族であれば、ど
なたでも参加していただけます。初めての
方もお気軽にご参加ください。

2022年度 定期総会

５月14日(土)午後に開催を予定していた
「2022年度定期総会」は、新型コロナウ
イルス感染症の感染拡大のため下記の日程
に延期となりました。

︵林病院
新人看護師研修
責任者 眞柄弘美︶

第81回行動 スタンディング

病気、人間関係、将来のことなど、当事者
同士で交流しています。事前の申込等は必
要ありません。お気軽にご参加ください。

発行責任者

講義と併せて人型バルーン
を使ってオムツのあて方も
実践しました︒新人看護師
や研修担当職員︵病棟主
任︶からも質問があり︑外
部講師を招いての研修は︑
新人看護師だけでなく研修
を計画する側としてもとて
もよい刺激となりました︒
今年度入職の新人看護師
は︑昨年同様︑コロナ禍で
病院実習も十分に行うこと
ができていません︒そのた
め︑職場で働く上での不安
も大きいと思います︒看護
部では︑その不安を少しで
も減らしていけるよう︑今
後もサポートしていきたい
と思います︒

▲人型バルーンでの排泄ケア

集団的自衛権の行使に反対する中区の会

あじさいの会

家族交流会

ゆとりの会

当事者交流会

日時：７月11日㈪ 14時〜16時
場所：林病院ひまわりホール
▲ベッドから車イスへの移乗

15

459

50

ームの担当者の方から研修
のお声をかけていただきま
した︒これまでも︑実際に
病棟での学習会や個々の患
者様への対応の仕方につい
て助言をいただき︑患者様
へのケアの向上に大変役立
っていました︒
看護部では︑このチャン
スを逃してはいけないと思
い︑早速︑今回の研修に組
み込みました︒研修では︑

▲点滴の準備についての研修。みんな一生懸命取り組んでいます
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新人研修でケアの実践を学び
現場の看護師としてスタート

こ だ ま

▼５月の連休に広島一人旅
をしました︒目的は平和記
念公園でゆっくりする事と︑
高校の修学旅行先だった宮
島散策です︒コロナ禍の中︑
久しぶりの制限がない連休
とあって︑どこも大勢の観
光客でごった返していまし
た︒資料館入口も長蛇の列
で入れませんでした︒人込
みを避けて広島県人お勧め
﹁むさし﹂の弁当を片手に︑
原爆ドームの前でランチを
しました︒▼見上げると︑
抜けるような青い空と若葉
の新緑︑そして爽やかな風
が心地よく︑悲惨な原爆ド
ームとは対照的でした︒美
味しいお弁当を頬張りなが
ら︑こんな何気ない日常を
一瞬の間に奪われた当時の
人々に思いを馳せました︒
▼一人ひとりにかけがえの
ない人生があったはずであ
り︑無抵抗な人々が一瞬の
うちに燃え尽きてしまう核
兵器は︑本当に非人道的な
兵器です︒世界で唯一の戦
争被爆国である日本から
﹁核兵器を使うな！﹂の声
をあげてゆくのが私たちの
責務だと思いました︒▼今
年も平和を考える夏がやっ
てきますが︑この夏は戦争
が現実として起きている特
別な夏です︒どんな理由が
あれ︑人を殺したり殺され
たりする戦争は絶対にあっ
てはなりません︒私たち一
人ひとりが﹁戦争反対！﹂
の声をあげてゆく夏にして
ゆきましょう︒︵Ｍ・Ｙ︶

市の対象拡大を力に
県での制度実施めざす

●ゴーヤの苦み成分にはこ
んな効果も！
苦み成分は︻モモルデシ
ン︼といい︑胃液の分泌を
促して食欲を増進させるだ
けではなく︑血糖値の降下
にも効果があります︒
●おすすめの食べ合わせ
ゴーヤにはたくさんのビ
タミンＣが含まれているこ
とを前述しましたが︑タン
パク質は︑ビタミンＣと一
緒に取ることでストレスに
対する抵抗力を高めること
ができたり︑コラーゲンの
生成を促すことができるな
どの相乗効果があります︒
たんぱく質といえば肉・
魚・卵・大豆製品ですね︒
ゴーヤのレシピというと誰
もが思いつく︻ゴーヤチャ
ンプルー︼は理にかなった
レシピだったのです︒
栄養豊富な旬の食材を食
べて暑い夏を元気に乗り切
りましょう︒
︵管理栄養士
三熊あゆみ︶

林病院からの
お知らせ

検索

【処方箋受付FAX】

〒703-8256 岡山市中区浜621-1

◆お問い合わせは︑林病院
医局事務課︵担当 中川・
吉田︶までお願いします︒
℡０８６ ２７２ ８８１１

つばさ薬局

心身障害者医療費公費負担制度

食の
豆知識
●栄養
ビタミンＣ︑カリウム︑
カルシウム︑マグネシウム
などの栄養成分が豊富で︑
暑さによる疲労から体を守
ってくれます︒ゴーヤのビ
タミンＣは加熱しても壊れ
にくく︑炒め物にしてもビ
タミンＣの損失は少ないよ
うです︒また油で炒めるこ
とで︑ビタミンＡの吸収も
よくなります︒

086-272-2713

−

▲2019年開催時の高校生医療体験

【営業時間】
月水木金 ９：００〜１７：３０
火曜
９：００〜１７：００
土曜
９：００〜１３：００
休み
日・祝日
【電話】

林病院では、６月25日
（土）
14時〜15時に「WEB研修
説明会」を行います。お知
り合いに、精神科に関心の
ある医学生や研修医がおら
れましたら、ぜひお声かけ
下さい。下記ＱＲコードか
らお申込みいただけます。

人にまで広がっています︒ もに︑県に実施させる運動
ただし︑精神疾患による入 が重要です︒
院は１年まで︑と制限があ ︵岡山市議会議員 林潤︶
ります︒
２０２１年２月議会で日
本共産党岡山市議団が︑
﹁精神疾患での入院は１年
までしか対象になりません︒
地域包括ケアの構築が途上
にある中で︑退院できない
ケースが多くあります︒条
件を外すべきではありませ
んか﹂と質問したのに対し︑
市は﹁国は︑入院医療中心
から地域生活中心へという
方針を示しており︑岡山市
でも退院支援に力を入れて
いるところであり︑引き続
き現行の制度を続けてまい
ります﹂と答弁しています︒ ︻ゴーヤ︼
さらに充実を求めるとと
日中の暑さが増して衣替
えの時期を迎え︑道行く
人々の装いにも夏らしさが
感じられる頃となりまし
た︒今月は︑これからの季
節に食べたい︻ゴーヤ︼を
テーマにしたいと思いま
す︒
沖縄では昔から︑ニガウ
リ︵ゴーヤ︶を食べると夏
バテしないと言われている
そうです︒

﹁平和を守ろう﹂などのコ
ールをあげてアピールをお
こないました︒
︵事務局 頭師裕貴︶

①ＷＥＢ研修説明会

086-272-2710

−

どこの病院の処方箋も受付致します

林病院と民医連に加盟している岡山協立病院・水島協同
病院は夏に「高校生医療体験」を行います。下記ＱＲコー
ドから、各事業所の開催日の確認とお申し込みがしていた
だけます。お知り合いに医療に関心のある高校生がおりま
したら、ぜひお声かけをお願いします。
※林病院での開催日は８月５日
（金）
です。

笑顔を大切にする薬局です

②夏の高校生医療体験

つばさ薬局

【高校生対象】

【医学生・研修医対象】

が安定しにくく︑長期間の
服用が必要とされる疾病の
特徴を持っているため︑他
の障害とは切り分けて対応
する﹂としてきましたが︑
県内自治体で最初に実現し
ました︒林友の会ほか市民
の要求の成果です︒
対象拡大後の助成は︑年
間で２０２０年度の対象者
が約１６０人で︑助成総額
が１６９２万円余りとなっ
ています︒また︑２０２１
年度には対象者が約２００
﹁集団的自衛
権の行使に反
対する中区の
会﹂の第 回
行動となるス
タンディング
が︑中区役所
前でおこなわ
れました︒ロ
シアのウクラ
イナへの軍事
侵攻により多
くの市民が犠
牲となり︑そ
の被害が日々
拡大している
なかでの行動
となったこの
日は︑約 人
の参加者がウクライナカラ
ーの横断幕やプラカードを
手に︑各団体からのリレー
トークや︑﹁戦争反対﹂

▲中区役所前でのアピール行動

岡山市では︑２０１９年
月から精神障害者保健福
祉手帳１級と自立支援医療
受給者証︵精神通院︶の両
方を持っている方も心身障
害者医療費助成制度の対象
になりました︒原則︑１割
負担で受診できます︒所得
に応じて１ヶ月の自己負担
の上限もあります︒精神障
害の方の申請窓口は︑お住
いの地域の保健センターと
なります︒
市は︑﹁精神障害は状態

集団的自衛権の行使に反対する中区行動

４月 日︑岡山市中区の
民主団体や労働組合︑地域
の９ 条の会などでつくる

79

30

12

戦争反対の声をあげ
スタンディングでアピール
19

2022年６月１日（発行 毎月１回１日発行）（２）
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来年こそは︑本物の満開
の桜を見ながら︑みんなで
お弁当を広げられることを
願っています︒

た︒イタドリの別名や︑地
域によっては呼び名が異な
ることなどに話はもりあが
りました︒スタッフがわか
らない花の名前も患者さん
が思い出してくれたり︑と
談笑しながら少人数ずつ交
代で︑歩ける人も車椅子の
人も︑順番に散策を楽しみ
ました︒その後は︑病棟で
ふわとろ苺ティラミスと紅
茶を頂きました︒
面会も制限があり︑外出
もままならない状況は続い
ていますが︑入院患者さん
の笑顔が見られる機会を少
しでも多く持ちたいと思い
ます︒
︵岡山ひだまりの里病院
２階病棟 看護師
中山真利代︶

︵林病院 デイケア
精神保健福祉士
池田裕代︶

▲手作りの満開の桜の下で

た︒しかし︑中庭に
は花に加えて野菜も
実りはじめ︑緑も一
雨ごとに濃くなり散
策にはいい気候とな
りました︒
心配していた雨も
無く曇り空でした
が︑病院裏庭に咲い
ているパンジー︑マ
ーガレット︑金魚草
など︑色とりどりの
花や野菜を観賞しま
した︒大きくなった
玉ねぎ︑さやえんど
うも膨らみ︑もう収
穫時期です︒夏野菜
の茄子︑トマト︑ピ
ーマン︑西瓜の苗もあり︑
夏が楽しみです︒枇杷の実
も小さいながらも膨らんで
いるのも発見︑トウが立っ
たイタドリも見つけまし

のメッセージと︑スポーツ
ドリンクや栄養ドリンク︑
お菓子等の差し入れを頂戴
いたしました︒
特に︑看護支援につきま
しては︑岡山県連内の事業
所に加え︑鳥取生協病院︑
松江生協病院からの支援も
含め︑合計 名︵延べ ・
５日間︶の支援を頂戴しま
した︒感染で勤務できない
スタッフの代わりとなって︑
ご自身の感染リスクを負っ
ての患者様の看護・ケアを
して頂き︑患者様の命を守
って頂いたと思っています︒
皆様の温かい声援と人力
が暗いトンネルの先の光と
なり︑私達職員の癒しと元
２月に当院で発生しまし 気・活力︑そして︑明日へ
た新型コロナウィルス大規 の希望に変わりました︒本
模クラスターにおきまして︑ 当に有難い気持ちでいっぱ
林友の会︑岡山県連をはじ いで︑感謝に堪えません︒
め︑全国の民医連事業所よ 昨今︑どの事業所におかれ
り︑多くの心温まるご支援 ましても︑このコロナ禍で
と応援︑激励の寄せ書き等 業務過多や︑人員不足とな
っている現状
があるなかで
のこのような
多くのご支援
を頂けたこと
に︑改めて民
医連の深い繋
がりや強い絆
を肌で感じま
した︒
︵岡山ひだま
りの里病院
総師長
國分祐子︶

岡山ひだまりの里病院

74

お弁当に笑顔の花
中庭でお花見楽しむ

が届くのを待つの
み︒
お弁当を開けると
﹁うわー！﹂﹁すご
ーい！﹂と驚きと歓
びの声が出ました︒
お弁当の中身は︑メ
ンバーの方々がリク
エストをして決めた
﹁牛肉﹂﹁エビフラ
イ﹂﹁たまご焼き﹂
﹁極上 助六ずし﹂
﹁桜もち﹂が入って
います︒お喋りをし
ながら︑みんなでわ
いわい楽しみたいと
ころですが︑ここは
我慢︒お喋りは出来ません
が︑美味しいお弁当に舌鼓
を打ちながら︑笑顔の花が
咲きました︒

ションを開催しました︒
当初︑桜のお花見を計画
していましたが新緑の季節
となってしまい︑何が見ら
れるかと心配していまし

16

▲全国から寄せられた激励のメッセージ

４ 月 日︑デイケアでは
お花見を開催しました︒残
念ながら︑今年も中庭での
開催となりましたが︑昨年
の経験を活かし︑当日に向
けて準備をしてきました︒
当日は︑天候に恵まれ晴
天︒メンバーみんなでコツ
コツと作って完成させた満
開の桜の木を中央に置き︑
他にも桜の花びらやウグイ
スをテーブルに飾り︑まる
でお花見に行っているかの
ような雰囲気です︒メンバ
ーの方が準備をしてくださ
った春の音楽も気分を盛り
上げます︒準備も整い︑あ
とは栄養科の手作りお弁当

コロナ感染による病棟閉
鎖で︑しばらくレクリエー
ションなどの催しが出来な
い状態が続いた中︑４月
日に久し振りのレクリエー

▲色とりどりの花が咲く裏庭

20

花と野菜に囲まれて
心和んだ新緑の散策

林病院
26

▲ボリュームたっぷりのお弁当

岡山ひだまりの里病院
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全国の仲間から力もらい
民医連の絆に支えられ

ユ ウ エ ン チ

パズル当選おめでとう
▼クリームパン

▼光実 愛美

▼めいこ

▼有元 朋美

▼吉倉外喜子

⬇ タテのカギ
●
①50周年、区切りのよい○○
○の年ですね
②自由気まま、好き勝手にセレ
クトします
③誕生日は、年に○○○の大切
な日
④「生麦生米生卵！」
⑤名探偵が解決だ！
⑩外に対する
⑫牛○○は、おでんの具や土手
煮などになる
⑭カイコの繭からとれる。まだ
練ってはいません
⑮○○○記事＝コラム
⑰フランス風の酢漬け刺身

火

けやき外来診療表 （2022.6.1〜）
水

木

金

午前

北 山

吉 井

吉 井

原

吉 井

吉 井

藤 本

田 中

岡 本

清 光

クロスワードパズル
２

１

３

４
７
A

８

９

10
D

11

12

13

B

15

14

C

18

19
Ｆ

E

21

20
Ｆ

E

林

岡 崎

吉 井

北 山

吉 井

藤 本

尾 原

中 村

岡 崎

休診

北 山

休診

廣 中
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※１土曜日の医師体制は、隔週毎になります。
※２月曜日の廣中医師は、第１・第３・第５週になります。

午前診療時間 ９：00〜12：30（受付時間 ８：30〜12：00）
午後診療時間 14：00〜17：00（受付時間14：00〜16：30）

初診の方は、あらかじめ電話でご予約ください。

TEL086-272-8570（けやき外来直通） 林財団ホームページ
http://www.hayashi-dorin.or.jp/
TEL086-272-8811（林病院代表）

入院担当看護師へ
おつなぎします。

外来診療表

夜間・休日も
対応しております。

デイケア

（月）〜（土）
9：00〜15：00

ナイトケア

（月）〜（土）
16：00〜20：00

重度認知症患者
デイケア
（月）〜（土）
9：30〜15：30

金

廣 中

清 光
北 山
林

へお電話ください。

認知症専門病院
岡山ひだまり
の 里 病 院
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●入院のご相談は
代表（086）272-8811
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①「剥奪」の対義語
③さらして赤面
⑥転んでヒップから着地
⑦事がうまくいかず、○○食いや
○○酒に走る人も
⑧もともとは針穴のこと
⑨たとえば、「写す」と「映す」
は○○○○異字
⑪マーモットやモモンガもこれの
仲間です
⑬○○の日は、６月の第３日曜日
⑭すぐキレちゃう人は……
⑯すごろくで進めます
⑱釣瓶でここの水を汲む
⑲ちょっとポッチャリ
⑳相撲の試合のこと
㉑らせん状で、伸縮します

月

尾 原

➡ ヨコのカギ
●

（敬称略）

林病院
月

クレマチス

70

二
※重ワクに入った文字を並べて
できる言葉は何でしょう？

第458号
の答

●ロシアのウクライナ侵攻 ●行楽弁当は色どりもよく︑
の悲惨な姿に︑ 年前の戦 沢山の種類がありよかった
争体験が重なります︒終戦 です︒作り手の皆さんの愛
●冬全く枯れていた﹁クレ は小学３年生の時でした︒ 情が感じられました︒また
マチス﹂がこのところ盛ん 普段は村の子だけの教室が 入 学 式 の 記 事 で は ︑ 若 い
に咲き見ごたえがあります︒ 疎開してきた街の子たちで 方々の活力を感じ︑看護師
紫 色 を し た こ の 花 は 古 来 ふくれ上がっていました︒ へと成長して頂きたいと思
﹁鉄線﹂とも呼ばれていま 二度と戦争はしない︑と固 います︒人を相手にする大
した︒
︵中山芳樹︶ く誓った新憲法をくり返し 変なお仕事です︒エールを
学んだのは︑３年後の中一 送りたい気持になります︒
︵八木しおり︶
の時の社会科です︒平和憲 頑張ってね︒
法の３原則は今も頭に刻ま
れています︒
︵吉倉外喜子︶ ●グループホームひだまり
の家の手作りの枝垂れ桜が
●平和は全ての活動の土台 とても素敵です︒皆さんの
です︒憲法９条を確信をも 笑顔が桜とともにとても温
︵雫︶
って︑守りぬきたいですね︒ かく春を感じました︒
たゆまぬ努力で憲法を守り
ましょう！ ︵崎本敏子︶

hamawww@po.harenet.ne.jp

2022年６月１日（発行 毎月１回１日発行）（４）

●パズルの答え遊園地︒﹁娯
楽のために諸種の乗り物や
設備を設けた施設﹂
︒
有料無
料も含め︑子ども達も大き
くなり行くこともありませ
ん︒ディズニーランドやＵ
ＳＪのような超巨大な施設
から︑小さな猫の額ほどの
施設まで︑解放感と笑顔と︒
楽しいイメージばかりが思
い浮びます︒ ︵禰屋祐司︶

林友の会「心のひろば」編集部

ば

●１週間入院して病院食を
食べて思ったことは︑仕事
をしている時に入院してい
れば︑又違った仕事の仕方
ができたんじゃないかと︑
複雑な思いで退院しました︒
帰って︑何もしなくても食
事が食べられた幸せも再確
認でした︒ ︵鹿倉惠子︶

●ロシアのウクライナ侵略
は多くの民間人を巻き込ん
でいます︒ウクライナの平
和を願い︑ウクライナの花
﹁ひまわり﹂を折り紙で作
ってみました︒
︵井原誠司︶

宛先：〒703-8520 岡山市中区浜472

ろ

●家族のことで４月と５月
は大変でしたが︑一つ区切
りがつきました︒まだまだ
することがたくさんありま
すが︑ゆっくりやっていこ
うと思います︒梅雨の季節
や暑くなりますが︑去年み
たいに乗り越えられると嬉
しいです！ ︵光実愛美︶

●コロナ自粛とロシアのウ
クライナ侵攻で数ヶ月︑心
を病んでいました︒加えて︑
脊柱管狭窄症の腰痛と足の
しびれに滅入っていると︑
医師に﹁運動不足﹂を指摘
されウォーキングとストレ
ッチを続けています︒隣人
に﹁歩く時は誘って﹂と言
われ︑お喋りしながらの散
歩に楽しさが増し︑気付く
とすっかりモヤモヤ︑うつ
うつを脱していました︒他
人との触れ合いは大切です
ネ︒友に感謝︒
︵藤内典子︶
クロスワードを解き、二重枠に入った文
字を並べてできる言葉をハガキかメールで
お送りください。住所、氏名、紙面や友の
会活動に対するご意見・ご感想をお書きく
ださい。お名前の掲載ができない方はペン
ネームか匿名希望とご記入ください。抽選
で５名の方に図書カードを差し上げます。
応募締切：６月15日

ひ

●５月号の行楽弁当がとっ
ても美味しそうでした︒早
くコロナが収束して︑また
みんなで輪になって食べた
いですね︒
︵クリームパン︶

●ひだまりご利用の皆様も
お花見楽しまれた様で私も
うれしくなります︒桜の花
が散り新緑が美しいこの頃
ですが ︒
…ロシアのウクラ
イナ侵略はとてもつらいで
す︒一日も早い世界平和を
願っています︒ ︵めいこ︶

●５月号１面の﹁満開の桜
にＧｏｏ ｄ！﹂の写真の表
情がＧｏｏ ｄ！
︵上原泰彦︶

●むずかしいクロスワード
のモンダイも︑いづみリョ
ウのショクインと一しょに
しています︒ ︵有元朋美︶
▲井原さんの作品

の
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第459号 （昭和59年３月19日第三種郵便物認可）

本

田

本

田

藤

田

藤

田

藤

田

9：00〜12：30

電話で予約して
ご来院下さい
☎
（086）
267-2011
認知症デイケア
（月）〜（土）
9：30〜15：30

電話相談
電話：086-272-2957（林友の会）
平日８：30〜17：00

生活相談・法律相談・家族相談
各相談は、林友の会事務局員が
事前にお話を伺い、
相談員へお取次ぎします。

相談員
氏平みほ子（県 議）
林
潤（市 議）
石田 正也（弁護士）
則武
透（弁護士）
家 族 会 役 員

