薬剤師のつぶやき
〜﹁投薬﹂について〜
薬剤師 掛谷 純子

昨 秋から︑薬剤師と して着任しまし
た掛 谷純子です︒よろ しくお願いしま
す︒
病院や薬局でお薬をお渡しすることを︑
投薬 すると言います︒ この﹃投薬﹄と
いう 言葉ですが︑どの ような印象をも
たれますでしょうか？
私 は 薬 剤 師に な っ て 間も な い 頃 に︑
﹃薬 を投げる﹄という この言葉を改め
て考 え︑少し抵抗を感 じていたことが
あり ます︒その後に︑ この言葉にまつ
わる 話を聞く機会があ り︑自信をもっ
て投 薬と言えるように なりました︒そ
の話を紹介したいと思います︒
実はこの投 薬という言 葉は︑仏教か
ら来 ていたのです︒今 から２５００年
前︑ インドでお釈迦様 は４５年という
長い間︑教えを説いて歩きました︒
８０ 歳になられたお釈 迦様は２月１５
日 に ︑ 沙 羅双 樹 の 木 の下 で ︑ 頭 を北
︵生 まれ故郷のルンビ ニーの方向︶に
向け ︑右手を枕にして ︑西に顔を向け

︵生 活の質 ︶を実現 させる ことで す︒
緩 和ケア は︑末期 だけで なく疾 患の
早い 病期の 患者に対 しても ︑がん 治療
と同 時に適 用される べきた くさん の利
点を持っています︒﹂
こ のよう に緩和ケ アとは ︑単に 身体
的症 状を緩 和させる ことで はなく ︑心
のケ アも同 時に行っ て︑患 者のＱ ＯＬ
︵生 活の質 ︶を総合 的に高 めるこ とを
目的としたものなのです︒
タ ーミナ ルケアと 緩和ケ アと似 て非
なる もので すが︑終 末期の 対応を どう
して いくの かは︑我 々のよ うな医 療を
提供 する側 だけでな く︑医 療や介 護を
受け られる 方の意見 が尊重 された もの
にならなければなりません︒
政 府の限 られた予 算の中 で社会 保障
費を上限無く使う事は困難でしょう︒
今 回の診 療報酬改 定のキ ーワー ドは
﹁在 宅での 看取り﹂ です︒ 保険を 改定
した ので︑ すぐに出 来ます と切り 出す
事は難しい話題です︒
こ の五月 二十九日 にはＮ ＨＫの ﹁ク
ロー ズアッ プ現代﹂ という 番組で ﹁も
う病 院で死 ねない〜 医療費 抑制の 波紋
〜﹂ が放送 されまし た︒視 聴され た方
もいらっしゃると思います︒
大 きく方 向転換し た実態 が報道 され
たように思います︒
小林病院 は在宅療養支援病 院として︑
往診 による 在宅療養 や在宅 での終 末期
の看 取りも ︑これま でもさ せてい ただ
いていました︒
し かし︑ 病院での 終末期 医療を 望ま

静かに息を引き取ろうとしていました︒
その様子は︑数多 くの釈迦涅槃図 に描
かれています︒
涅槃とは︑煩悩 をすべて取り払 った
悟りの境地の事を 言うそうですが ︑お
釈迦様が亡くなる 時は︑その悟り の境
地に達していたわ けです︒そのた め︑
涅槃とは﹁お釈迦 様が亡くなった ﹂と
いう意味で使われ ます︒天には︑ お釈
迦様が産まれて七 日目に他界した お釈
迦様のお母様の摩 耶夫人が来られ てい
ました︒摩耶夫人 は︑なんとか我 が子
が助かりますよう にとの願いを込 めて
天から不死の薬を 投げ降ろしまし た︒
これが﹃投薬﹄の 言葉の由来なの だそ
うです︒残念なが ら︑薬はお釈迦 様に
は届かず︑途中で 沙羅双樹の木に 引っ
かかってしまいま した︒例え︑お 釈迦
様であろうと死ぬ 事は免れないと いう
事を意味しているそうです︒
確かにいろいろ な釈迦涅槃図に は︑
木に引っ掛かった 薬の袋が描かれ てい
ます︒機会があれば︑見てみて下さい︒
﹃投薬﹄とは︑我 が子の病気をな んと
しても治し︑まだ まだ教えを説い て歩
いてほしいという 母親の深い慈愛 や真
心が含まれた言葉だったのです︒
私もそういう気 持ちを持って︑ 毎日
の薬剤師業務に励 んでいきたいと 思い
ます︒

れる方が多いのが現状です︒
私たち は癌患 者さん への緩 和ケア も
積極的におこなっていきます︒
高齢で 様々な 病気を 合併し ︑終末 期
に なられ た方に もター ミナル ケアを お
こなっていきます︒
病院での看 取りを希望 される方 には︑
病 院が癒 しの場 となる ように 最大限 の
努力をしていきます︒
在宅での看 取りを希望 される方 には︑
多 職種連 携をは かりな がら︑ 御本人 や
御 家族の 方の意 見を尊 重した ターミ ナ
ル ケアが 出来る ように してい きたい と
考えております︒
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りよく噛 んで満腹感︵満足 感︶をえる
ようにします︒
３．な がら食いをやめま しょう︒新
聞を読み ながらの朝食・テ レビを見な
がらの夕 食は満腹中枢の働 きに気づか
ないので ︑食べ過ぎること になってし
まいます︒
４．寝 る３時間前までに 食事はすま
せましょ う︒人は寝ている ときに脂肪
の合成を 盛んにしエネルギ ーを蓄積し
ます︒食 後にすぐ寝る人は 脂肪ができ
やすい︵ 蓄積されやすい︶ ということ
です︒
５．脂 質の摂り過ぎに注 意しましょ
う︒洋食 が普通に食卓に並 ぶようにな
り︑脂質 は十分すぎるくら い摂取して
います︒ エネルギーとして 使われるの
は︑糖質 ・タンパク質・脂 質の順なの
で︑高カ ロリーの脂質を減 らすことが
最優先で す︒揚げる↓焼く ↓煮る↓蒸
すと脂質 を減らせる調理法 です︒工夫
をお願いします︒
６．体 を動かしましょう ︒運動しや
すい季節 になるので︑ウォ ーキングを
１時間ほ どしませんか︒週 ２回くらい
から始め てみましょう︒ラ ジオ体操で
もしっか りすると︑心地よ い汗をかく
ことがで きます︒寝る前に 柔軟運動を
することもお勧めです︒

℡084-943-3111

なってきています︒
みなさ んは︑ ターミ ナルケ アと言 う
言葉を︑ よく聞 かされ ている と思い ま
す︒広辞 苑によ ると次 のよう に定義 さ
れていま す︒タ ーミナ ルケア とは﹁ 回
復の見込 みのな い疾患 末期に ︑苦痛 を
軽減し精 神的な 平安を 与える べく施 さ
れる医療・介護﹂となります︒
日本で は古く から死 にゆく 人に対 し
て︑最大 限の敬 意と尊 厳を払 う文化 を
養ってき ました が︑死 に至る 病にあ る
人の人生 にフォ ーカス し︑少 しでも 人
間らしい 生活・ その人 らしい 生活を 維
持しなが ら最期 の瞬間 を迎え られる よ
うにケアしよう︑という考えが︑﹁ター
ミナルケア﹂であると言えます︒
また︑ 緩和ケ アとい う言葉 もよく 聞
かれると思います︒
世界保 健機関 ︵ＷＨ Ｏ︶に よると 次
のように 定義さ れてい ます︒ ﹁緩和 ケ
アとは︑ 治癒を 目的と した治 療に反 応
しなくな った疾 患を持 つ患者 に対す る
積極的で全体的なケアのことです︒
痛み︑その他の症 状のコントロー ル︑
心理面︑ 社会面 ︑精神 面のケ アが最 優
先課題となります︒
緩和ケ アのゴ ールは ︑患者 とその 御
家族にと ってで きるだ け良好 なＱＯ Ｌ

病院長 原 忠之
〒721-0907
福山市春日町7-1-18

〜食習慣の見直しを！〜
管理栄養士 宮﨑 順子

原

忠之

暑 くな り ︑Ｔ シ ャ ツで 過ご して も
よい季節になりました︒
普段体重計 に乗らない方︑前 体重よ
り５％以上増 加している方は︑ 特に︑
生活習慣︵食 事習慣︶を見直し ︑次の
ことに注意しましょう︒
１．３食し っかりと食べまし ょう︒
必要以上に食 べるということで はあり
ま せん ︒ 体 重 が増 え て し まっ て も ︑
﹁食事を抜く ﹂ことはやめて下 さい︒
かえって太っ てしまいます︒人 間の体
は食事の間隔 が空き過ぎると︑ 今度は
いつエネルギ ーが得られるかわ からな
いと判断し︑ 蓄積しようとして しまい
ます︒最低３ 食食べて︑間食で 食後に
食べていた果 物や乳飲料などを 摂るこ
とを勧めます
２．ゆっく り食べましょう︒ ﹁お腹
いっぱい﹂と いう合図は満腹中 枢から
出されますが ︑食事開始から１ ５〜３
０分経たない と出ないといわれ ます︒
はやく食べる と︑この合図が出 るまで
食べてしまう ことになります︒ ゆっく

病院長

終末期医療の
これから

初 夏とな り︑例 年にも まして 蒸し暑
く︑ 体調管 理が必 要とな る時期 になり
ました︒
夏は どれく らい暑 くなる のか︑ 消費電
力５ ％カッ トを小 林病院 でも目 標とし
て頑張っております︒
さ て︑４ 月には 医療保 険と介 護保険
の同 時改訂 が施行 されま した︒ 団塊の
世代 の方が 高齢者 となる ２０２ ５年を
見据 えて︑ 医療と 介護制 度を改 革して
いく 初年度 という 位置づ けにな るよう
です︒
現 状のま までい けば︑ ２０２ ５年度
には 亡くな る人の ３０％ 近くの 方が亡
くな る場所 が無い という 最悪の シナリ
オが 想定さ れ︑今 後の終 末期医 療をど
うし ていく のかが ︑大き なポイ ントに
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小林 芳人

﹁新任のご挨拶﹂
神経内科専門医

４月より着 任いたしました︑ 小林芳
人です︒専門分野は神経内科です︒
診療科名に ﹁神経﹂が入りま すので
精神神経科や 心療内科と間違わ れるこ
とも少なくないのですが︑精神神経科・
心療内科が﹁ こころの病気＝か たちの
ない病気﹂を 対象にするのに対 し︑神
経内科の対象 疾患は﹁かたちの ある病
気︵検査など で異常が分かる病 気︶﹂
を対象にしております︒
具体的な病 名としては︑脳梗 塞や脳
出血︑認知症 ︵アルツハイマー 型︑前
頭側頭葉型等 ︶︑パーキンソン 病及び
類縁疾患︑片 頭痛や緊張型頭痛 ︑糖尿
病などによる 末梢神経障害︑筋 ジスト
ロフィーなど の筋疾患︑てんか ん︑重
症筋無力症︑ 脊髄小脳変性症︑ 筋萎縮
性側索硬化症 ︑等があります︒ また高
齢の方の場合 ︑発熱などの身体 状態の
変化や薬剤の 副作用によって︑ せん妄
︵一時的に認 知症と間違えられ るよう
な混乱状態に なること︶︑幻覚 も出や
すく︑これも 神経内科医が対応 させて
いただくことが多い合併症です︒

職員紹介
〜平成２３年１２月以降〜

５月から皆 様の仲間入りをさ せて頂
いた︑藤田伸子︵看護師︶です︒
多少ブラン クがありますが︑ １日で
も早く︑患者 様の役に立てる様 な仕事
が出来るように頑張りたいです︒

神経に関連した病気は症状が多彩で︑
ざっと思いつくだけでも︑﹁もの忘れ﹂︑
﹁手足が しびれる﹂︑﹁手 足がふるえ
る﹂︑﹁ しゃべりにくい﹂ ︑﹁ふらつ
く﹂︑﹁転びやすい﹂︑﹁歩きにくい﹂︑
﹁頭が痛 い﹂︑﹁細かい作 業がしにく
い﹂︑﹁ 変な姿勢になる﹂ ︑﹁意識が
なくなる ことがある﹂︑と いった具合
です︒で すから︑ある意味 では﹁何が
原因なの かよくわからない が︑何かが
おかしい ﹂場合に受診して いただく診
療科かも しれません︒お気 軽にご相談
ください ︒必要に応じて︑ 他の医療機
関等とも 連携しながら診療 をさせてい
ただきま す︒必ずしもすっ きりとは治
らない病 気も少なくないで すが︑薬や
リハビリ テーションなどに よって︑よ
り良い形 で日々を過ごして いただける
対応を考 えさせていただき ます︵もち
ろん︑ま ずは治せる原因を 十分に検索
して対応することが重要です︶︒
余談と なりますが︑映画 をお好きな
方でした ら﹁レナードの朝 ﹂という映
画をご覧 になられた方もお られるかも
しれませ ん︒この映画の原 作を書いた
オリーバ ー・サックス先生 は神経内科
医 で す︒ 多 く の 著作 が あ り ま すが ︑
﹁妻を帽 子とまちがえた男 ﹂は神経内
科医の一つのスタイルがよくわかるエッ
セイで︑ 私が大学生の頃に 強い印象を
受けた本 の一冊です︒エッ セイとして
も読みやすく深みのある内容ですので︑
もしご興 味がありましたら ご一読くだ
さい︒

３月１ ６日から小林病院 で介護職員
として働 かせていただいて おります岡
田麻里︵介護職員︶です︒
以前は グループホームで 利用者様の
身の回り のお世話をさせて いただいて
おりまし た︒これから頑張 って病院内
の業務を 患者様の為に覚え ていきたい
です︒

４月２ 日より勤務してお ります大川
美樹︵介護福祉士︶です︒
以前は グループホームに 勤めており
６月よりこ ちらでお世話にな ってお ました︒ 病院での仕事は初 めてで︑戸
ります︒田中 真子︵看護師︶と 申しま 惑うこと も多いですが︑一 日も早く仕
す︒
事を覚えたいと思っています︒
以前は︑山 口県の光市立総合 病院の
外科病棟に勤 務していました︒ 内科は
初めてで︑分らないことばかりですが︑
精一杯頑張り ますので︑よろし くお願
いいたします︒
２月半 ばより︑小林病院 で働かせて
いただい ている︑五郎畑智 美︵介護職
員︶です ︒社会人としても 介護職員と

〜在宅緩和 治療について 〜
連携室長 吉鷹眞弓

こんにちは︑連携室です︒
２ ０１２年には医療 保険と介護保険
の同 時改定が行われま した︒高齢化率
が上 がり続ける今後に 向け︑急性期病
院の ベッドをしぼりこ む一方︑地域に
密着 した病院の役割や 地域連携を重視
する方向性が示されています︒
急 性期病院では︑急 性期治療がいっ
たん 安定すると早期の 退院をすすめて
いきます︒
そ こで当院のような 療養型病院の役
割が重要になってきます︒
当 院では︑急性期病 院からの入院依
頼が 多くあり︑ひき続 き加療の必要な
方も いれば︑病状が安 定したけれど自
宅へ 戻るには不安のあ る方などいろい
ろな患者様が入院してこられます︒
自 宅療養が可能な方 には︑入院中に
ケアマネージャー等と連携しながらサー
ビス 利用を整えたり︑ 自宅で必要な介
護を ご家族に指導させ ていただいたり
して退院支援を行っていきます︒
そ して最近は︑急性 期病院から末期

して も︑駆け出しもの で︑色々ご迷惑
をお かけするかと思い ます︒少しでも
たくさんの人たちの力になれるように︑
１日１日頑張っていきます︒

安部美重子︵介護職員︶と言います︒
私は 医療福祉の分野で 働くのは︑全く
初めてなので︑毎日が﹃勉強・勉強！﹄
です︒
一 日でも早く仕事に 慣れたいと思い
ます ︒皆さんよろしく お願いいたしま
す

野 島 直穂 美︵ 介護 職 員︶ 大阪 南部
出身 の吉本系日本人で す︒好きなもの
はも のは︑あんこ︑き なこ︑アルコー
ル︑ 家族︑愛犬です︒ 病棟の皆さんに
援助 技術︑心構えなど 丁寧に教えて頂
き︑ ありがたく思って います︒どうぞ
よろしくお願い致します︒

がん疾患の方の転 院も増えていま す︒
当院で緩和治療を と転院してこら れま
すが︑中には住み 慣れた自宅で過 ごし
たいと希望される 方もいらっしゃ いま
す︒
がんといえば︑ 激しく痛みが伴 うも
のとして恐れられ てきましたが︑ がん
の疼痛は今は在宅 でもうまく治療 でき
るようになりまし た︒内服︑坐薬 ︑貼
り薬︑注射などの 鎮痛剤を疼痛の 程度
に合わせて調整し ︑往診や訪問看 護な
どのサービスを利 用すればがんの 方の
在宅療養も可能で あり︑最期を自 宅で
過ごしたいという ご本人の希望も かな
えることができます︒
当院ではそのよ うな方の退院支 援も
行っていきます︒ 各サービスの担 当者
と連携をとりなが ら︑ご本人の病 状の
ほかご家族の不安 についても一緒 に考
え︑患者様ご本人 が望む医療介護 を提
供していきたいと思っています︒

川上陽子︵事務 ︶です︒不慣れ な点
でご迷惑をおかけ すると思います が︑
仕事も皆様のお顔 や︑お名前も早 く覚
えられるよう頑張 ります︒どうぞ よろ
しくお願い致します︒

六月より勤務し ています︑長久 智子
︵事務︶です︒
以前は診療所に いたので︑病院 勤務
は初めてですが︑日々学んだことをしっ
かり身に付け︑思 いやりと感謝の 心を
大切に頑張りたい と思いますので ︑よ
ろしくお願いいたします︒

今 年度よ り入職 しまし た︑ 野田諭 香
︵言語聴覚士︶といいます︒
ＳＴ＝言語聴覚士 とは︑﹁聞く﹂ ﹁食
べる﹂﹁話す﹂事 が難しくなられ た方
へリハビリを行う ことで︑その機 能を
維持・回復する仕事になります︒
よろしくお願いいたします︒
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