林病院デイケアでは︑毎
年岡山神社に初詣に行くの
が年明けの恒例行事です︒
１月５日︒天気はくもり︒
冷たい風の吹くなか︑デイ
ケアのメンバーとスタッフ
総勢 名で岡山神社に向か
います︒途中︑後楽園の前

〒
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石 田 正 也
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こ だ ま

▼以前︑永遠の５歳の女の
子が登場するテレビ番組で
﹁大人になるとあっという
間に一年が過ぎるのはトキ
メキがなくなったから﹂と
いう話題があり︑なるほど
と思いました︒ 歳を過ぎ
るとだんだん１年が早く感
じるようになるのだそうで
す︒▼フランスの哲学者ジ
ャネーの発案した法則では
﹁人生のある時期に感じる
時間の長さは年齢の逆数に
比例する﹂
︒
自分の人生にお
ける一年の比率が年齢を重
ねるごとに小さくなるため︑
早く時間が過ぎるのだとか︒
▼そう考えると子どもや若
者たちの感じる時間は大人
の数倍以上の長さでしょう︒
その長い時間の中で︑家庭
環境や貧困問題などがあっ
ても彼らは自分の力ではど
うすることもできません︒
▼﹁親ガチャ﹂という言葉が
昨年の新語・流行語大賞に
選ばれました︒﹁生まれてく
る子どもは親を選べない﹂
という意味だそうです︒そ
こには経済的格差をはじめ
とした環境下ではいくら努
力しても報われないという
諦念感が現れています︒本
当に悲しいことだと思いま
す︒▼新しい年がスタート
しました︒ぼーっと生きて
いるとまたあっという間に
過ぎ去ってしまいそうです︒
しかし︑子どもや若者たち
が未来を諦めないでいいん
だと思える政治への転換は
今年こそ逃してはいけませ
ん︒
︵Ｙ・Ｉ︶

19

電話︵〇八六︶二七二

日時：２月10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：２月15日㈫ 12時半〜
場所：東京靴の流通センター倉田店前

日時：２月９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）

発行責任者

集団的自衛権の行使に反対する中区の会

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。

15

455

でひと休み︒鶴見橋を渡る
と間もなく岡山神社です︒
大きなマスクを付けた狛犬
が迎えてくれます︒手水舎
はひしゃくの代わりに消毒
用のアルコールと神社の感
染予防対策も万全です︒
手を清めた後︑本殿にお

った﹂﹁みんなと一緒に行
けてよかった﹂などの感想
があがり︑それぞれにいい
時間を過ごされた様子が伝
わってきました︒
新型コロナウイルス感染
症の影響は続きそうですが︑
今年もみんなで考え工夫し
て︑楽しい時間をたくさん
過ごすことができる１年に
したいと思います︒
︵林病院デイケア
公認心理師
田渕琴美︶

第77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。

▲すてきな特製マスク姿
▲大絵馬の寅！ 口が動きます

あじさいの会

家族交流会

ゆとりの会

当事者交流会

参り︒それぞ
れに１年の幸
せや健康など
を祈ります︒
その後はおみ
くじを引いた
り︑お守りを
買ったり︒岡
山神社といえ
ば︑毎年ユニ
ークな干支の大絵馬が奉納
されており︑それを見るの
も初詣の楽しみのひとつで
す︒おみくじを見せ合った
り︑大絵馬の
前で写真を撮
ったり︑参集
殿で休憩した
り︑みんなで
ゆっくり過ご
した後︑帰路
につきました︒
その日の後
ミーティング
では︑﹁寒い
なかだったけ
ど︑外を歩い
て気持ちよか

▲神社の前にて。来年も来たいですね
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新年迎え気持ち新たに
１年の幸せと健康願い初詣
15
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086-272-2713

〒703-8256 岡山市中区浜621-1

086-272-2710

検索

つばさ薬局

月〜 月の﹁共同組織
拡大強化月間﹂では︑会員
拡大︑協同基金にたくさん
方からご協力をいただきあ
りがとうございました︒ま
た︑ヘルスチャレンジは３
２５名の方のエントリーが
あり︑２７０名の方が目標
を達成されました︒林友の
会は︑引き続き会員のみな
さんと共に要求実現や制度

協同基金協力
150名増

改善の運動に取り組んでい
きます︒今後ともよろしく
お願いします︒

林友の会会員
58名増

共同組織拡大強化月間

30

が広がる運動として︑こう
した人の輪が今後広まれば
いいなと思います︒経験者
としての参加も重要だなと
感じました︒
︵吉倉外喜子︶

岡山県原水協

心身障害者医療費公費負担制度

の前後︑公共機関の利用後︑
顔を触る前︑触った後︑咳
やくしゃみ︑鼻をかんだ後
等に行います︒
③正しいマスクの着用
鼻と口を確実に隙間がな
いように覆います︒マスク
を着用する時は清潔な手で
行い︑マスクを外した後は
手洗い又は手指消毒を行い
ます︒
④３密の回避
にくく︑太りやすくなった
人との距離は十分に保ち
りします︒さらには血流が
感染予防の対策
ます︒
滞ることで頭痛や肩こり︑
現在流行中の新型コロナ ⑤換気
便秘︑生理不順︑不眠等の
２か所の窓を開けて換気
症状も出やすくなります︒ ウイルス感染症や︑インフ
寒い時こそ身体を動かし ルエンザの予防になる感染 をします︒
⑥健康管理
たり︑お風呂にゆっくり浸 症対策をお伝えします︒
いつもと体調が異なる時
かったりして低体温を予防
しましょう︒食生活では︑ ①正しい手洗い・手指消毒 は︑出勤や登校を控えてく
石鹸と流水で 秒間︑手 ださい︒
血行を促進して身体を温め
てくれる食品を取り入れて のひら︑手の甲︑指先︑爪︑ ワ
※クチン接種後も︑右記
指の間︑親指︑手首を洗い の感染対策を行って下さい︒
みてください︒
︵管理栄養士 今村怜依︶ ます︒手指消毒剤を使用す ︵林病院
る場合も同じように擦り込
感染対策委員会事務局
みます
臨床検査技師
︻身体を温めてくれる食品︼
② こまめな手洗い・手指消毒
勝部由華︶
①香味野菜
ニンニク︑生姜︑ねぎ等
共用物に触った後︑食事
②ビタミンＥを含む食品
ナッツ類︑かぼちゃ・赤
ピーマン等の緑黄色野菜︑
イクラ・たらこ等の魚卵
類︑鮭・サバ・サンマ等
ご協力ありがとうございました
③発酵食品︵酵素の働きで
血行促進︶
納豆︑味噌︑ぬか漬け︑
キムチ︑チーズ等

【処方箋受付FAX】

12

しょう︒引き続き︑皆さん
のご意見をお願いします︒
︵林友の会
副会長 荒木潤子︶

36

コロナ禍において︑毎日
体温測定をされている方も
多くおられると思います︒
皆さんの平熱は何度くらい
でしょう？日本人の平熱は
〜 度と言われています
が︑最近は 度以下の低体
温の方が増えているそうで
す︒
体温は︑身体が作り出す
熱量のこと︒体温が低くな
る原因としては︑活動量不
足による筋肉量の減少や加
齢︑過度のダイエット︑ス
トレス等があげられます︒
体温が１度下がると免疫
力が ％︑基礎代謝が ％
低下すると言われ︑風邪を
ひきやすくなったり︑痩せ

12

読者の方からのご意見紹介

▲12団体、約20人が参加した宣伝行動

◆嬉しい採択
心身障害者医療費公費負
担制度の対象に精神障碍者
を加える事を要望した陳情
が県議会本会議で全会一致
で採択されたニュース︑本
当に嬉しいです︒当事者︑
家族︑支える方諦めずに頑
張ったこと是非報われて欲
しいです︒
︵原康子︶
◆みんなで考える
１月８日︑岡山県原水協
精神科は他の診療科目で は今年最初の宣伝行動を岡
はない問題点を抱えていま 山駅さんすて前でおこない
す︒それは忖度です︒制度 ました︒
の悪用防止目的で一級以外
のハードルが高い理由では
ないでしょうか？この問題
点について医療全体が考え
る必要があると思います︒
︵当事者︶
◆裾野を広げる運動を
精神障害者家族の戸惑い︑
困惑を私も経験しました︒
当時は心おきなく相談出来
るところがなく︑娘と共に
不安定でした︒唯一医療機
関はありますが︑なかなか
その時間は治療受診の中で
は無理があり︑なおのこと
孤独感が募ったことを覚え
ています︒新春座談会はい
いですね︒精神医療の裾野

日本政府に条約参加求め
核兵器廃絶に向け声あげる

学習と運動を積み重ね
県議会で画期的採択
12

昨年 月 日︑ついに岡
山県議会で﹁精神障害者を
岡山県心身障害者医療費助
成制度の対象に加えること
を求める陳情﹂が全会一致
で採択されました︒これが
実現されると︑精神科以外
の診療科の医療費も助成さ
れるようになります︒
また︑同時に国に向け︑
自立支援医療制度︵現在は
精神通院費１割負担︶を精
神科入院費まで広げてほし
いという意見書を出すこと
が決定されました︒この意
見書には﹁精神障害者の病
気の特性から一般就労が難
しく入院医療費が経済的に
大きな負担となっていて生
活を強く圧迫している﹂と
記載されています︒これも
また︑けんかれん︵岡山県
精神障害者家族会連合会︶︑
けんせいれん︵岡山県精神
障がい者団体連合会︶が長
く求めてきたものです︒議
会には他にも３つ︑県の心
身障害者医療費や国の自立
支援医療費制度の改善の陳
情が出されており︑県民の
関心の高さが窺えます︒
いつから適用されるのか
と期待が高まりますが︑制
度づくりや予算確保︑シス
テム整備などこれからです︒
より一層︑当事者や家族の
窮状について知らせ︑困っ
ている人が利用しやすい制
度になるよう力を合わせま
36

【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】

10

食の
豆知識
37

37
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つばさ薬局
笑顔を大切にする薬局です
どこの病院の処方箋も受付致します

すがしい匂いから﹁季節﹂
に意識が向きます︒そこに
﹁縁起物だからみんなで手
を入れようや﹂というひと
声で︑遠目で見ていた人も
心が動き手を入れます︒結
果︑数十名の人の手が入り
門松が完成しました︒﹁作
業﹂﹁ひと﹂がもたらす効
果です︒
老年期では︑﹁自分の人
生はこれで良かったんだ﹂
と思えることが重要で︑そ
れには﹁良き聞き手﹂が必
要と言われています︒こう
いった行事を通して︑職員
は自然と﹁聞き手﹂とな
り︑患者さんは﹁経験を若
い者に伝える﹂機会となり
ます︒
私たちは良き聞き手とな
れるよう﹁聴く技術﹂を磨
▲慣れた手つきで編んでいきます

き︑患者さんの
﹁英知﹂が発揮
できるように工
夫していきたい
と思います︒準
備は大変！でも
その先には﹁感
動の嵐﹂が待っ
ています︒
︵岡山ひだまり
の里病院
作業療法士
夏目玲子︶

鏡餅作り
鏡餅に患者さん手作りの
干し柿を何個置くかで物議
をかもしました︒﹁右３個・
中３個・左３個﹂を主張す

る人や︑﹁外ニコ︵２個︶ニ
コ︵２個︶
︑中睦まじく︵６
個︶﹂の 個を主張する人
などワイワイしました︒

ノーリフトケア学び
抱えあげない介護実践
看護・介護職に就いてか
ら︑体に痛み・違和感を感
じたことがある人が７割を
超えていて︑介護職の腰痛
率は ％になるそうです

社会や政治に目を向け

医連の運動を強めることが
呼びかけられました︒
続く県内７事業所からの
指定報告では︑コロナ病床
を開設し感染者を受け入れ
た経験︑家族との面会が制
限される中での看取りのと
りくみ︑感染防止対策や医
療機関の減収補填を求める
行政交渉など様々なとりく
みが報告されました︒その
後のグループ交流では︑入
院・入所中の家族との面会

いのちと人権守る社会へ
林財団の事業所も加盟す
る岡山県民医連で 月 日︑
﹁コロナから人権と社会を
考える交流集会﹂がオンラ
インで開催されました︒
はじめに全日本民医連の
増田会長が講演︒コロナ禍
で失政による医療崩壊が浮
き彫りになり︑資本主義で
は直面する問題の解決が困
難との認識が広がったと話
され︑いのちと人権を守る
社会への転換をめざして民
20

える﹂︑﹁持ち上げる﹂な
どの行為はしません︒用具
やボディーメカニクスなど
を使用して﹁人力での抱え
上げ﹂を行わない介護を実
践していきます︒プロジェ
クトでは︑病院全体の腰痛
予防対策として︑必要な物
品︵車イス︑スライディン
グボード︑スライディング
シートなど︶の選定を行っ
ています︒
月には岡山協立病院の
ノーリフトケアチームから
看護師・理学療法士を講師
に招いて学習会を開催し︑

の工夫などが話題になりま
した︒
様々な苦労がある中︑患
者さんの人権を守るために
各事業所で奮闘しているこ
とが共有でき励まされると
共に︑目の前のことだけで
なく社会や政治に目を向け
て転換していくことの重要
性を改めて感じ視野が拓け
る思いでした︒このタイミ
ングで新たな切り口での集
会を企画されたことに民医
連らしさを感じました︒
︵財団本部事務局
事務 池橋陽子︶

を守ることと併
せ︑患者さんが
負担や不安を感
じないケアの実
践のため︑﹁職
員自身に根気よ
くノーリフトの
良さを分かって
もらう必要があ
る︒頭の中の切
り替えが必要な
ため普及には時
間がかかるが︑
諦めずに学習を
繰り返していく事が大事﹂
と説明がありました︒当院
でも︑地道に学習を継続し
ていきたいと考えています︒
︵林病院
ノーリフトプロジェクト
リーダー
看護師 木村理穂︶

▲移乗時の患者さんの負担も軽減

11

岡山県民医連

専門的な知識と技術を学び︑
積極的に意見交換を行いま
した︒導入後
の効果として︑
岡山協立病院
と東中央病院
では腰痛を訴
える職員が減
少したと報告
がありました︒
職員の健康

▲抱え上げないケア

▲干し柿の数は様々

︵２０１２年 日本ノーリ
フト協会調べ︶︒一方︑
﹁すべての医療・福祉の現
場で腰痛予防に取り組むこ
と﹂﹁抱きかかえて看護や
介護をさせては
いけない﹂とは︑
厚労省の腰痛予
防指針︵２０１
３年改訂︶です︒
当院でも︑２
０２１年１月か
らノーリフトケ
アについて検討
する﹁ノーリフ
トプロジェク
ト﹂が発足しま
した︒ノーリフ
トケアでは﹁抱

11

10

▲スライディングボード・シートを使って実践

林病院

▲立派な門松が完成

72

季節感じる門松づくり
経験伝え英知を発揮
岡山ひだまりの里病院

昨年は︑年末行事に﹁リ
ース作り﹂﹁しめ縄作り﹂
が加わり﹁鏡餅作り﹂﹁門
松作り﹂と︑かなり多忙に
なりましたが︑一緒に作る
患者さんの一挙一動に感動
の連続でした︒
﹁門松作り﹂は山から竹
を切り出す事から始まりま
す︒深く積もった落葉に足
をとられないよう注意を払
い︑竹を持ち帰ります︒患
者さんの出番はここからで
す︒白く粉を吹いた竹を丁
寧に磨き︑先を鋭角に切り
落としていきます︒﹁立派
な竹じゃ﹂﹁ええ匂いじゃ
なあ﹂と青竹の色艶︑すが

▲飾りもついたしめ縄
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林

林

吉 井

北 山

吉 井

木

金

廣 中

北 山

声

前 田

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？

前 田

午後

認知症デイケア
（月）〜（土）
9：30〜15：30

（月）〜（土）
9：30〜15：30

初診の方は、あらかじめ電話でご予約ください。

水

尾 原

ナイトケア

岡 崎

火

清 光

相談員

9：00〜12：30

※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。

月

岡 本

●健康チェックで図書カー ●理事長あいさつで池江選
ドをいただきましたが︑心 手が病気を克服されオリン
のチェックは大切です︒１ ピック出場を果たしたとい
●桃栗３年柿８年というの 日１日︑見直す事は大切で うのを読んで︑私もすごく
を覚えていて︑今植えても す！本当にありがとうござ 共感しました︒コロナ感染
生きている間に柿が食べれ いました︒今年も参加させ が３年にもなるのか︑とつ
ないと諦めていましたが︑ ていただき︑自分の確認を くづく思いました︒〝声〟欄
ＴＶで２年でなると聞きま させてもらいます︒お世話 で﹁戴帽式﹂についてコメ
︵西本良広︶ ントをくださっている方が
した︒次郎柿を植えてみる になりました︒
いてほっこりしました︒応
事にしました︒なんと計算
●岸田政権になって憲法改 援して下さり本当にありが
高い人間でしょうか！
︵長田直美︶
︵バラ子︶ 悪に向けた動きが急加速し たいことです︒
てきたようです︒私の住ん
●表紙の絵には︑いつも見 でいる岡山市西大寺地域で ●学生支援を続けています︒
入っています︒創意工夫さ も憲法９条を大事にし暮ら 看護師になる夢をあきらめ
れ︑こんな事も出きるんだ しに生かそうと〝９条改悪 てほしくない︒ソワニエ看
と︑感動しています︒目正 ノー西大寺市民アクション〟 護学校支援は︑毎月第４月
月ですね︒ ︵新谷民子︶ ︵仮称︶という市民団体立 曜日に物資を届けています︒
︵崎本敏子︶
ち上げの準備が進んでいま
す︒多くの団体や個人の参
●２０２２年︑コロナも早
加を呼び掛けています︒
︵山﨑晶弘︶ く終って皆で楽しい一年に
なる様願っています︒
︵ももちゃん︶

田 中

●いつも工夫をこらした紙
面で楽しく学ばせていただ
いています︒﹁公費負担制
度﹂をもっと充実させる運
動をしていきたいですネ︒
さて昨年末で退職したので
何か協力できることをと思
っています︒ ︵赤澤清子︶

●寒い日が続いていますが︑
林病院の花壇の﹁ホトトギ
ス﹂は歳を越しても枯れる
ことなく越冬しています︒
いつまで咲いてくれるので
しょうか︒その生命力に驚
くばかりです︒
︵中山芳樹︶

藤 本

休診

尾 原

休診

※2

●コロナで行く事をあきら
めて居ましたが︑子供︑ま
ご達に 才のお祝で東京デ
ィズニーに連れて行って貰
いました︒ 月に始めての
東京とディズニーにすごく
うれしく３日間楽しんで来
ました︒人生で一番うれし
かったです︒ ︵中山早苗︶

吉 井

午前

吉 井

岡 崎

●鏡びらきのときにモチを
食べることにしています︒
つぶあんのぜんざいか︑こ
しあんのしるこにするか考
えますね︒ ︵原田貴進︶

●去年の正月は母が入院し
ていて 日に亡くなりまし
た︵涙︶︒私も何度も体調
崩していますが︑今年の正
月は家族で買物行けたりで
楽しかったです︒ ︵文香︶
●先月号の福島浩一さんの
投稿に共感しました︒
︵ ２ＹＯＫＯ︶

原

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

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）

田

吉 井

重度認知症患者
デイケア

藤

吉 井

電話で予約して
ご来院下さい
☎
（086）
267-2011

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）

田

北 山

（月）〜（土）
9：00〜15：00

金

（月）〜（土）
16：00〜20：00

藤

事前にお話を伺い、

田

相談員へお取次ぎします。

藤

各相談は、林友の会事務局員が

田

デイケア

本

生活相談・法律相談・家族相談

田

木

16
15

平日８：30〜17：00

夜間・休日も
対応しております。

林
清 光
北 山

電話：086-272-2957（林友の会）

外来診療表

水

前 田
岡 崎
太 田

入院担当看護師へ
おつなぎします。

本

廣 中

⑱備え付けてある物品

電話相談

へお電話ください。

火

土 ※1

月

F

⑯○○に火を灯す

認知症専門病院
岡山ひだまり
の 里 病 院

●入院のご相談は
代表（086）272-8811

けやき外来診療表 （2022.2.1〜）

林病院

18

▼文香

F

⑰サザエさんの妹

▼上原 康彦

（敬称略）
▼福江 英之

C

⑭計画

17

▼禰屋 祐司

E

⑩寝ている時に見る
⑪川の中の学校でみんなでお遊

B
B

14
13
12
11
10
C

アメリカラクダ
遺したもの

E

⑮勢いよく走る

治

⑬絡ませて約束する

▼小出

●厳しい寒さでしたが︑久
しぶりに穏やかな晴れの三
箇日でした︒しかし︑心配
されるのは﹁あれ﹂︒そう︑
新型コロナウィルスです︒
とうとう３年目に入りまし
た︒変種株もいくつか出没
し︑そろそろ落ち着いてほ
しいと思います︒彼らも必
死です︒私たちも必死で対
処しましょう︒
︵禰屋祐司︶

● 月に弟が死去しました︒
亡くなるのがおぼろに分か
っていたのか︑あちこち教
えたり器具を治したりして
くれました︒妹２人とこれ
からも弟を忘れずに生きて
行こうと思います︒弟よあ
りがとう︒ ︵石原行子︶

④白鳥

⑨アンデス地方で飼育されている

８
７

「タラ」
宛先：〒703-8520 岡山市中区浜472

D

⑫シャベルより小型
戯している

パズル当選おめでとう

⑤一人前サイズの「シャケ」や
③パンジーは三色○○○

９

⑧石器・土器など、太古の人が

タ マ テ バ コ
第454号
の答

A

③ヨーロッパの永世中立国
コの蒸留酒

D
A

夜行寝台特急
るのに用いる

６
５

４
３
２
１

設
②リュウゼツランで造るメキシ

①フィッシングを楽しむ人工の施
①米１、水７の割合で炊きます

⑦惜しまれつつ引退。青い車体の
⑥酸性かアルカリ性かを判別す

hamawww@po.harenet.ne.jp

11

クロスワードパズル
➡ ヨコのカギ
●
⬇ タテのカギ
●

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：２月15日

林友の会「心のひろば」編集部

88

10

ホトトギス

●Ｇａ ｔｏ さん︑英検準１
級おめでとうございます︒
私は︑今年こそ役に立つ資
格を取ろうと思いました︒
︵Ｙ・Ｏ︶

12

2022年２月１日（発行 毎月１回１日発行）（４）
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