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 平成24年9月15日 （土） リハ
ビリテーション室にて「第５回秋祭
り」を開催しました。今回は昨年度
のアンケートをもとに、「音楽部の
⽣演奏を少しでも⻑く患者様に聞いて
頂きたい」という想いで企画し、準
備を⾏ってきました。例年よりも
1ヵ月早い開催となり、まだまだ暑さ
が残る中、多くの患者様・ご家族に
ご来場いただく事ができました。会
場内では、音楽部の⽣演奏を中心に
ゲーム（もぐらたたき）や屋台の食
べ物 （あんみつ、わたあめ）を楽
しんでいただきました。また、各病
棟では作品展を実施しました。普段

の⼊院⽣活から離れた雰囲気の中、い
つもとは違った患者様の表情も多く⾒る
ことができたと思います。秋祭り開催
にあたり協⼒して頂いた皆様、本当に
ありがとうございました。来年度もア
ンケートより頂いた意⾒や反省を活か
し、患者様・ご家族により楽しんでい
ただけるものを企画していきたいと思い
ます。

東所沢病院の一大イベント！

第五回　秋祭りを行いました！
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⾳楽部は秋祭り恒例の演奏会を今回も⾏いました。 演奏曲は omens of love、 top of
the world、 時の流れに⾝をまかせ、 a whole new world、 翼をください、 ⾒上げて
ごらん夜の星を、 また逢う日までの７曲です。 多くの患者様、 ご家族が⾳楽部の演奏を
聴きに来られ、 ステージから⾒るととても楽しんでいらっしゃったと感じられました。
最後にはアンコールも頂き、 とても嬉しく思いました。

⾳楽部のバンドメンバーは医師、 看護師、 リハビリ技師、 検査技師、 調理師、 薬剤
師、 事務等、 様々な職種で構成され、 担当楽器もサックス、 フルート、 トランペッ
ト、 ピアノ、 ギター、 ベース、 ドラムと多様です。 部員は院内で公募して集まりました。

毎年４⽉頃に秋祭りで演奏する曲の打ち合わせを⾏います。 秋祭りに来られる方が楽しめるような曲
を選んでいるつもりですが、 なかなか迷うところです。 １９６０年代から１９７０年代頃の歌謡曲や洋
楽を中心に選んでいます。 演奏曲を決めたら楽譜を探します。 現在の⾳楽部のバンド編成に合うような
楽譜は全くありません。 だいたいメロディー譜とコードが載っているようなピアノ演奏用の楽譜をもと
に原曲を聴きながら各自でアレンジします。 そうして演奏曲をきめてから 1 カ⽉後の５⽉頃から業務終
了後に病院近くの⾳楽スタジオを借りて⾳合わせをしていきます。 スタジオでの練習は毎回録⾳し、 部
員に配布しています。 毎回、 秋祭り１ヶ⽉前までには完成型になるよう余裕を持ってスケジュールを組
んでいるつもりですが、 なかなかうまくいかずバタバタしています。

スタジオで⾳合わせをしている時は演奏やアレンジがこれでいいのか悪いのかよくわからず、 どうし
たものかと思い、 悶々とする事も多くありますが、 患者様やご家族が本番の演奏を楽しんで聞いて下
さっている様⼦を⾒ると活動をしていて良かったと思います。

今後も皆様の期待を裏切らないような演奏ができるよう練習を重ねて楽しく活動していければと思って
おります。

●秋祭り：演奏会について音楽部より

●秋祭り：もぐらたたきゲームについてレクリエーション委員より

 もぐらたたきでは、 多くの患者様やご家族、 さらに保育室のお⼦さんにも十分楽しんで頂いたよう
で、 本当にやって良かったと嬉しく思います。 普段の病棟⽣活では中々⾒ることができない⽣き⽣き
として表情や瞬発⼒に驚くことも多々ありました。
当日は、 少しでもお祭り気分を味わって頂こうとなるべく声を張ることに努めました。 ゲームのルー
ルは時間の目安として３０秒を設けていましたが、 中には１５秒程で疲労してしまう方もいらっしゃ
り、 患者様の動きや表情を⾒ながら終了のタイミングを図ることが⾮常に難しく感じました。 さら
に、 患者様に合わせて台の⾼さを変更したり、 患者様の⼿が届く良い位置に⾞椅⼦の位置を合わせる
など、 ゲームを⾏うにあたっての準備にも気を遣いました。 私は、 ⼿作りのかわいいもぐらの⼿袋
に⼿を入れて一⽣懸命もぐらを演じさせて頂きましたが、 痛いこともしばしば。
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 私がリハビリを担当している患者様の中には、 優しく叩いて下さる方もいらっしゃれば、 遠慮なく叩い
て⾏かれる方など様々でした。しかし、笑顔で喜んで下さる患者様の姿を⾒て充実感を覚えました。課題
としては、 もぐらたたきの誘導に時間が掛かってしまったり、 列により他の患者様の通過を妨げてしまう
こともあったため、 来年のゲームではスムーズに誘導ができるよう⼯夫したいと考えています。
 また、もぐらたたきの台、手袋は、すべて職員による手作りです。手袋は毎年修理をしながら使⽤し、
もぐらたたきの台は今年新たに作り直しています。 作成には大分時間が掛かってしまいましたが、 その分
愛着の湧くもぐらたたきを仕上げることができました。
 来年の秋祭りでのゲームは、またレクリエーション委員の話し合いにより決定していくため、新しいゲー
ムになる可能性もあります。来年も、話し合いの中で案を練りながら、患者様が喜んで下さるような内容
にしたいと思っています。今後も、手作りで温かみのあるお祭りになるよう、委員一同活動していきたい
です。

●秋祭り：屋台料理について　栄養科より

秋祭りの屋台は、わたあめとあんみつの２種類を出店しました。加え
て今年度より初めて昼⾷に 「お祭り献⽴」 を提供しました。 昼⾷のお
祭り献⽴は、焼きそば、お好み焼き、大学芋等メニューを屋台風にし、
雰囲気を出す為にお弁当箱に盛り付け、 カードを添えて提供しました。
また、 ペースト⾷の方にもお好み焼き、 サラダ、 大学芋を固形化し、
お弁当箱に盛り付け、 味だけではなく⾒た⽬にも美味しく召し上がって
頂けるよう⼯夫しました。 普段とは違うメニューと盛り付けで⽬先も変
わり、 患者様から好評の声を頂く事ができました♪

屋台のあんみつは、手作りの抹茶寒天にフルーツ、あんこ、生クリー
ム、 ⿊蜜をかけ、 飲み込みや噛む⼒のレベルに応じて２種類の形態で⽤
意致しました。
わたあめは普段⾷事を召し上がれない方にも、 提供して満足して頂け

る、 毎年⼈気のメニューです。 患者様をはじめご家族より 「美味しい
と喜んでいました。」「⾷べやいように作ってあり良
かった！」 等嬉しい感想を頂く事ができました。
来年の秋祭りもアイディアを出し合い、 患者様に

さらに喜んで頂けるよう取り組んで参ります！



東所沢病院　広報誌　けやき　第31号　平成24年11月　発行

「認知症と生活習慣（病）」について
2012秋の地域講演会を行ないました！

嗜好調査結果報告　　栄養科

栄養科では年 4 回の嗜好調査を実施しています。
9 月 23 日(火)に今年度２回⽬の嗜好調査を実施しましたのでここに報告致します。

▼好きな食べ物、 好きな料理はありますか
・ ⾁料理 (4 人)  ・ ステーキ(3 人) ・ ビーフシチュー ・ 牛すじ煮込み ・ ⿂料理  ・ お刺⾝ (3 人)
・ 散らし寿司(2 人) ・ お刺⾝ ・ 切りいか ・ うなぎ (2 人) ・ のり巻き寿司 ・ いなり寿司 ・ 混ぜご飯
・ おはぎ ・ お茶漬け ・ 赤飯 ・ がんもの煮物 ・ 生揚の煮物 ・ 野菜サラダ ・ 野菜の煮物 ・ 小倉煮 ・ きんとん
・ 昆布巻き ・ おしんこ (2 人) ・ 果物 (2 人) ・ バナナ ・ うどん ・ ざるそば ・ ミートソース(2 人)
・ ナポリタン ・ グラタン ・ パン ・ サンドイッチ ・ まんじゅう ・ 甘い物

好きな食べ物、 好きな料理については、 多く⽅よりさまざまなご意⾒を頂く事が出来きました。 やはりお寿司は
変わらず人気である事がわかります。 また、 牛⾁を使⽤した⾁料理の回答を予想以上に多く頂きました。 頂いた
ご意⾒を参考に、 今後も新しいメニューを取り入れ、 献⽴のバリエーションを増やしていきたいと思います。 ソ
フト食の⽅は安全性を考慮し調理している為、 使⽤できる食材が限られたり、 細かく刻まれトロミをつけて提供し
ている料理がほとんどです。 調理法や盛り付け⽅を⼯夫し、 ⾒た⽬にも美味しく、 喜んで頂ける食事提供に努め
て参ります。

 認知症や生活習慣病は近年取り上げられることが多く、 とても⾝近な病
気なのではないかと思います。 年齢とともに危険が増していく病気でもあ
り、 その危険は誰にでも潜んでいます。 また、 生活習慣と認知症の関連
も示唆されており、 生活習慣が認知症の危険因子となっていることも明ら
かとなっています。 そこで、 本年の１０月２７日に 「認知症と生活習慣
（病）」 というテーマで、 ⼭⼝院⻑による地域講演会を⾏いました。 具
体的な認知症 （アルツハイマー病） の症状や生活習慣との関係性、 CT画
像を⽤いて脳がどのように変化しているのかなどをお話しました。 比較的
⾝近なテーマということもあり、 患者様のご家族や病院職員など、沢⼭の
⽅々にご参加頂くことができました。
アンケートの結果からは 「家族に認知症を抱えている人がいるため、ため
になった」、 「食事に更に注意しようと思った」 など、 日常の生活に即
した感想から、 「食事について知りたい」、 「介護者の心得を知りた
い」、 「介護⽅法の実演を⾒たい」 など今後に繋がる様々なご意⾒ ・ ご
希望を頂くことが出来ました。
 講演会を通し、 誰にでも危険があることから、 多くの人が興味 ・ 関心
を寄せている病気であることを再認識させて頂くことができました。 今後
も皆様の生活に生かして頂けるような講演会の場を設けさせて頂くことがで
きればと思います。

＊対象者    ：  １病棟〜４病棟のソフトを召し上がっている患者様
＊調査⽅法   ：  管理栄養⼠による直接聞き取り調査
＊有効回答率  ：  79.2％ （19 名／24 名）
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▼⾷事の量はいかがですか

▼⾷事のかたさはいかがですか

95%

5%

丁度良い

ややかたい

かたい

やや柔らかい

柔らかい

⾷事の量については、 74％の方から 「丁度良い」 との回
答を頂きました。「足りない」との回答を2名の方から頂
きましたが、 2名共制限⾷を召し上がっている男性の方で
した。個々の疾患により⾷事量が異なる為、病棟訪問時や
セレクトメニューの聞き取りの際に、 患者様より意⾒を伺
い、 主治医と相談しながら可能な範囲で対応して参りま
す。

⾷事のかたさについては、ほとんどの方から「丁度良い」
との回答を頂き、「柔らかい」との回答を1名の方から頂
きました。 患者様の⾷事状況を確認し、 主治医やSTと相
談しながら個々に適した⾷事形態を提供できるよう努めて
参ります。

▼⾷事の味付けはいかがですか

84%

11%
5%

丁度良い
やや濃い

濃い

やや薄い
薄い

74%

11%

5%
10%

丁度良い

少し多い

多い

少し少ない

足りない

⾷事の量については、 74％の方から 「丁度良い」 との回
答を頂きました。「足りない」との回答を2名の方から頂
きましたが、 2名共制限⾷を召し上がっている男性の方で
した。個々の疾患により⾷事量が異なる為、病棟訪問時や
セレクトメニューの聞き取りの際に、 患者様より意⾒を伺
い、 主治医と相談しながら可能な範囲で対応して参りま
す。

患者様の要望に添えるよう今
後も美味しく安全な⾷事提供
に努めていきます♪
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おくすりの便り
こんにちは、 薬剤科です。 日毎に寒さを感じる季節となりましたが、
みなさまおかわりありませんでしょうか。
今回のおくすりの便りの特集は 『便秘』 です。
みなさまの中にはこの 『便秘』 に悩まされている方も多いのではないでしょうか。
『便秘』 は⾷⽣活や⽣活習慣を⾒直すことで改善・解消することができます。
正しいケアを⾏い、快適に過ごしましょう♪

今回のテーマは 「便秘」 について

便秘とは、 排泄 （はいせつ） の回数が少ないこと、 また、 排泄物が
お腹の中に滞っていることです。
しかし、 毎日便通があったとしても、 苦痛、 残便感があると便秘とい
えます。 その逆に、 毎日便通がないとしても、 苦痛と感じなければ便
秘とはいえません。 便秘の原因は⼈によって異なります。症状にあった
対処をするためにも、 ⾃分の便秘の種類を把握しておきましょう。

●便秘になったらどうする？

病院に⾏くべき症状と、 セルフケアできる症状があります。
（病院に⾏くべき症状）
以下のような症状がみられたら、 医師の診断を受けましょう。
■突然便意をするようになった ■便に⾎や粘液が混ざっている
■便が細くなった        ■激しい腹痛や嘔吐、 発熱を伴う
■お腹にしこりがある     など （セルフケアできる症状）
便秘といってもお通じが１週間に１〜２回程度ある場合には、 このあと
の便秘の予防で紹介しているような⾷⽣活、 排便習慣の改善、運動など
を⾏った上で、 緩下剤や整腸剤などを上手に活用して様子をみましょ
う。

●薬の種類

便秘治療に使われる下剤は、 作用メカニズムによって主に４種類に分け
られます。
塩類下剤  ：腸管内に水分をよびこむことで腸のぜん動運動を促進させ
ます。
膨張性下剤：薬剤⾃体が腸管内の水分を吸収して膨張し、⼤腸に刺激を
与えて、 ぜん動運動を促進させます。
浸潤性下剤 ： 便を軟便化させ、 排便を促します。
刺激性下剤 ： 腸管神経に直接作用し、 ぜん動運動を亢進させます。
                   けいれん性便秘には使えません

●どんな病気？
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以下に表としてまとめてありますので、 参考にしてください。

☆便秘薬の種類とその作⽤☆

※１ 水や油など、本来混ざり合うことのない物質同士を結合しやすくする作⽤のこと。

●薬を使⽤するときの注意点

同じ下剤を⻑期間連⽤すると、精神的な依存や腸の筋⼒低下などから、習慣性になったり、効きにくくなっ
たりすることもあります。 作⽤の異なる下剤に変えたり、 徐々に減量することが必要です。
また、 乳酸菌を使った整腸剤は、 下剤に比べ穏やかな効き目で腹痛がない、 腸内環境のバランスを整えて
便秘・軟便の両⽅の症状を改善する、 などの⻑所があります。

●便秘を予防するには？

種類 作用 主な成分

浣腸

おし り の肛門部に液体
を入れて腸壁をすべり
やすく さ せ、 また腸を
刺激し て動き を活発に
し て便を出す。

・ グリ セリ ン
・ ソ ルビト ール

刺激性下剤
腸粘膜を刺激し 、 腸の
ぜん動運動を促進す
る。

・ ビサコ ジル
・ センナ
・ ダイ オウ
・ ピコ スルフ ァ ート
・ ラ キソ ナリ ン

膨張性下剤

水分を吸収さ せて、 便
をやわら かく し 、 腸の
内容物を膨大さ せて、
腸を刺激し て排便を促

進する。

・ カ ルボキシメ チルセルロース

塩類下剤

腸の中の水分の再吸収
を防ぎ、 腸の内容物を
やわら く し 、 増大さ せ
るこ と でぜん動運動を

促進する。

・ 酸化マグネシウム
・ 硫酸マグネシウム

浸潤性下剤

界面活性作用（ ※１ ）
により 、 便の表面張力
を低下さ せて水分を浸

透し やすく し 、 硬い便
を軟化さ せる。

・ ジオク チルソ ジウムスルホサ
   ク シネート （ Ｄ Ｓ Ｓ ）

便秘の予防は、 食物繊維や水分を十分にとるなど、 食生活の改善が基本になります。 加えて、適度な運動
や排便の習慣づけ、 ストレスの発散も心がけるとよいでしょう。



平 日 ：９ ：００〜１２ ：００ １４ ：００〜１７ ：００
     
    （診察開始時間９：１５〜）
土曜日 ：９ ：００〜１２ ：００
    
    （診察開始時間９：１５〜）
日 ・祝 ・祭日は休診です

外 来 診 療 担 当 医

診 療 科 ⽬
月 火 水 木 ⾦ 土

午 前 午 後 午 前 午 後 午 前 午 後 午 前 午 後 午 前 午 後 午 前

内   科 山口 山口 山口 牧野 山本 山本 高崎
深澤

高崎
深澤 林 林 馬島
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理念
高齢者医療に⼼やすらぐサービスの実践

基本方針
○患者様の権利を尊重し、 笑顔と対話による医療・看護
を実践する
○⾃⽴に向けたリハビリテーションを展開できるよう⽀援
する
○療養環境を整備し、 安全を確保する
○退院後に安⼼して地域で暮らせるように、福祉との連携
をとる
○⾃ら学び医療⼈として節度を持ち、全員で働きやすい職
場環境を作る

当院への入院相談及びお問合せは、 『社会福祉相談室』 が担当しております。
入院前の疑問や不安、入院後における様々なご相談に応じています。患者様やご家族が安⼼して療養に専念していただ
けるように、専⾨的な知識を持った医療ソーシャルワーカーを是⾮ご利⽤ください。
ご相談は無料です、 内容は秘密をお守りします。 あらかじめご予約の上、 お気軽にお越しください。 電話でのご相談
も承ります。

相 談 時 間
○平日 ： 9 ： 00 〜 17 ： 00(12 ： 30 〜 13 ： 30 を除く)
○土曜 ： 9 ： 00 〜 12 ： 30

社会福祉相談室のご案内

東所沢病院の理念・基本⽅針・患者様の権利・職員倫理

患者様の権利
○平等かつ公平に医療を受ける権利
○個⼈として尊重される権利
○⼗分な説明と情報提供を受ける権利
○⾃分、 または代理⼈による意思で選択・決定する権利
○⾃分の情報を承諾なくして第三者に開⽰されない権利
（プライバシー保護）

職員倫理
１私たちは、 ⼈間愛の精神を基本とし、 医療者として常
に専⾨的な知識と技術の習得に努めます。
２私たちは、 すべての医療⾏為において、 患者様の権利
を尊重し、 互いに協⼒して適切な医療を提供します。
３私たちは、医療を通じて社会の発展を尽くすとともに、
法に従い、 社会秩序の保持に努めます。


