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「夢」
「夢」とは 心が

満たされることである

すべての利用者様に
医療・福祉を介して夢を実現する

デイケアで外出レクに行ってきました。

４月に入りましたが、朝起きて外が真っ白になっている事もしばしば。徐々に春が近
づいていると信じ、心待ちにしています。４月１日には、新元号の発表がありました。
早速、書道をされている利用者様に元号を書いて頂きました。５月から、新たな気持ち
で皆様と過ごしていきたいと思います。
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【デイケア】５月の大型連休中の利用について

５月に予定しています、大型連休（ゴールデン
ウィーク）期間中、デイケアは5月１日（水・祝）、
すべてのサービスでお休みを頂き、それ以外の日は、
こよみ通りの利用とさせて頂きます。ご迷惑をおか
けいたしますが、よろしくお願い致します。

平成最後の！？ エスポだより となりました

書：佐藤吟一様
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皆さまこんにちは。予防フロアでは3月にひな祭り行事として、お雛様作りを行いま
した。皆さま熱心に取り組まれ、個性的で表情豊かなお雛様が完成。出来あがったお
雛様を見ながら、雛あられと甘酒をいただきました(*^_^*)
まだ寒い日が続いています。季節の変わり目ですので体調に気を付けながら、新年

度も頑張っていきましょう(^o^)丿

フラワーアレンジメント

エスポのデイケアでは恒例となってきた、フラワーアレンジメント。不定期ですが、開

催曜日を替えながら、多くの方に参加頂いています。今回も、ボランティア講師の方がお

越しになり、春の飾りを作成しました。今後も、ご案内していきますね。



3月の行事食週間は「春のお弁当週間」でし
た！春の食材を使用したお弁当を3日間提供致し
ました。お弁当の見た目の華やかさに、美味しそ
うだね、綺麗だねと利用者様からご好評をいただ
きました！その他にも、3月3日のひな祭りには
「五目ちらし寿司」や、麺の日には「かきたまう
どん」等、華やかで春を感じるメニューの提供を
致しました。

3月の予防行事食週間は、寿司週間でした。
手まり寿司や押し寿司など、色々な種類のお寿
司を日替わりで提供いたしました。利用者様か
らは、『寿司職人がいるのかい？！』『手まり
寿司、可愛いね～！』との声をいただき、喜ん
で頂けました。
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こんにちは！デイケアに勤務して半年が過ぎ
ました。
冬が終わり、春の訪れが待ち遠しい今日この頃

です。
そして、いよいよ我が家は次男の野球シーズン

が始まります！ゴールデンウィークは円山球場で
大きな大会の開会式に参加し、母も送迎やお手伝
いで大忙しとなりそうです。毎年、試合をしてい
る息子に声援を送り、声をからして楽しんでいま
す。

将来は、プロ野球選手？頑張れ息子！！

母もたくましく成長する息子のために、エスポ
ワールのデイケアでコツコツと最善・最適なケア
をしていきたいと思います。

今月は・・・介護職員 佐藤 美映
デイケア担当者によるリレーエッセイ

デイケア行事食 のご紹介

海鮮散らし寿司

握り寿司 たけのこご飯弁当

すきやき弁当



皆様こんにちは。今回はリクエストの合った

「iPS細胞って何？」をテーマにお話し

たいと思います。

2012年、京都大学山中伸弥教授がノーベル

生理学・医学賞を受賞されたことは、皆様もテ

レビ等で知っていると思いますが、実際iPS細

胞って何？と思われる方も多いと思います。

僕自身も今回記事にしようと調べるまで具体的にはわかっていませんでした。

「iPS細胞の研究を医学的にいうと成熟体細胞を多能性を持つ状態に初期化で

きること」これだけ聞いても「ん？」と思ってしまいますよね。

iPS細胞は、人工多能性幹細胞あるいは誘導多能性幹細胞と呼ばれています。

ヒトの身体は約60兆個の細胞で形成されていますが、髪の細胞は髪、皮膚の細

胞は皮膚、筋肉の細胞は筋肉、内蔵の細胞は内蔵からしかできません。

例を挙げると野菜の人参を数ミリメートル角に切って消毒し適切な栄養・温

度・日照などの条件を整えると元の人参同様の形になりますが、ヒトを含む高

等動物では受精卵以外の組織は人参のような能力（全能性）は持っていないた

め、内蔵・神経・筋肉等の組織を切り取って培養しても元の形に成長すること

はありません。しかし元々これらの細胞はたった１つの受精卵が増殖、分化を

繰り返してできたものであり、受精卵はあらゆる細胞に分化する能力を持って

いるわけです。

そのためiPS細胞が発表される前は胚性幹細胞（ES細胞）を用いた研究がさ

れていました。ES細胞はヒトの細胞の中で増殖、分化を行える初期の受精卵を

壊して作られます。

しかし作製するには母体への危険性、子になる可能性を持った受精卵を壊す

ことへの倫理的な問題、自分の細胞ではないためES細胞から作った組織や臓器

の細胞を移植した場合拒絶反応が起こるという問題がありました。

記：矢野貴幸

リハビリ通信 ～身体を紡ぎ心も紡ぐ～

４



そこで山中教授らの研究グループは血液・皮膚・神経・内蔵など多様な成熟

体細胞を材料に特定の遺伝子を導入することで受精卵に近い状態に出来ること

を発見し、そこから体をつくるあらゆる細胞に変化出来る能力を持つiPS細胞

の作製に成功しました。もし臓器や神経に異常が発生した場合、この細胞を分

化・増殖させヒトに移植することで、その臓器や神経を補うことが可能となる

わけです。また本人の細胞を使うため拒絶反応は極めて起こりにくく、再生医

療の分野に新たな可能性を示した万能細胞がinduced pluripotent stem cell

の頭文字を取ってiPS細胞と呼ばれています。

iPS細胞の可能性は多様に広がって

います。再生医療だけでなく、難治性

疾患の患者さんの体細胞からiPS細胞

を作り、それを神経・心筋・肝臓・膵

臓等の患部の細胞に分化させ、その患

部の状態や機能が病気によって、どの

ように変化するのか研究し病気の原因

を解明することや人体ではできないよ

うな薬剤の有効性・副作用の有無を評

価する検査にも用いることが出来ます。

最近のニュースではALS（筋萎縮性

側索硬化症）の患者さんから作製した

iPS細胞を用いて1000種類以上の薬

を試し、慢性骨髄性白血病の治療薬「ボスチニブ」が神経細胞の死滅を抑える

働きがあることを発見、近日中に治験を行うと発表されました。また加齢黄斑

変性の治療に網膜をiPS細胞で作り移植に成功している例やパーキンソン病治

療のため神経細胞をiPS細胞で作り移植する臨床実験が始まっています。

その他にも脊髄損傷や心不全等の治療研究も進んでいます。医療はiPS細胞

によって大きく進歩し今後更なる臨床応用に期待されます。今後新しいことが

発表されれば記事として取り上げていけたらと思います。

今回内容が難しく、理解しにくい部分もあると思いますが少しでもiPS細胞

について知ってもらえる手助けになれば幸いです。

５
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不定期連載！ときどき役に立つ心理学トリビア

皆さん「パーソナルスペース」という言葉をご存知でしょうか。

インターネットのウィキペディアでは「他人に近付かれると不快に感じる空間」
と書かれています。たとえば、通勤ラッシュ時の電車やバスの中、あるいはブザー
が鳴る寸前のエレベーター内でパーソナルスペースが確保できず、どうしようもな
いストレスを感じたことがあるかと思います。一方で、家族や親しい人との距離が
近付いても、余程の関係性でない限り不快に感じることはないでしょう。
この相手との距離感について、アメリカのエドワード・ホールという文化人類学

者が1966年に興味深い発表をしています。

◎公衆距離 350cm以上。
講演会などの距離。1対1のコミュニケーションはとりにくい。

◎社会距離 120cm～350cm。
相手の身体に触れることは難しい距離ながら、相手とのコミ
ュニケーションは図れる。同僚と話をするときのスペース。

◎個体距離 45cm～75cm。
手を伸ばすと相手に触れる事の出来る距離。友人や親しい人
であれば入っても不快にならない距離。

◎密着距離 0cm～45cm。
家族など特定のごく親しい人だけが許される距離。
それ以外の人が近づくと不快感を感じる。

少し前に流行した「壁ドン」はまさに「密着距離」ですね。

ほとんどの人が「社会距離」を保って日常を過ごしているのかと予測します。
しかし、私達の仕事においては、利用者様に対して、近付いた距離で会話をした

り、いつでも手を差し伸べたりできる距離で接することが求められます。「密着距
離」でも「個体距離」でも利用者様、あるいはご家族に不快に感じられないために、
日々の関係作りが重要になると考えます。言葉遣い、表情、身だしなみなど、直ぐ
に実践できることを丁寧におこなうことが、その第一歩といえます。

なんとも、スケールの大きな話になってしまいましたが、知っておいて損はない
心理学トリビアでした。

居宅支援相談センターきぼう 高橋
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栄養科通信 ～食はココロ。色はマゴコロ～

記：後藤管理栄養士

～材料（2人分）～

・プレーンヨーグルト 150ｇ

・ホイップクリーム 50ml

・砂糖 大匙1と1/2

・バナナ 1本

～作り方～

①バナナは皮をむき、輪切りにする。
②ホイップクリームを軽く泡立て、砂糖を入れてさらにしっかり
と泡立てる。

③ヨーグルトに②を入れて、全体を手早く混ぜる。
（混ぜすぎ注意！！）

④器に①のバナナを入れ、上から③のヨーグルトをかけたら
完成です。

※バナナの代わりに、りんごや果物の缶詰を入れても美味し
いですよ☆

ヨーグルトは、乳酸菌や酵母によって乳を発酵させて

作る発酵食品です。ヨーグルトに含まれる乳酸菌には、

腸内環境を良くして便通を整えたり、免疫力を高めて有

害物質を除去する効果などが期待できます。

ふまねっと in 職員研修

エスポワール北広島のような入所施設は、開設当初から、立地している「地域」に、

社会貢献をする事が、役割の一つとなっています。しかし、働いている職員も地域の事

を知りませんし、地域の方々も、施設の事を知らない状況が長く続いています。

その距離を縮める一つの取組みとして、エスポワールで行う職員研修に、実際に地域

で活動をしている方にお越し頂きました。今回は、大曲地区で「ふまねっと」の教室を

開催している方々で、夜の遅い時間にも関わらず、職員と一緒に「ふまねっと」の体験

会を開催しました。最後は、左右から人が交差していくステップに挑戦！！きれいに決

まって、みんなで大満足でした。



行 事 案 内

○お車ご利用の方

輪厚インター（ETC専用）より1分

札幌南インターより１０分

千歳空港より３０分

○公共交通機関ご利用の方

地下鉄福住駅より輪厚ゴルフ場経由北広島駅行き

（中央バス）にて４０分

北広島駅より輪厚ゴルフ場経由地下鉄福住駅行き

（中央バス）にて１５分

○シャトルバス(北広島駅・大曲方面)

月曜日～土曜日まで祝日を除き毎日運行中

※詳しい時間帯等はお問い合わせください。

～アクセス～

医療法人社団翔仁会
介護老人保健施設エスポワール北広島

〒061-1264 北広島市輪厚７０４番地１６

TEL.011-376-3911 FAX.011-377-5621

4 / 3  （水） 10:00～12:00 北海道知事・北海道議会議員・札幌市長
及び札幌市議会議員不在者投票 2F・3Fフロア

4 / 3 （水） 16:00～17:00 書道教室（入所者） 2Fフロア

4 / 6   （土） 13:00～14:00 生け花教室（入所者） 2Fフロア

4 /11 （木） 12:30～13:10 手芸サークル（予防通所者） 1Fﾃﾞｲｹｱﾌﾛｱ

4 /17  （水） 10:00～12:00 統一地方選挙（その他市長・市議会

議員）不在者投票 2F・3Fフロア

4 /20  （土） 13:00～14:00 生け花教室（入所者） 2Fフロア

4 /24 （水） 16:00～17:00 書道教室（入所者） 2Fフロア

4 /26  （金） 14:40～15:35 舞踊・ｶﾗｵｹ・大正琴（入所者） 1Fﾃﾞｲｹｱﾌﾛｱ
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編 集 後 記

先日、デイケアの送迎中に、国道沿いで一人で
立っている4、5歳くらいの男の子をみかけました。
近くでは、工事をしていて、工事車両もありました
ので、きっと近所の子がそれを見ているんだなと思
い、次の方を迎えに行きました。
その後、すべての方を車に乗せ、エスポに向かう

途中、先程の男の子が、先程の場所とはやや離れた
場所を歩いていました。顔はとても不安そう。心配
になりながらも、エスポへ到着しました。
でも、やっぱり心配になったので、車で様子を見

に行きました。ちょうどその男の子を見つけると、
ちょうど（たぶん）自宅に入っていくところ。玄関
に入るのをこっそり見届け、一安心しました。
その数日後、今度はシャツをどこかで濡らして、

冷たそうにあるく、同じ男の子をみかけました。信
号の無い交差点を渡ろうとして、タイミングを見計
らっています。私は車内から、先に渡るように合図
をして、道路を渡りきったのを見届け、通り過ぎま
した。
でも、やっぱり心配になったので、車から降りて

声をかけました。「転んだの？」「お家に一度帰っ
たら？」の問い掛けに、小さな声で答えてくれまし
たが、少し一緒に歩く事に。彼にとっては、ただの
不審者だったかもしれません。痛いところも無いし、
このまま真っ直ぐ行けば自宅だと言うので、途中で
別れました。
別れた後も、色々と考えてしまいました。いつも

お家の人は一緒じゃないのかな。声をかけただけで
不審者と思われる（実際に不審者だったかも知れま
せんが）時代のこと。何より驚いたのは、5歳くら
いの子が、一人でこれだけの活動範囲を広げている
という事。さて、新しい令和の時代も、よろしくお
願いします。 （よ）


