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誤嚥性肺炎は自分の唾液や食べ物が原
因で引き起こされる肺炎である。

正しい・間違い
【締切り：令和4年1月31日】

クイズクイズ

答えをはがき（余った年賀状でもOKです）に書いて住所・
お名前を記載の上お送りください。
「きりもぐさ」の感想を簡単にお書き添えいただければ幸
いです。抽選にて 3名の方に

1000 円分の図書カード
を進呈します。一部を掲載させていただきたいので匿名
希望の方は「匿名希望」と記載をお願いします。
〒384-8588 小諸市相生町 3-3-21
浅間南麓こもろ医療センター「きりもぐさ」クイズ係
宛にお送りください。
※Fax、メールでもOKです。
　Fax 0267（23）9127　メール info@komoro-mc.com

前回の答え 正しい です。
HDLコレステロールは

「動脈硬化を予防する指標」とされています。

正解当選者
髙橋進さん　さーちゃんさん　白鳥五月さん

おめでとうございました。
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2021.7.1～2021.11.３0

「きりもぐさ」へのご意見・ご感想
●母の介護が必要になり、主治医の先生はじめこもろ医療セ
ンターの諸先生、看護師さんその他スタッフさんの中には
随分と顔見知りの方が増えました。きりもぐさに時々知っ
ている名前を見つけては親近感がわき読んでいます。コロ
ナ禍といわれ久しいですが皆さんどうぞお身体を大切にし
てください。いつもありがとうございます。（小諸市・女性）

読者のみなさま
からの

浅間南麓こもろ医療センター だより

浅間南麓こもろ医療センター基本理念

News of ASAMA NANROKU Komoro medical center
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「冠雪の頃」　小諸美術会　志摩　幸三

New!

 8月  2日 小諸商工会議所女性会タオル贈呈式
 8月21日 こまくさ夏祭り
 8月23日 院内保育所すくすく移転
 9月  3日 防災訓練
 10月  7日 JA青年部ぶどう寄付
 10月22日 佐久大学学生 実習お礼

「冠雪の頃」
　甲武信ヶ岳を源とする豊かな清流、キラキラと躍動し
千度に及ぶ程も曲がりうねりながら、遥か彼方の街や村
をとうとうと流れます。古代からの火山活動により天に
そびえる台地の様な形状、東方に何処までもなだらかに
下がって行く稜線は雄大そのもの、手前に構える剣ヶ峰
が主の美しさを一層ひき立てます。鮮やかな実りの秋を
ゆっくり楽しむ間もなく、山は冠雪を迎え冬将軍は駆足
で里へ下りて来ます。雪の化粧は綺麗ですが、凍みるよう
な寒さに耐える長い季節の到来でもあります。そんなこ
んなと取り留めもなく想い巡らせながらこの絵を描きま
した。幼少から四季を通じ幾度となく眺めてきた、千曲
川、浅間山ですがやはり地域の誇りですね。　　

　　　　　　　　　　　　小諸美術会　志摩　幸三　
し　 ま　     こうぞう



当院では今年４月に橋本晋一新院長が
就任しました。新体制の当院をもっと地
域の皆様に知っていただきたいとの思い
から、今回から、新企画＜院長クロス×
トーク＞をお届けします。聞き上手な橋
本新院長の「ひととなり」を、どうぞお
楽しみください。
第1回は黒栁隆之前院長との対談です。

－院長に就任して半年が経ちました。ま
ずは半年間の感想とコロナ対応の振り返
りをお願いします－

＜橋本＞　就任してすぐにコロナの第 4
波、第5波が来て、毎日コロナコロナで…。
最初に思い描いていたことがなかなかでき
ずに半年が経ってしまいました。コロナに

関しては感染対策委員会が中心となり、み
んなでうまく対応してくれています。
当院は積極的にコロナ患者さんの治療を
行いましたが、幸いなことに院内にクラ
スターは発生しませんでした。職員に本
当に感謝しています。会食禁止や旅行禁
止など、ストイックな生活をお願いしま
したが、大きな不平も言わずにがんばっ
てくれたことが、今こうして、結果に表
れていると思っています。この半年間、
『私が何をやったか』ではなくて、『本当
にみんなに支えられて、ようやくここま
で来た』というのが実感です。遅ればせ
ながら、これからやらなくてはいけない
ことが見えてきましたので、一歩ずつ前
に進めているところです。
＜黒栁＞　コロナについては、あまりに
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も専門家の意見が行ったり来たりしたの
で、何を信じていいのか分からない時期
がしばらくあったよね。こうすればいい
んだなというのが全然見えないのがコロ
ナ対策の一番怖いところだった。

－これからどんな病院にしたいですか？－

＜橋本＞　病院の姿勢として患者さんに
も職員にも「優しい病院」であり続けたい
です。病院の機能としては、二次救急は
歯を食いしばってでも維持・推進してい
かなくてはいけないと考えています。当
院は、東信地区で 2番目に多い数の救急
車搬送患者さんを受け入れていますが、
240床規模の当院でこの数はかなり大変
なことで、職員には苦労をかけています
が、今の機能を維持するためにもうひと
踏ん張りして欲しいです。
＜黒栁＞　救急はコロナで精力を削がれ
て大変だったと思います。240床規模の
病院が救急医療をやっていくのは大変だ
けれど、コロナ対策もしっかりしながら
救急車の数も落とさないのは並みの病院
ではできないことですから、自信を持っ
て救急医療を続けてほしいです。

－黒栁先生にいろいろ相談したかったよ
うですね－

＜橋本＞　副院長の時は臨床が忙しかっ
たのもあるけれど、いま考えると管理職と
してほとんど仕事をしていなかったなと。
院長と副院長ってかなり違うし、黒栁先

生はいつ、どのくらい時間をかけて病院
全体を見回していたのかな～って。
＜黒栁＞　僕も副院長から院長になった
ときにこんなに違うものかと思いました
よ。歴代の院長もそうだったでしょうけ
ど、院長って、最後は自分で何とかしな
きゃいけない。そこに気が付いた時は愕
然としましたよ、これは大変だと。そん
な中で院長として大事なのは、『これをや
りたい』というアイデアを常にいくつか
持っていて、それを実行して自分の気持
ちを高めていくことです。やりたいこと
を一つひとつ実行して、自分なりの院長
職をやってもらえばいいと思いますよ。
こうした企画もどんどんやればいい。
＜橋本＞　黒栁先生は歴代院長の中でも
名君なので、その後はとってもやりづら
いんですよ（笑）。後を引き継いでから、
何か良いことができないかと気持ちが空
回りしていたところがあったんです。
＜黒栁＞　自分に合った方法で無理しな
いことですよ。
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－コロナ禍で地域との情報交換がしづらく
なりました。地域の皆さんの声をどのよう
に吸い上げていきますか？－

＜橋本＞　地域にお住いの方のうち、来
院されるのは、ほんの一部にすぎません。
多くの健康な住民の皆さんに、多くの情
報を発信して、当院の実力やスタンスを
わかっていただけるといいなと思います。
＜黒栁＞　地域の課題は常に変化してい
ますが、いまは認知症患者が“難民”に
なっているように感じますね。地域の医
療機関で十分に診られる体制にないか
ら、本当に悪くなってから受診する。で
も物忘れ外来ではずっと診てくれないと
かね。そうした方々の声を拾い上げる必
要があるんじゃないかな。

―社会がかかえる課題を、病院はどのよ
うに捉えていますか？―

＜橋本＞　われわれが知らないだけで課
題はたくさんあるのかもしれない。社会

的なニーズを掘り起こして改善してい
く。そのためにも地域の声を拾い上げる
機会が大事ですね。

―最後に黒栁先生から橋本先生にエール
をお願いします―

＜黒栁＞　これから橋本先生のカラーを
出しながら、少しずつやっていくことが
いいと思いますね。あれもこれもとやり
過ぎないことが大事です。
＜橋本＞　黒栁先生がどのように考えて
行動してこられたのかを聞くことができ
て、心に響く言葉もたくさんいただきまし
た。引き続きご指導いただけると元気が
出ます。本当にありがとうございました。
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注：�掲載にあたって出典データは主に第 4波までの値であること、10月中旬執筆時の
見解であることを記述しておきます。

①未成年の新型コロナウイルス感染症の現況
日本では、小児感染例で死亡者の報告はありません（2021-9-6；日本集中医療学会、
小児集中治療委員会）。しかしながら 2021-10-19 の発生動向（厚生労働省）では 10
代の感染者に 3名の死亡者が報告されていますが詳細は不明です（図）。また人工呼吸
器が必要となった未成年が 8名（うち ECMO装着 2名）おり全例軽快されております
（2021-6-15；日本集中医療学会）。いっぽう海外では肺炎の重症化による呼吸不全例
の報告や、川崎病を疑わせるような多臓器系にわたる強い炎症を起こす小児多系統炎
症性症候群MIS-C/PIMS の報告があります。日本では呼吸器系の重症例は皆無であり、
MIS-C/PIMS は日本の報告は数例ありますが詳細は不明です（2021-3-26；日本川崎
病学会）。

②新型コロナウイルスワクチンの有用性、副反応
海外の情報では他の年齢群と同様の高い予防効果が期待できます。また、接種後の悪
寒、発熱、頭痛、倦怠感、接種部位の疼痛は数日で軽快します。いっぽう心筋炎の副反
応は以下の報告のように感染合併症の頻度に比較して接種後の頻度は極めて少なく、実
際に罹患したデメリットよりも接種のメリットの方がはるかに上回ると言えます（日本
小児科学会HP, 厚生労働省HP）。
・�30 歳未満のファイザー社およびモデルナ社ワクチン接種後の心筋炎発症頻度は
0.0005％でほとんど回復している（米国）、ファイザー社ワクチン後心筋炎発症頻
度 0.006％（イスラエル）、一方平均年齢�19�歳の米国のアスリートで新型コロナ
ウイル感染者�1597�人において、2.3%にあたる 37�人が無症状あるいは軽症の心
筋炎を認めた（2020-9�、JAMA�Cardiol）。

未成年の新型コロナウイルスワクチンと
インフルエンザワクチンについて

小児科部長　小
こ

林
ばやし

　真
しん

二
じ
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③インフルエンザワクチン
現時点でコロナウイルスワクチンとインフルエンザワクチンの同時接種は不可となっ
ています。インフルエンザワクチン接種はコロナワクチン接種後 13日以上間隔をあけ
るようになります（2021-9-17；第 24回厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会）。

この秋 - 冬シーズンは、昨年ほとんど
発症がなかったインフルエンザをふくむ
季節性の感染症が大流行することが予想
されます。現に、RSウイルス感染が乳
児幼児に大流行し症状も例年に比較して
重症感が高い印象でした。これまでの感
染予防対策を一人一人が変わらず励行す
ることが基本と言えましょう。

きりもぐさ6

厚生労働省HPより



　

待 合 室
奇跡の再会

　当院の看護部では二年目になると、自分の

職場以外のところで研修する制度があります。

これはその時のエピソードです。

　その日、二年目スタッフのAさんは、産婦

人科の研修でした。私はAさんに助産師の仕

事や、産婦人科のことについて説明していま

した。会話の流れでAさんはどこの病院で生

まれたのかが話題になりました。Aさんは自

分の母子手帳を私に見せて、「取り上げてもらっ

たと思うのです。」と言うのです。Aさんが見

せてくれた母子手帳の助産師の欄には私の名

前が書いてありました。24年前、私がまだ新

人助産師の時に取り上げた赤ちゃんだったの

です。自分が取り上げた赤ちゃんが、立派に

成長して目の前にいることに感動し、また同

じ職場で働いていることの偶然の奇跡に驚き

ました。助産師として仕事をさせていただく

中で、携わった母子が健康で幸せに過ごして

くれていることの喜びを感じることができた、

とても嬉しい体験でした。

　現在はコロナ禍で、不安の中で出産・育児

をしている母子が多

くいます。改めて病

院スタッフみんなで

地域のお産を守って

いきたいと思います。

助産師師長　柳
やなぎ

澤
さわ
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子
こ

介護保険施設における負担限度額が変わりました

　介護保険施設（介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院）に入
所・入院・短期入所（ショートステイ）したとき、所得や預貯金額に応じて食費及び居住費（滞在費）
を減額する制度があります。これを介護保険負担限度額認定制度と言います。
　高齢化が進む中、必要なサービスを必要な方へ提供できるようにしつつ、負担の公平性と制度の
持続可能性を高める観点から、国は介護保険負担限度額認定制度を利用される方で一定額以上の収
入や預貯金等をお持ちの方に対して食費負担額の見直しを行いました。
　ご不明なこと等ございましたら、市町村窓口かご利用施設へお問い合わせください。

食費の負担限度額の見直し

補足給付の預貯金要件の見直し

介護老人保健施設こまくさ　土
つち

屋
や

　秀
ひで　き

樹

※�食事の提供に要する平均的な費用の額（基準費用額）は、1,392円→ 1,445円（日額）に変わります。
（注）�生活保護受給者や老齢福祉年金受給者等（第 1段階）の負担限度額は、食費・居住費ともに変更ありません。

※�公的年金等収入金額（非課税年金を含みます。）＋その他の合計所得金額。

R3.7 月まで 見直し後（R3.8 月〜）

年金収入等※ 80 万円以下（第 2段階）
単身 1,000 万円
夫婦 2,000 万円

単身 650 万円、夫婦 1,650 万円
年金収入等 80 万円超 120 万円以下（第 3段階①） 単身 550 万円、夫婦 1,550 万円
年金収入等 120 万円超（第 3段階②） 単身 500 万円、夫婦 1,500 万円

扌

施 設 入 所 者 シ ョ ー ト ス テ イ 利 用 者
R3.7 月まで 見直し後（R3.8 月〜） R3.7 月まで 見直し後（R3.8 月〜）

年金収入等※ 80 万円以下（第 2段階） 390 円 390 円 390 円 600 円
年金収入等 80 万円超 120 万円以下（第 3段階①） 650 円 650 円 650 円 1,000 円
年金収入等 120 万円超（第 3段階②） 650 円 1,360 円 650 円 1,300 円

補足給付の対象ではない方※ ご負担いただく額は、施設と利用者の契約に
より決められています。

ご負担いただく額は、施設と利用者の契約に
より決められています。

扌 扌
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整形シリーズ

第 3回　人工膝関節置換術の実際

整形外科部長　佐
さ

藤
とう

　新
しん

司
じ

保存的治療を行っても痛みが取れない変形性膝

関節症に対する根治的手術として人工膝関節置換

術があります。すり減ってしまった軟骨面を人工

関節の形に面取りしたところにコバルト・クロム

合金製の部品とポリエチレン製のベアリングに置

き換える手術です。

O
オー
脚
きゃく
変形を矯正することも可能で、体力によっ

ては両膝の同時手術も可能です。

麻酔は全身麻酔か腰椎麻酔（下半身）をかけます。

人工膝関節の固定には骨セメントという樹脂（ポ

リメチルメタクリレート）を使用する場合とセメ

ントを使用せず固定する場合（セメントレス）があ

り、骨の質に応じて最適な固定法を選びます。

人工膝関節の寿命は昔に比べて長くなり、25年

以上問題なく歩けている方もいます。

人工膝関節置換術に伴う合併症でやっかいなの

は術後の人工関節周囲の感染です。体内に入れた

人工物の周囲はいったん感染を起こしてしまうと

非常に治りにくく、最悪の場合は人工関節を抜く

必要があります。当院では感染予防策として、手

術室に専用のクリーンルームを完備しており、術

者も宇宙服のような特別な手術着を着用して術野

を清潔に保ち、抗生物質の使用などで最大限の予

防策をとっていますので術後の感染の頻度は0.5％

程度に抑えられています。

危険な合併症として、下肢の静脈内に血栓がで

きる深部静脈血栓症（エコノミークラス症候群）が

あります。大きな血栓が流れて肺の血管に詰まると、

肺塞栓をおこすことがありますが、抗凝固薬の内

服や足のマッサージポンプなど適切な予防法をと

ることで命にかかわる重症例はほとんど見られな

くなりました。

術後のリハビリは、翌々日から平行棒内歩行な

ど積極的にリハビリを行い術後3週間以降で杖歩

行が安定となり退院できます。高齢者などで筋力

低下が著しい方でしっかりしたリハビリを希望さ

れた場合は、6週間程度リハビリをしてからの退

院など、患者さんに合わせて入院期間を設定して

います。

術前　　　　　　　模型　　　　 　術後
人工膝関節の構造とレントゲン写真 “宇宙服”のような術衣を着用した手術風景
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院長　橋
はし

本
もと

　晋
しん

一
いち

バーチャル病院祭を開催いたしました

脳神経内科　上
かみ

島
じま

　翔
しょう

太
た

医 師
の
随
想

本年4月から脳神経内科に着任しました上島翔
太と申します。生まれは辰野町、出身大学は鳥取
大学です。
最近動画配信サービスを利用して映画を見るこ

とにハマっています。あまり趣味がないのですが、
小さなころから映画を見るのが好きでした。映画
館に頻繁に通うようなことはありませんでしたが、
テレビで映画をやっているとよく見ていました。
コロナ禍で外出が少なくなり、最近では週に2，3
本のペースで映画を見てしまっています。そこで
今回は個人的な一押しを紹介したいと思います。
「マトリックス」です。いまさらかと思われるかも

しれませんが、何度見ても面白いし、今見ても古
さを感じません。公開当時の私は小学1年生で、ス
ローモーションの中で体を仰け反らせて弾丸をよ
けたりするようなシーンばかりに喜んでみていま
した。今になって見直してみると、アクションシー
ンももちろん良いですが、設定や話の展開、モー
フィアスのかっこいいセ
リフに引き込まれました。
なんと今年の12月にシ
リーズ第4弾が公開予定
です。皆さんももしよけ
れば見てみてください。

新型コロナウイルス感染症対策のため、
本年はバーチャル病院祭を開催いたしま
した。
マッターポート社の360度カメラを用

いて、3Dバーチャル病院をつくり、院内
各所にパネルや動画を配置しました。
この360度動画は、まるでその場にいるような感覚で、
院内を見て回ることができます。是非ご来場ください。

診療科ごとのパネル展示

配 信 期 限 令和4年 3月 31日（木）

動画配信

普段は入れない手術室などを探索！

  お 宝 探 し
病院シンボルマークを探して“6つの文字”を組み
合わせましょう。回答していただいた方の中から抽
選で30名の方に
1,000円分のQUOカードをプレゼント！

詳しくはこちら▶
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研修医救急車同乗実習
研修医1年目   濱

はま
田
だ

　紘
ひろ

彰
あき

　8月24日から25日にかけて、小諸消防署にて救急車の同乗実習に行ってまいりました。普段は、病院
の救急外来にて患者さんの到着を待っている側ですが、今回は、病院の救急外来へ患者さんを搬送するま
でが主な活動となりました。実は、医学部の５年生の時も救急車に同乗する機会があったので、今回で２
度目の同乗実習でした。しかし前回と違い、今回は救急医療
の実際を経験した上での実習だったため３年前とはまったく
違ったものとなりました。
　実際の現場活動を見て一番痛感したのは、仕事量の多さで
す。現場では患者さんの緊急性の把握、病歴聴取、住所、家
族の連絡先の確認、通報人からの情報聴取と並行して、受け
入れ先の病院を探しかつ迅速に搬送することが求められてい
ました。しかもそれをほぼ同時にしなければならない。実際、
３人の救急隊員だけでは人数が足らないのではないかと思う
くらい搬送時にしなければならないことは多いのですがそれ
をスムーズに行い、現場から病院での治療につなげる隊員の
方たちの動きに感銘を受けました。
　実習中、救急搬送だけでなく、火災現場にも行かせていた
だきました。救急救命医にでもならない限り、火災現場に行
くという経験は今後の医療人人生で起きないと思うのでとて
も良い経験になりました。幸いにも小規模な火災で済みまし
たが、現場で一酸化炭素中毒を疑い、救急搬送したことは一
生忘れないと思います。
　すこし救急車には酔いましたが、有意義な実習ができまし
た。救急外来でしかお会いせず、業務上の付き合いしか救急
隊の方々とはありませんでしたが、今回の実習を通して、良
好な関係を築くことができたと思います。これからも現場か
ら、救急隊そして病院のスタッフへバトンの受け渡しをスムー
ズなものにし、一人でも多くの患者さんを救えるように頑張っ
ていきたいと思います。
　最後になりましたが、お忙しい中このような機会を与えて
くださった小諸消防署の救急隊の方々に感謝したいと思います。
ありがとうございました。

ストレッチャーで搬送する様子

放水訓練の様子

消防隊の皆さんと（筆者前列真ん中）
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入退院支援チームは「入院患者さんの退院や転
院のお手伝いをする部署」です。
福祉制度や介護保険サービスなどを担当する社
会福祉士と病状を把握して必要なケアが継続でき
るようにする退院支援看護師がペアで業務にあたっ
ています。
病気やけがで入院したあとはどうしても入院前
の生活にもどすことに不便なところがでてきます。
体の機能が低下したり、高齢になり退院後の生活
に不安がでる患者さんも多くいます。病状や家庭
の状況によって退院先を自宅・療養型病院・老人
ホームなど多くの選択肢のなかから決定しなくて
はなりません。
「自分らしく住み慣れたこの地域で安心して生

活していくために」をモットーに患者さんやご家
族のご希望にそった退院調整ができるよう、地域
の開業医の先生方やケアマネジャー、介護事業所、
行政などと連携をとっています。
安心して入院療養生活がおくれるよう、地域の

顔である「入退院支援チーム」にいつでもご相談く
ださい。

地域の顔である「入退院支援チーム」
― 入院と同時にすすめる退院支援 ―

地域医療連携室　大
おお

井
い

　真
ま

澄
すみ

緩和ケア認定看護師　土
つち

屋
や

　好
よし

美
み

前回、緩和ケアは、「病気と診断された時から
人生の最期を迎えるまで」とお話しました。今回
はもう少し詳しくお話をしたいと思います。病気
と診断された時、強いショックを受け落ち込み、
この先どうなってしまうのか不安な気持ちになり
ます。このような時は自分たちだけで悩まず、つ
らい気持ちを医療者（担当医師や看護師）に話し
て下さい。医療者はつらい気持ちについてしっか
りと話を聴きます。治療が始まると、手術による
傷の痛みや化学療法の副作用など体のつらさ、そ
れに伴う心のつらさから、日常生活の不安を感じ
ます。人生の最期を迎える頃になると、一人で動
くことの困難さ、孤独、生きる意味への問いなど
の苦悩を感じます。いろいろなつらさや悩みを経
験すると思いますが、体の痛みをしっかりと取り
除き、あなたとあなたの家族の話を聴きながら、
どのように過ごしていけばよいのかを一緒に考え

ます。「治療が終わってから」ではなく、「病気の
診断を受けた時から治療と並行して」緩和ケアは
行われます。体と心のつらさや生活上の不安をひ
とつずつ解決していきましょう。
緩和ケアは、自宅、緩和ケア病棟、施設、あな

たと家族が生活する場所など、どこでも受けるこ
とができます。また、院内すべての医療従事者が
基本的な緩和ケアを提供できるように、当院では
毎年緩和ケアの研修も行っています。「より豊か
な人生を送ること」が目標であり、「大切にしてい
ること」を尊重し、希望する生活や人生を送るお
手伝いをします。



とっておき こめでぃかる

けんこう百科
お医者さん以

外の

専門部〈コ・
メディカル〉

からの

とっておきの
情報
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リハビリテーション科言語聴覚士　永
なが

井
い

　潤
じゅん

一
いち

嚥下外来はじめました

■ はじめに
最近誤嚥（ごえん）性肺炎という言葉を耳にする
ことはありませんか？
そもそも肺炎は細菌やウ
イルスが原因で発症します
が、誤嚥性肺炎については
自分の唾液や食べ物が原因
で引き起こされる肺炎です。

■ 何で誤嚥性肺炎になるのか？
主たる原因は脳卒中や、神経の病気により上手
く飲み込むことができずに、引き起こされます。
しかし最近では病気がなくても年齢からくる筋
力や感覚の低下により上手く飲み込むことができず、
発症してしまう場合があります。

■ そこで…　　　　　　　　
　当院では昨年度より、歯科口腔外科にて嚥下外
来を立ち上げ、上手く飲み込めない、食事中にむ
せるといった患者さんに対して、飲み込む機能の
評価を行い、必要に応じてリハビリテーションを
提供しています。　　
　　

■ 嚥下外来の内容
・歯科医師による専門的な口腔内の評価・治療
・レントゲンによる嚥下造影検査
・�お口の体操や発声訓練等のリハビリテーション
　以上の内容を必要に応じて実施しています。

　

■ 最後に
食べる事は生きていく上で最も大切でもあり、

また喜び・幸せに繋がります。
おいしく食べる・楽しく食べる・安全に食べる
これらのことを長く続けられるように、少しで

も心配なことがありましたら、是非、歯科口腔外
科の嚥下外来をご利用下さい。
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冬も近づきだんだん冷えてきましたね。寒く乾燥しやすいこの時期は風邪の流行する季節でもあ

ります。些細な日常生活の中での疲れやストレス、睡眠不足や栄養不足、また急な寒暖差によって

体温調節が追いつかず、免疫力が落ちるとウイルスに対する抵抗力が低下するため、体調を崩しや

すくなります。

免疫力の低下を防ぐには、普段からバランスの良い食生活を心がけることが大切です。

例えば、豚肉には疲労回復に効果があるビタミンB1が多く含まれています。鉄分が多いといわ

れているほうれん草には、血行を促すビタミン Eも含まれます。冬のほうれん草は栄養価も高い

ため甘く、ビタミンも夏場と比べると 3倍近く増えます。他にも、生姜にはジンゲロールという

辛み成分によって血行を促進させ体を温める作用があり、冷え性予防におすすめです。

早めの風邪予防で冬を元気に過ごすためには、普段から高たんぱく低脂肪のものやビタミンを多

くとれるような食事を積極的にとりましょう。また、この時期の乾燥対策としてこまめな水分補給

を忘れないようにしましょう。風邪のときには、ビタミンを多く含み、体を温めるレモンやゆずま

たは生姜を入れた温かい飲み物をおすすめします。

栄養科　山
やま

浦
うら

　佳
か

菜
な

生姜たっぷり鍋
〈材料 4人分〉（1人あたり 350kcal　塩分 3.5g）

■ 作り方
①ほうれん草は２～３ｃｍ幅に切り、長ネギは斜めに切る。また、豚肉が大きい場合は一口大に切る。
②だし汁とめんつゆ、水を入れた鍋に豚バラ肉と長ネギを入れ、火が通るまで煮る。
③豚肉がある程度火が通ったら、ほうれん草と生姜を入れ再び煮る。火が通ったら完成。
そのままでも美味しいですが、お好みでポン酢などをかけても味の変化が楽しめます。

冷え性対策にピッタリメニュー

食事でしよう！早めの風邪対策！

■材料 ●豚バラ肉（他のお肉でも可）

　…………………………… 320g

●ほうれん草………… ２束（540g）

●長ネギ……………… １本（57g）

●生姜………………………… 80g

●だし汁…………………… 400g

●めんつゆ………………… 150g

●水………………………… 300g



曜日 月

午　前

内 科

循環器内科

地域診療科

外 　 　 科

小  児  科

内 視 鏡 科

腫 瘍 内 科

乳 腺 外 来

リウマチ科

整 形 外 科

脳神経外科

産 婦 人 科

眼 科

泌 尿 器 科

歯科口腔外科

皮  膚  科

耳鼻咽喉科

形 成 外 科

放 射 線 科

精神神経科

禁煙支援外来

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

火 水 木 金 土

科名

髙橋 晃彦

西村  誠
（新患）

（脳神経）

小泉 陽一
（糖尿病・内分泌）

西村  誠
（新患）

大学医師
（血液）

大学医師
（呼吸器）

非常勤医師
（内分泌）

上島 翔太
（脳神経）
大学医師

（糖尿病・内分泌）

訪問診療

西村  誠
（予約）

伊藤 健一
（新患）

非常勤医師
腎臓
第１・３

（脳神経）（脳神経）

紅谷 知影子
（糖尿病・内分泌）

井口紘一朗
（腎臓）

紅谷 知影子
（糖尿病・内分泌）

松山 有隆
（新患）

小泉 陽一
（糖尿病・内分泌）

中島 裕子
（糖尿病・内分泌）

古武 昌幸
（消化器）

古武 昌幸
（消化器）

大学医師
（肝臓）

（肝・胆・膵）
（肝・胆・膵）

（肛門・大腸胆道系） （肛門・大腸胆道系）

中島 裕子
（不定期）

西村  誠
（新患）

小泉 陽一
（糖尿病・内分泌）

中島 裕子
（糖尿病・内分泌）

松山 有隆

甲斐 龍一 ペースメーカー
外来（第2週）佐藤 秀明 佐藤 秀明

佐藤 秀明

小林 真二

原  洋助

倉澤 剛太郎

小林 晋也

交代制

大学医師

丸山 雄一郎

丸山 雄一郎

丸山 雄一郎

丸山 雄一郎 丸山 雄一郎

丸山 雄一郎

大学医師

大学医師 大学医師

櫻井 伸一

中西 義崇

櫻井 伸一 櫻井 伸一

中西 義崇 中西 義崇 櫻井 伸一

太田 亮輔
櫻井 伸一

櫻井 伸一

中西 義崇

櫻井 伸一

中西 義崇

櫻井 伸一

中西 義崇

内  視  鏡
林  征洋

（第１・３・５）
黒岩 教和

黒岩 教和 黒岩 教和
黒岩 教和 黒岩 教和 黒岩 教和

髙橋 晃彦 髙橋 晃彦
黒岩 教和 黒岩 教和

林  征洋

黒岩 教和

山口 敏之

黒岩 教和
松山 有隆

小林 晋也 特殊外来 非常勤医師 小林 晋也 小林 晋也 特殊外来 非常勤医師

倉澤 剛太郎

丸山 百合子
（第１・３・４）

安藤 直也
（第２・４）

大学医師

倉澤 剛太郎

鰐渕  博

小口  優
（不定期） 小口  優野口 魁人嶋  千尋 嶋  千尋

倉澤 剛太郎 非常勤医師 倉澤 剛太郎 倉澤 剛太郎 倉澤 剛太郎

（予約） （予約） （予約）

北側 惠史
下地 昭昌
塩澤  律

北側 惠史
瀬在 純也
重信 圭佑

宮  正彦 宮  正彦

大学医師

宮  正彦宮  正彦

下地 昭昌
瀬在 純也
重信 圭佑

佐藤 新司

塩澤 律
瀬在 純也

佐藤 新司
瀬在 純也
重信 圭佑

北側 惠史
下地 昭昌
佐藤 新司

小林 真二
（予約）

黒岩 教和

非常勤医師

黒岩 教和

小林 真二
（予約） 小林 真二 小林 真二 小林 真二

（予約） 小林 真二 小林 真二
（予約） 小林 真二

永澤 孝之

訪問診療

甲斐 龍一
永澤 孝之

訪問診療
（不定期）

大学医師
伊藤 健一 伊藤 健一 伊藤 健一

甲斐 龍一

久堀 周治郎 
（月２回不定期）

訪問診療
（不定期）

交替制
（新患）

山口 敏之 山口 敏之

検査・手術 検査・手術

山口 敏之

大学医師
（交替制）林  征洋

橋本 晋一

髙須 香吏

橋本 晋一

本郷 悠太

林  征洋
ストーマ外来
※午前のみ
完全予約制

嶋  千尋 嶋  千尋
（予約） （予約）

野口 魁人
（予約）

小口  優
（予約）

小口  優
（不定期）【手術】

から場職

しらかば

病理診断科　小
こ

山
やま

　正
まさ

道
みち
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食べ物として成立するかどうかギリギリの辛さのカップ焼きそばを5個も買いこんでしまい、
1個はなんとか食べました。次の1個は辛味ソースを半分入れて食べましたが、まだ辛い。そ
の次の1個は4分の1を入れたところ、辛さは許容範囲になったものの、おいしさが半減以
下でした。そんな折、有名ユーチューバーの人々がこれを食べていることを知って動画を見て
みると、辛さに悶絶する人から、まったく平然と食べる人までがいて、どちらも妙に親近感が
湧いてしまいました。そこで「みんなでひとくちずつシェアしてもいいからね」と念を押して（そ
う伝えないと、パワハラになりかねない）、辛いものが好きだという臨床検査技師さんに1個
を託したところ、やはり相当辛かったようです。それから2か月ほどたったころ、謎の中国人
風の人物が描かれた最新作が店頭に並んでいたので、3個だけ買いました。1個は臨床検査技
師さんに提供して、自分では1週間ほどしてから食べてみたところ、食べ物として成立するギ
リギリのラインをわずかに超えたとんでもない辛さでした。次の日あわてて、「あれは食べない
ほうがいいかもしれない」と技師さんに伝えたのでした。その後、カレー味も発売されている
ことを知りました。

保健予防課は、日頃の健康管理から予防医学に
関わる業務を行っている職場です。
健康診断としての人間ドック・生活習慣病予防
健診を主に、各種診断や地域に出向
いた集団健康スクリーニングも実施
しています。その他にも予防接種対
応窓口や保健指導、実践保健大学の
運営など「予防は治療に勝る」の考え
のもと、幅広く予防事業を行ってい
ます。
皆さん、年１回健康診断をお受け
になっていますか？
病気の早期発見と日頃の生活習慣
を見直し、生涯に渡る健康づくりの
パートナーとして保健予防課を是非、

ご活用下さい。人間ドック、健康診断、各種検診
に関するどんなご質問でも構いません。ご連絡を
お待ちしております。

　保健予防課師長　饗
あい

場
ば

　深
み

雪
ゆき

保健予防課職場紹介

辛いものを食べる 2



曜日 月

午　前

内 科

循環器内科

地域診療科

外 　 　 科

小  児  科

内 視 鏡 科

腫 瘍 内 科

乳 腺 外 来

リウマチ科

整 形 外 科

脳神経外科

産 婦 人 科

眼 科

泌 尿 器 科

歯科口腔外科

皮  膚  科

耳鼻咽喉科

形 成 外 科

放 射 線 科

精神神経科

禁煙支援外来

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

火 水 木 金 土

科名

髙橋 晃彦

西村  誠
（新患）

（脳神経）

小泉 陽一
（糖尿病・内分泌）

西村  誠
（新患）

大学医師
（血液）

大学医師
（呼吸器）

非常勤医師
（内分泌）

上島 翔太
（脳神経）
大学医師

（糖尿病・内分泌）

訪問診療

西村  誠
（予約）

伊藤 健一
（新患）

非常勤医師
腎臓
第１・３

（脳神経）（脳神経）

紅谷 知影子
（糖尿病・内分泌）

井口紘一朗
（腎臓）

紅谷 知影子
（糖尿病・内分泌）

松山 有隆
（新患）

小泉 陽一
（糖尿病・内分泌）

中島 裕子
（糖尿病・内分泌）

古武 昌幸
（消化器）

古武 昌幸
（消化器）

大学医師
（肝臓）

（肝・胆・膵）
（肝・胆・膵）

（肛門・大腸胆道系） （肛門・大腸胆道系）

中島 裕子
（不定期）

西村  誠
（新患）

小泉 陽一
（糖尿病・内分泌）

中島 裕子
（糖尿病・内分泌）

松山 有隆

甲斐 龍一 ペースメーカー
外来（第2週）佐藤 秀明 佐藤 秀明

佐藤 秀明

小林 真二

原  洋助

倉澤 剛太郎

小林 晋也

交代制

大学医師

丸山 雄一郎

丸山 雄一郎

丸山 雄一郎

丸山 雄一郎 丸山 雄一郎

丸山 雄一郎

大学医師

大学医師 大学医師

櫻井 伸一

中西 義崇

櫻井 伸一 櫻井 伸一

中西 義崇 中西 義崇 櫻井 伸一

嶋根  哲
櫻井 伸一

櫻井 伸一

中西 義崇

櫻井 伸一

中西 義崇

櫻井 伸一

中西 義崇

内  視  鏡
林  征洋

（第１・３・５）
黒岩 教和

黒岩 教和 黒岩 教和
黒岩 教和 黒岩 教和 黒岩 教和

髙橋 晃彦 髙橋 晃彦
黒岩 教和 黒岩 教和

林  征洋

黒岩 教和

山口 敏之

黒岩 教和
松山 有隆

小林 晋也 特殊外来 非常勤医師 小林 晋也 小林 晋也 特殊外来 非常勤医師

倉澤 剛太郎

丸山 百合子
（第１・３・４）

安藤 直也
（第２・４）

大学医師

倉澤 剛太郎

鰐渕  博

小口  優
（不定期） 小口  優野口 魁人嶋  千尋 嶋  千尋

倉澤 剛太郎 非常勤医師 倉澤 剛太郎 倉澤 剛太郎 倉澤 剛太郎

（予約） （予約） （予約）

北側 惠史
下地 昭昌
塩澤  律

北側 惠史
瀬在 純也
重信 圭佑

宮  正彦 宮  正彦

大学医師

宮  正彦宮  正彦

下地 昭昌
瀬在 純也
重信 圭佑

佐藤 新司

塩澤 律
瀬在 純也

佐藤 新司
瀬在 純也
重信 圭佑

北側 惠史
下地 昭昌
佐藤 新司

小林 真二
（予約）

黒岩 教和

非常勤医師

黒岩 教和

小林 真二
（予約） 小林 真二 小林 真二 小林 真二

（予約） 小林 真二 小林 真二
（予約） 小林 真二

永澤 孝之

訪問診療

甲斐 龍一
永澤 孝之

訪問診療
（不定期）

大学医師
伊藤 健一 伊藤 健一 伊藤 健一

甲斐 龍一

久堀 周治郎 
（月２回不定期）

訪問診療
（不定期）

交替制
（新患）

山口 敏之 山口 敏之

検査・手術 検査・手術

山口 敏之

大学医師
（交替制）林  征洋

橋本 晋一

髙須 香吏

橋本 晋一

本郷 悠太

林  征洋
ストーマ外来
※午前のみ
完全予約制

嶋  千尋 嶋  千尋
（予約） （予約）

野口 魁人
（予約）

小口  優
（予約）

小口  優
（不定期）【手術】

浅間南麓こもろ医療センター　週間外来診療担当医師のご案内
  2021 年 12 月 1 日現在

◎午前中の受付けは８時から 11時 30分迄、土曜日は 11時迄です。
◎日曜、祝日、第１・第３・第 5土曜日は休診となります。但し、緊急・救急患者さんはいつでも受付けしております。
◎予約診療（午前・午後）を行っておりますので、病状がお急ぎでない場合には、事前予約をご利用下さい。
◎�当院に直接来院した患者さんについては、初診に係わる費用として、特定療養費 1,000 円（税別）を徴収致します。
　ただし、他医療機関等からの紹介、救急車で来院した場合、または、時間外に来院された場合におきましては、この限りではございません。

JA長野厚生連　浅間南麓こもろ医療センター 地域医療連携室
TEL 0267−22−1070（代表）　FAX 0267−22−7202（地域医療連携室直通）
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お問い合わせ　電話：0267－22－1070　担当：人事課　井出
詳細は当院ホームページをご覧下さい。↓↓
http://www.komoro-mc.com

誤嚥性肺炎は自分の唾液や食べ物が原
因で引き起こされる肺炎である。

正しい・間違い
【締切り：令和4年1月31日】

クイズクイズ

答えをはがき（余った年賀状でもOKです）に書いて住所・
お名前を記載の上お送りください。
「きりもぐさ」の感想を簡単にお書き添えいただければ幸
いです。抽選にて 3名の方に

1000 円分の図書カード
を進呈します。一部を掲載させていただきたいので匿名
希望の方は「匿名希望」と記載をお願いします。
〒384-8588 小諸市相生町 3-3-21
浅間南麓こもろ医療センター「きりもぐさ」クイズ係
宛にお送りください。
※Fax、メールでもOKです。
　Fax 0267（23）9127　メール info@komoro-mc.com

前回の答え 正しい です。
HDLコレステロールは

「動脈硬化を予防する指標」とされています。

正解当選者
髙橋進さん　さーちゃんさん　白鳥五月さん

おめでとうございました。

医師・看護師大募集医師・看護師大募集医師・看護師大募集医師・看護師大募集

2021
第153号

「きりもぐさ（切り艾）」は一茶と交流のあった小諸の俳人小林四郎佐衛門（俳号 : 葛古）〈1792～1880〉の遺した衣食住の移り変わりを記し
た貴重な民族資料の表題に「幾利茂久佐」として使われています。あまりのぼせないように折々は灸治をするようにと著意と表題の意味とを老婆
心として表示しています。その意にならって本誌に名付けさせていただきました。

きりもぐさ 〒384-8588　長野県小諸市相生町 三丁目3番21号    【TEL】0267-22-1070　【FAX】0267-23-9127
【発行責任者】橋本 晋一　【E-mail】  info@komoro-mc.com  【URL】  http：//www.komoro-mc.com

き もぐさ くすふる

2021.7.1～2021.11.３0

「きりもぐさ」へのご意見・ご感想
●母の介護が必要になり、主治医の先生はじめこもろ医療セ
ンターの諸先生、看護師さんその他スタッフさんの中には
随分と顔見知りの方が増えました。きりもぐさに時々知っ
ている名前を見つけては親近感がわき読んでいます。コロ
ナ禍といわれ久しいですが皆さんどうぞお身体を大切にし
てください。いつもありがとうございます。（小諸市・女性）

読者のみなさま
からの

浅間南麓こもろ医療センター だより

浅間南麓こもろ医療センター基本理念

News of ASAMA NANROKU Komoro medical center
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「冠雪の頃」　小諸美術会　志摩　幸三

New!

 8月  2日 小諸商工会議所女性会タオル贈呈式
 8月21日 こまくさ夏祭り
 8月23日 院内保育所すくすく移転
 9月  3日 防災訓練
 10月  7日 JA青年部ぶどう寄付
 10月22日 佐久大学学生 実習お礼

「冠雪の頃」
　甲武信ヶ岳を源とする豊かな清流、キラキラと躍動し
千度に及ぶ程も曲がりうねりながら、遥か彼方の街や村
をとうとうと流れます。古代からの火山活動により天に
そびえる台地の様な形状、東方に何処までもなだらかに
下がって行く稜線は雄大そのもの、手前に構える剣ヶ峰
が主の美しさを一層ひき立てます。鮮やかな実りの秋を
ゆっくり楽しむ間もなく、山は冠雪を迎え冬将軍は駆足
で里へ下りて来ます。雪の化粧は綺麗ですが、凍みるよう
な寒さに耐える長い季節の到来でもあります。そんなこ
んなと取り留めもなく想い巡らせながらこの絵を描きま
した。幼少から四季を通じ幾度となく眺めてきた、千曲
川、浅間山ですがやはり地域の誇りですね。　　

　　　　　　　　　　　　小諸美術会　志摩　幸三　
し　 ま　     こうぞう


