からだ館通信
バックナンバーは、http://karadakan.jpでお読みいただけます

★からだ館 開館･相談時間

１３：４５～１４：３５ 講演
とき

かがやく最期を迎えるために
１４：３５～１４：４５

地域医療連携室「ほたる」ってご存知ですか？

１４：４５～１６：１５ パネルディスカッション

地域をかえる 「つながる力」
閉会

アイ

病院探検隊
どんなお仕事あるのかな？

日時 ７月 日 （火）
場所 鶴岡市立荘内病院
名
対象 小学５・６年生

鶴岡市内の対象学年の小学生には、各小学
校を通じて詳細が載ったプリントが配られます。
からだ館ホームページでもお知らせします。（
月初旬より） 参加は鶴岡市以外の市町村の
小学生でも大丈夫です。 お申込は往復はがき
に必要事項をお書きのうえ、からだ館まで。応
募多数の場合は抽選とさせていただきます。
お問合せはからだ館まで
☎０２３５（２９）０８０６

7

会 場 案 内

からだ館では、小学生の夏休みに合わせ、小学
生を対象とした特別ワークショップ「
自由研究お
を行っています。小学生が、さまざま
うえん隊」
な体験や実験を通して、 い｢のちの大切さ」や「健
康」そして、「地域のはたらき」について、学んでい
ます。 趣向を凝らした企画と運営には、慶應
義塾大学湘南藤沢キャンパスの大学生も参加し
ています。また病院探検隊では、鶴岡市立荘内
病院のご協力のもと行います。

2013 自由研究おうえん隊速報

今年のテーマは３つ。

からだ探検隊
発見しよう！助け

月 日 （土）
日時
場所 総合保健福祉センター
Ｆ
にこふる
名
対象 小学５・６年生

月 日 （日）
日時
場所 総合保健福祉センター
Ｆ
にこふる
名
対象 小学３・４年生

たべもの探検隊
夏野菜ハカセになろう！
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24
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秋山正子氏

平成２５年７月１５日（月）海の日
場所 鶴岡市先端研究産業支援センター
メタボロームキャンパス
１３：００ 受付開始
１３：３０ 開会
１３：３０～１３：３５開会のあいさつ
１３：３５～１３：４５暮らしの保健室リポート

3

3

地域をかえる「つながる力」

午後 13：00～16：00 13：00～14：00

7

7

秋山正子さんと考える

７月８月の予定

27

28

30

月 日（月）海の日に、からだ館と一般社団法人鶴岡地区医師会地域医療連携
室ほたる、南庄内緩和ケア推進協議会と共催で勉強会を開催します。講師に秋山正
子氏（秋田県出身）をお迎えします。地域をかえる「つながる力」について、皆さ
ん一緒に考えてみませんか。
秋山正子氏は、訪問看護師で株式会社ケアーズ白十字訪問看護ステーション所長。
２０１０年３月にテレビ番組 『プロフェッショナル 仕事の流儀』「どんなときで
も、命は輝く」に出演されました。２０１１年７月、東京都新宿区に住みなれた街
で、すこやかに暮しつづける方を応援するために、暮らしについて相談できる場所
「暮らしの保健室」をオープン。
勉強会は二部構成。前半は秋山正子氏の講演
～かがやく最期（とき）を迎えるために～
後半は、～地域をかえる つ｢ながる力 ～｣をテーマ
にパネルディスカッションとなっています。
パネラー紹介
○秋山正子氏 訪問看護師
○中村秀幸氏 中村内科胃腸科医院長
○原田真弓氏 鶴岡市健康課長
コーディネーター からだ館 武林亨
参
※加費無料。申込、お問合せはからだ館まで。
☎ ０２３５（２９）０８０６

午前 10：00～12：00 10：00～12：00

相談時間

9：00～17：00 9：00～15：00
開館時間

第1・3土
月～金

7

15

７/５
にこにこ倶楽部
７/15
勉強会
7/27・28・30 自由研究おうえん隊
8/２
にこにこ倶楽部
★見学会･出前講座のお申し込みを、随時受け付
けています。（電話 ０２３５-２９-０８０６）

〒997-0035 山形県鶴岡市馬場町14-1
鶴岡タウンキャンパス 致道ライブラリー内
TEL 0235-29-0806 FAX 0235-29-0807
第２５号（ ２０１３年６月２０日号 ）
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リレー闘病記
前号までの
あらすじ

《 代男性Ｋさんの場合 パート６ 》

平成十七年にがんを発症し、
左腎臓を摘出。その後再び手術し右腎臓の一部も切
除した。以降抗がん剤治療を受けていた。その後平成 年に背骨に転移し緊急手
術を受ける。車椅子生活だったのが手術が成功し か月後には自分の足で立てる
ようになっていた。進行に伴い新しい分子標的薬「スーテント」の投与が始まる。
歩けることを望みセカンドオピニオンに相談するが、
かなわなかった。

40

分子標的薬「スーテント」は「ネクサバール」より副作用が強く出る薬です。甲状腺の
数値がとても下がります。わたしの身体が耐えきれなくなるのにそう時間はかか
りませんでした。
年 月。山大附属病院にて新しい分子標的薬「インライタ」の服用を始めまし
た。副作用の比較的強く出ない薬です。からだ館に置いてある雑誌「がんサポート」
からの情報です。
わたしは病気になった頃それを焦ることなく受け入れました。そして何度も手術
や入退院を繰り返すうちに負けられないと思うようになりました。「
生きるチカ
ラ」を得ました。いま入院中ですが、かならずみなさんの前に戻ってきます。
12

みらい健康調査は、最先端の予防医学
プロジェクトであると同時に、若い研究者
たちを育てる場にもなっています。
健診の場で皆さんに調査の意義を説明する役割は、
元荘内病院看護師長の成冨美津とともに、慶大医学
部３名（原田、栗原、深井）と医師会１名（大井）という
歳代の４名が担当。庄内弁を覚えつつ、参加者の皆
さんから大切なことを教わり、成長を遂げています。
さらに、医学部や環境情報学部の大学生、この春から
は、中央高校から慶應大に進学したメンバーもコホー
トの勉強を始めています。
息の長い取り組みを続けるため、大切な人材をこの
地で育成する試みを続けていきます。遠慮なくお声か
け下さい。人を作り、良い調査を作り、そして健康な
地域を作っていきたいと思います。

支える若き人材たち ―
―

鶴岡みらい健康調査

現在ｋさんは退院され、自宅療養中で、リハビリに励んでいます。 終
※

24

18
お花見お食事会の様子

にこにこ倶楽部
6

地元でご活躍
の管理栄養士
茨木清子さん。
簡単でおいし
くカルシウム
が豊富で全体
の栄養バラン
スもよいメ
ニューを紹介
して下さいました。また、今
回は骨密度測定で、参加者自
身の骨の状態も確認しました。
次回のテーマは「糖尿病」。
勉強会を９月初旬に開催し、
月 日に健康料理教室を開
催する予定です。参加申し込
み受付は 月に入ってからで
す。詳細が決まり次第からだ
館ホームページでご案内とと
もに「広報つるおか」などで
お知らせいたします。
9

1

5

5月10日勉強会の様子

20

梅雨の季節ですよね？と思うような晴れの日が続
いた6月初旬。でも梅雨時の話で・・・。
梅雨に映える紫陽花の花。
紫陽花は晴れより雨が似合いますよね。
以前、鉢植えの紫陽花を庭に放置してい
たら、鉢から根っこが伸び、そのまま庭
に根付いてしまったことがあったけ(汗)
紫陽花って意外に強い植物なんですね。

18

今年４月から会場を鶴岡タウンキャンパス３階の一
室に変更して開催しています。５月に 名、 月も
名の参加者が集まりました。毎月恒例の誕生月のお祝
いでは「なかなか自分のためのローソクの火を吹き消
すこともないから」と少し照れくさいですが、今年も
誕生日を迎えられた喜びを皆で祝います。
月 日には、今年も参加者の呼び掛けでお花見が
開催されました。当日は少し雨の降る日でしたが、食
事をしている間に雨がやんでいました。からだ館ス
タッフも参加させてもらい、美味しい食事とともにみ
なさんの趣味のお話や様々な情報をいただいてきまし
た。
にこにこ倶楽部は、がん患者さんとそのご家族のサ
ロンで、毎月第 金曜日（原則）に開催しております。
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4

5

～編集後記～

26

年度はミニ勉強会と料理教
室のセットで予防について学ん
でいます。今回の「ロコモを学
び予防しよう」も料理教室の事
前 月 日にミニ勉強会を開催。
人の参加で準備した会場が満
席となりました。
そして迎えた 月 日の料理
教室は、募集定員を上回る 名
が参加。 名のからだ館サポー
ターの協力のもと、開催しまし
た。庄内保健所の保健師田澤縁
さんが「ロコ
モ予防には、
体を動かすこ
とが大切」と
簡単な体操を
教えてくれま
した。
後半は調理
実習。講師は
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