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毎日のお口のケアはウイルスから身体
を守り、お口の機能低下を防いで健康
な身体を維持する上で不要です。

正しい・間違い
【締切り：令和4年6月30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。
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す。

正解当選者
滝沢裕子さん　るあちゃんさん　大川奈美さん

おめでとうございました。
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き もぐさ くすふる

2021.12.1～2022.3.３1

「きりもぐさ」へのご意見・ご感想

●母親が昨年股関節の手術入院でお世話になりました。
おかげさまで以前より元気に過ごせるようになりまし
た。手術をしていただいた主治医の先生、看護師さん
実習生の皆さんありがとうございました。　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　（上田市・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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「緑とそよ風の中で」　小諸美術会　林　正夫

New!

「緑とそよ風の中で」
　現代は、デジカメやスマホの普及で誰でも素早く簡単
に草花や風景が撮れ、印刷も鮮明できれいであるが肉筆
の絵画と比べると意外と感動しないのは自分だけであ
ろうか…？
　それは絵画を描くとき作者の持つ不思議なエネル
ギーが伝わり注ぎ込まれるからである。空気を感じ自然
の山々を見ながら筆を走らせていると、人間は時が来れ
ば消えて無くなるが自然の山々や樹木はいつまでも永
遠にその姿や景観を保ち続けていいけるのだろうかと考
えてしまう。
　形ある物はいつか壊れてしまうと言うが大自然もそう
であろうか…？

　　　　　　　　　　　　小諸美術会　林　正夫　
はやし  　 まさ  お

永年勤続者表彰
仕事納め式
仕事始め式
防災訓練
臨床研修医修了式
実践保険大学修了式
看護部新入職員研修会

12月  9日
12月29日
1月  4日
2月18日
3月25日
3月26日

3月28～30日
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前回からスタートした新企画＜院長ク
ロス×トーク＞。第2回目は昨年1月に
待望の消化器内科医として赴任された古
武昌幸先生との対談です。

＜橋本＞　聞くところによると古武先生
は信州大学に入るまで少し寄り道されて
いたとか。
＜古武＞　名古屋大学で物理学を勉強し
ていました。科学少年だったんですよ。
アインシュタインに憧れたという感じで
す。ところが科学一筋というのはなかな
か難しいし、視野が狭い世界だと感じた
こともあって転身したんです。
＜橋本＞　ご出身はどちらでしたっけ。
＜古武＞　石川県の金沢です。
＜橋本＞　卒業後に戻ろうとは思わな
かった。
＜古武＞　生活の場としての金沢はあま
り好きじゃないんです。日本海側の冬は
どんより曇っていて、雪か雨ばかりですね。

ところが信州の冬は晴れてカラッとして
いて、夏もあまり暑くない。「ああこれは
いい、もう信州から出られないな」と感
じました。
＜橋本＞　余暇の過ごし方や趣味は何で
すか？
＜古武＞　昔は自転車に乗ってレースな
んかに出てました。いまは全然ですけど。
休みの日は山に登ったり、スキーに行っ
たりですね。スキーは今も時々行ってます。

＜橋本＞　私たちの時代は医学生の9割
が卒業後すぐに大学の医局に入ってまし
たけど、先生は佐久総合病院に行かれま
したね。
＜古武＞　私たちの頃も9割が医局でし
た。私は医局に入るより市中病院で経験
を積む方がいいと思ったんです。佐久病
院を選んだのは、長野が好きだったし、
大学の医局とは違う独自のローテーショ
ン方式※だったので実践力が身につくと
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考えました。
※佐久総合病院では研修医教育を当時は
まだ珍しいスーパーローテーション（多
くの診療科を回って研修する）方式で行っ
ていました。現在の医師臨床研修制度は
すべてスーパーローテーション方式で行
われています。

＜橋本＞　最終的に消化器内科を選んだ
のは？
＜古武＞　消化器内科をする前は3年ぐ
らい川上村の診療所にいて、自分として
は総合診療志向だったんです。しかし当
時は総合診療が一般的ではなくて、診療
所から戻るときに何か専門領域を選ぶこ
とになったんです。佐久病院の消化器内
科は内視鏡のほかIVR（X線透視やCTな
どの画像をみながらカテーテルや針を使っ
て行う治療）もやっていたので、手技的
なところが好きで選びました。

＜橋本＞　赴任してみて当院の印象はど
うですか？
＜古武＞　急性期医療もやっているし、
地域の高齢患者もたくさんいらっしゃる。
自分としては総合的な診療をしたいので、

今の状況を続けられたらなと思います。
新しい処置などもスタッフが柔軟に対応
してくれるので、やりやすいし感謝して
ますよ。
＜橋本＞　ああ良かった。注文の多い大
変な病院に来たと思ってるんじゃないか
と心配だったんですよ。

＜橋本＞　先生がこれからやっていきた
い医療とは何でしょう。
＜古武＞　専門領域を活かしながら総合
的にも診療するということです。ここに
来る前は専門的な治療が終われば患者さ
んとの関係も終了になってしまって、そ
れが辛かったんです。一人の患者さんを
できるだけ長く診ていきたいです。

＜橋本＞　最後に地域の皆さんへひと言
お願いします。
＜古武＞　基本は消化器疾患を主体に診
療しますが、ご高齢の方はいろいろな病
気を抱えていることが多いので、消化器
疾患をきっかけに、患者さんと全体的に
関わるお付き合いをしたいと考えています。
＜橋本＞　本日はありがとうございました。

文責　地域医療連携室　藤
ふじ

井
い

　健
けん



地域地域のの医療機関医療機関さんさんこんにちはこんにちは
当院を利用していただく地域のみなさんに医療機関を
より身近に感じていただくため、また病院と病院、病院
と開業医さんとの連携をより深めるためのコーナーです。

 診療所の紹介・特徴

 スタッフ紹介

 休日の過ごし方

当診療所は、2008 年 4 月に小諸市が小諸
市国保美里診療所をJA長野厚生連に移管し
たことにより小諸厚生総合病院附属美里診療
所として再スタートしました。2017年12月
に小諸厚生総合病院の名称変更に伴い浅間南
麓こもろ医療センター附属美里診療所となり
ました。国保診療所の時から担当医師に変更
はありませんので、久しぶりでも不安なく受診していただけます。

通常の外来診療に加え、在宅支援診療所として浅間南麓こもろ医療センターや訪問看
護ステーションと連携をとりながら訪問診療を実施しています。安心して療養生活が送
れるように“在宅医療の拠点”として、地域密着型の診療所をめざしています。人生の残
された時間をご本人・ご家族が幸せな時間として過ごしていただくために、訪問診療・
訪問看護はその手助けになれると思っています。在宅での療養をご希望される状況があ
れば、お気軽に訪問診療のご相談をしてください。

身近な「かかりつけ医」として、健康診断の結果に関する相談や予防接種の予約も受け
ています。

■ 美里診療所所長
 宮　かおり　（平成 2 年卒）

■ 専門領域
 内科全般

■ 学会・備考
 日本プライマリ・ケア連合学会指導医
 プライマリ・ケア認定医
 日本体育協会公認スポーツドクター

現在、犬と猫を3匹ずつ、合わせて6匹飼っ
ています。

家で過ごす時間は彼らを中心に回っています。

●美里駅から徒歩約13分
　[美里]信号から約50m

浅間南麓こもろ医療センター　附属美里診療所

「地域で必要とされる医療を提供し、在宅医療の拠点をめざします」

小
海
線

浅間南麓
こもろ医療センター
附属美里診療所

139

長野
沖電気

美里

美
里
駅

三岡郵便局
〒
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浅間南麓こもろ医療センター
附属美里診療所

住　所：長野県小諸市耳取1003-1
併　設：�訪問看護ステーションみさと　

サテライト
�■�美里診療所
� TEL：�0267-22-0901
� FAX：�0267-22-0905
■�訪問看護ステーション
� TEL：�0267-22-2211
� FAX：�0267-22-2262

下段左　宮医師



　

待 合 室

コロナ禍でもお正月の雰囲気を！

今年の年末年始、老人保健施設こまくさの入所者さんは、コロナ禍の影響で、外泊、外出をすること
ができずに寂しい思いをしている方も多く、職員としては少しでもお正月の雰囲気を楽しんで、元気に
過ごしてもらいたいと考え、レクリエーションの一環として、施設内に“神社風”のモニュメントを利用者

さんにも協力してもらい制作しました。
年末の12月27日に組み立て、完成した現物は高さ2mほ

どの大作になりました。
完成してからは、歩行訓練中の利用者さんが手を合わせ

たり、絵馬に似せた飾りに、家
族や自身の健康を願い書いて
下さったり、初詣気分を味わっ
ていただく事ができました。

今後もコロナ禍であっても
利用者さんが少しでも楽しく
生活ができるよう工夫してい
きたいと思います。

老人保健施設こまくさ　介護福祉士　中
なか

山
やま

　亜
あ

矢
や
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人気者（？）

皆さんは胃検診などで、バリウムなどと言う

ものを飲んだことがありますでしょうか？

そうです。ちょっといい香りがしますが、な

んの味もしない、あのドロッとした白い液体で

す。お世辞にも美味しいとは言えませんが、胃

検診では避けて通れない検査ツールです。そん

な人気のないバリウムですが、先日 40 代の男

性受診者の方に検査を行いました。

「あまり美味しくなくてすみません」などとお

茶を濁し検査開始、数分後無事検査終了となり

ました。

「では、こちらでうがいをお願いしま…す。」

受診者の男性が開口一番「あー美味かった。

俺、バリウム大好きなんすよね。」

「何ならもう一本頂きたいくらいですわ。」（笑）

人の味覚は千差万別。こんな受診者の方ば

かりだと、毎日の胃検診も楽しくなりそうです。

診療放射線科　TV検査室

◀︎折り紙で作ったものをお賽銭
　に見立てました。



はじめましてはじめまして
新任事務長のあいさつ新任事務長のあいさつ

新任研修医
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退任医師

長い間、ごくろうさまでした

櫻井 伸一
医師（歯科口腔外科）

伊藤 健一
医師（内科）

上島 翔太
医師（脳神経内科）

本郷 悠太
医師（外科）

三田 隼太郎
研修医

南澤 宏二郎
研修医

渡邉 光季子
研修医

佐藤 雄太郎
研修医

新任医師・研修医・退任医師紹介新任医師・研修医・退任医師紹介

4 月から事務長に就任いたしました金丸安史と申します。平成 3 年北信総合病院に入会後、
厚生連本所勤務を経て、このたび浅間南麓こもろ医療センターに勤務することになりました。
東信地域での勤務は初めてで、病院勤務につきましても二十数年ぶりということもあり、多
少の戸惑いと不安を感じておりますが、一日も早く浅間南麓の風土に慣れ、当センターの一
員として地域に貢献できるよう努力しますので宜しくお願い申し上げます。

さて、当センターは平成 29 年 12 月新築移転後、基本理念であります「医療は住民のもの」
を実現するため、地域の皆さんに開かれた病院として医療活動を通じ健康で豊かな地域づく
りに貢献してまいりました。

しかし、移転後の費用負担増加に加え、新型コロナウイルス感染症蔓延等の影響により、
経営的には非常に厳しい状況が続いております。厚生連管理部の役割である「健全経営により地域から求められる
組織運営」に基づき、経営の安定化による健全な病院運営に向け微力ながら尽力してまいります。

引き続き、医療をめぐる環境は厳しさを増しつつありますが、地域の皆さんに信頼され、安心して利用いただけ
る病院づくりに努めてまいりますので、特段のご支援とご協力を賜りますよう改めましてお願い申し上げます。
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Dr.丸山の
SDGs入門
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◦地域の医療・福祉の向上に貢献する
病気の予防と救急医療、高齢者福祉への取り組みを通じて、安心して暮らせる豊かな地域社
会の実現に努めます。

◦安心・安全な医療・福祉を提供する
安全・安心な医療を提供し、患者・地域住民の皆様の満足度向上をめざします。

◦いきいきと働ける職場をつくる
職員の負担軽減に取り組み、男女の差がなく誰もがいきいきと働ける職場をつくります。職
員のキャリアアップや資格取得などを支援し、学び続けられる環境づくりと人材育成をすす
めます。

◦環境に配慮し、食料と農業を守る
省エネ・省資源・リサイクル等をすすめ、環境に配慮した医療活動をめざします。農協組織
の一員として持続可能な食料生産と農業の振興に寄与します。

・�私たちは、主に医療・福祉を通じて、SDGs（持続可能な開発目標）を達成するための取り組み
を推進します。
・�第 2回～第 6回で、当院が取り組んでいる SDGs 活動の一部をご紹介します。お楽しみに！！

放射線科　丸
まる

山
やま

　雄
ゆう

一
いち

郎
ろう

SDGsとは、「持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）」のことです。社会が抱え
る問題を解決し、世界全体で2030年をめざして明るい未来を作るための17のゴールと169のターゲッ
トで構成されています。2015年9月、ニューヨーク国連本部において193の加盟国の全会一致で採択
された国際目標です。最近、多くのマスメディアが取り上げていますので、ご存知の方も多いと思います。

当院は2022年1月に、「浅間南麓こもろ医療セン
ターSDGs宣言」を発表しました。「私たちは『医
療は住民のもの』を実現するために、医療活動を通
じ、いのちと生きがいのあるくらしを守り、健康で
豊かな地域づくりに貢献します。」という病院理念
のもと、安心して暮らせる豊かな地域の実現と、地
域課題の解決の両立を図り、SDGsの達成に向け
て取り組んで参ります。

浅間南麓こもろ医療センターは
SDGsを支援しています 第1回

当院のSDGs活動重点項目
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整形シリーズ

第 4回　変形性股関節症

整形外科部長　佐
さ
藤
とう
　新

しん
司
じ

当人工関節センターでは変形性股関節症に対し

て人工股関節置換術を行っています。

変形性股関節症とは、股の付け根の関節の軟骨

がすり減ってしまう病気で、日本では女性患者数

が男性の約3倍と言われています。

症状は、初期には歩行後の股関節のだるさ程度

ですが、次第に立ち上がる動作や歩き始めに股関

節痛を感じるようになります。

中期になると歩行時痛が悪化して長距離を歩け

なくなり、歩くとき肩が左右に振れ、杖も必要と

なります。

また、足の爪切りや靴下を履く動作も困難になり、

階段では手すりが必要になってきます。

 　変形性股関節症には一次性と二次性があり、一

次性股関節症は年齢とともに軟骨がすり減ること

が原因ですが、肥満や重労働もきっかけになります。

　二次性股関節症は臼蓋形成不全症や発育性股

関節脱臼といった成長期の問題や、ステロイドホ

ルモンの大量使用やアルコールの摂取過多による

大腿骨頭壊死症、大腿骨頚部骨折や股関節の脱臼

骨折といった外傷などが原因です。

診断はエックス線写真で行います。骨盤の骨と

大腿骨の骨頭のすきまが狭くなり、進行して完全

に軟骨がすり減ると関節のすきまは見えなくなり

ます。さらに進むと大腿骨頭が潰れたり、骨のと

げが伸びて関節の形が変わって最後は股関節がほ

とんど動かなくなってしまいます。

治療は、まず消炎鎮痛剤の内服、外用薬（シッ

プなど）、股関節周囲の筋力強化訓練などの保存

的治療を行いますが、痛みが取れない場合には手

術治療を選択します。

手術治療には、股関節固定術、大腿骨骨切り術、

骨盤の骨切り術などもありますが、傷んでしまっ

た関節軟骨を完全に取り換える人工股関節置換術

は術後痛みがほとんど無くなるので術後の満足度

の高い手術です。

まずご自分の股関節の痛みの原因が何かを知る

ためにレントゲン検査のご相談をお勧めします。

変形性股関節症

人工股関節置換術
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医事課　宇
うつのみや
都宮　功

いさお

マイナンバーカード健康保険証の準備をしています

研修医　三
み
浦
うら
　遼

りょう
太
た
郎
ろう

医 師
の
随
想

研修医2年目の三浦遼太郎と申します。小諸に
赴任し早いもので1年が経ちました。初めは患者
さんと話すにも緊張して汗だくになっていました
が、ようやく少し慣れてきて、皆さんの生活背景
に触れながら診療させていただくことに喜びを感
じています。

さて、今回原稿依頼を頂いたので趣味のカメラ
についてお話しします。カメラには記録媒体によっ
てデジタルと昔ながらのフィルムとがあります。
私は場面や撮影目的で使い分けていますが、特に
フィルムカメラ独特の風合いが好きで、数本のフィ
ルムを持って撮影旅行に出かけたりしていました。
一枚一枚構図を念入りに考え、タイミングや設定
に気を配り撮影することで、どの写真にも思い入

れが出るのは、撮り直しのできないフィルムなら
ではなのかなと思います。

先日、亡くなった祖父が使っていたという二眼
レフカメラを実家で見つけました。実際にカメラ
について話すことは叶いませんでしたが、思わぬ
繋がりを見つけて嬉しくなりました。

昨今若者の間でフィルムカメラが再び脚光を浴
びています。皆様の自宅にも眠っているカメラが
あるのではないで
しょうか？この期に
家族で話題にして
みると、案外世代を
越えて盛り上がるか
もしれませんよ！

■ マイナンバーカードを利用した医療機関の受診
マイナンバーカードの保険証利用に関しては、当院でも令和 4年 8月からの運用開始を目指しています。
保険証の確認をオンラインで国民健康保険（国保）・社会保険（社保）に患者さんの同意を得てから医療

機関で確認します。病院窓口では顔認証等で本人確認をします。限度額認定証の手続き等が簡単になります。
また特定健診や飲んでいるお薬の情報が閲覧できるようになります。保険情報等が漏洩するのでは？と不
安になる方もいるかも知れませんが、便利になる部分もあります。

是非この機会にマイナンバーカードに保険証機能を付けて利用していただきたいです。
メリットとしては、特定健診情報の結果や薬剤情報（過去に処方されたお薬の情報）等が医療機関で閲覧

でき、医療機関での受診時に活用できるようになります。

出典元：厚生労働省HPより
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
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血液透析の現場の抱える難問
腎臓内科   井

い
口
ぐち

　紘
こう

一
いち

朗
ろう

血液透析医療に携わる中で最も難しい問題は
透析中止の判断についてだろうと思います。中
でも患者さん自身がこれまで受けていた血液透
析治療を中止したい場合です。

血液透析ではほとんどの患者さんが週 3 回、1
回 4 時間前後の時間を病院での透析に取られて
しまいます。透析をやっている最中にも血圧が
下がって気持ち悪くなったり、透析患者さん特
有の骨折に由来する痛みに襲われたり等、辛い
ことが起こることもあります。そういう生活を
繰り返しているうちに「もう透析はやらずに看
取ってもらいたい。」と思い至られる方が少数で
はあるもののおられます。

透析治療では癌治療の終末期のように、患者
さんとご家族と主治医で相談して治療方針を緩
和ケアの方向に切り替えることは簡単ではあり
ません。たしかに、意思決定能力のある患者さ
んの自己決定権は憲法や医療法に尊重するよう
記載があり、近年の医療倫理論の潮流も同様の
方向性ではあります。しかし、透析中止の自己
決定を直接支持する法律や判例がないことと、

透析治療を継続することで短くない余命を期待
できることが、癌治療の終末期とは異なる点で
す。また、癌患者さんの終末期の状態を、ごく
簡単に誤解を恐れずに表現するなら、死の準備
をしている状態であり、体の変化は比較的ゆっ
くりと進みます。しかし、腎臓の代わりをして
いた透析をある日から急に中止すると、体の変
化も急激であるため、症状も重くなりがちです。

それでも透析中止の判断に至る場合は、患者
さん本人の意思決定能力の厳しい評価、他の選
択肢の可能性の評価、将来の状態変化の予測を
理解しているかの評価など、他にもたくさんの
評価項目を複数人の医師を含めて議論されクリ
アできた場合となります。それでも刑法に抵触
していないとは言い切れません。

透析学会等の専門家の意見や世論によっても
結論は変化しうるし、「だから透析にならないよ
うに生活習慣を改善しましょう。」と締めくくれ
るほど簡単な問題ではないとご理解いただけた
ら幸いです。
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クリニカルパスとは、医療の質と安全を高める
ための「診療のスケジュール表」のことを言います。
例えば、手術であれば手術の前日にはどんな処置
をするのか、手術当日にはどんなことをして何に
気をつけなければいけないのか、どのくらい動い
ていいのか。手術後何日目になんの検査があって、
どんなリハビリテーションをするのか、抜糸はい
つ頃するのかといった治療の経過をわかりやすく
表にしたものです。患者さんやご家族は、入院によっ
て「入院中の検査や手術の予定は？手術後はどう
なる？」など不安で一杯でしょう。入院中の予定
が分かっていると次に行われる医療行為が予測でき、
安心して診療を受けて頂けます。

クリニカルパスを使用することで、すべての患
者さんに安定した質の高い安全な医療を受けて頂
けるよう日々活動しています。

患者さん向けの
クリニカルパスを活用しています

クリニカルパスチーム　パス専任看護師　合
ごう
津
づ
　さゆり

緩和ケア認定看護師　土
つち
屋
や
　好

よし
美
み

今回はアドバンス・ケア・プランニング（ACP）、
愛称「人生会議」についてお話します。アドバンス・
ケア・プランニング（ACP）の定義は、「今後の治療・
療養について、患者さん・家族と医療者が、患者さ
ん自らの意向に基づき、あらかじめ話し合うプロ
セス」とされています。簡単に言うと“もしものた
めの話し合い”です。この話し合いには、“もしもの
時”に、自分がどんな治療を受けたいか、または受
けたくないか、自分が大切にしていること（価値観）
などを前もって大切な人達と話し合っておく、そ
の一部始終が含まれます。

では、「今後の治療・療養について考える時期」は
いつなのでしょうか。一般的にエンド・オブ・ライフ・
ケアが必要な時期とされています。エンド・オブ・
ライフ・ケアは、病気や老いなどにより人生を終え
る時期に必要なケアです。その人らしさを尊重し、
その人にとって「よい死」が迎えられることを目標
として行われるものです。

ACPは、特にがんと診断された方に重要と言わ
れており、病状が悪化し始めてから死に至るまで
急速な経過をたどるため、その人の望みをかなえ
る準備が整わず望まない看取りとなりやすいのが
特徴です。だからこそ、早い時期から「望ましいと
思う過ごし方」について話し合うことが重要とさ
れています。

実際に話し合う内容は、現在の気がかりや不安、
価値観や目標、現在の病状や今後の見通し、治療や
療養に関する選択肢です。がん診断、再発診断、先
のことが不安になる時期など、「変化があるとき」
が話し合いのチャンスです。

練習として、ご自身の「今の心づもり」を記載し
てみてはいかがでしょうか。

厚生労働省ホームページ：
https://www.mhlw.go.jp/stf/
newpage_02783.html

患者さん向けクリニカルパスを説明する様子
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歯科口腔外科　口腔ケア学会認定者　歯科衛生士　小
お

根
ね

山
やま

　理
り

恵
え

お口のケアがウイルスに負けない
身体作りの始まりです

■ お口のケアで免疫バランスを整えよう

私達の身体は感染症と闘うために免疫機能とい
う大きな力を持っています。これが　　　

あることで病気の発症を抑制し、悪化を予防す
ることができます。

皆さんが毎日行うお口のケアでも免疫バランス
を適切に保つことができます。

うがい、歯磨き、舌磨きや口腔粘膜など口腔ケ
アを行うことが感染を引き起こす細菌やウイルス
を減少させ、感染予防につながります。

■ 飛沫をおさえたひと工夫が感染予防へ
普段、自分では気づかないうちに唾液を周囲に

飛沫させてしまう事があります。
新型コロナウイルス感染症の感染経路の1つに

飛沫感染もあるため、歯磨きの飛沫を防ぐために
5つのことをやりましょう。　

❶　　歯磨き中のおしゃべりは慎む

❷　　なるべく口を閉じて磨く

❸　　 吐き出すときは洗面台の低い位置
でそっと出す

❹　　�前歯の裏など口を閉じて磨きにく
い所はもう片方の手で覆う

❺　　�お口のケアを行った後は洗面台周
囲をふき取る

■ お口の健康維持を心がけよう

私たちと新型コロナウイルスの闘いはまだまだ
続きます。毎日のお口のケアはウイルスから身体
を守り、お口の機能低下を防いで健康な身体を維
持する上で非常に重要です。

このような機能低下を防ぐには日本歯科衛生士
会ホームページより自宅でも気軽にできる「お口
の周りの筋力UP」などの“お口の体操”が検索でき
ますのでご覧ください。

最後にお口のケアと“お口の体操”を続けて定期
的な歯科検診や治療、歯科衛生士による専門的な
口腔衛生指導をおススメします。

引用・参考文献
公益社団法人　日本歯科衛生士会　
“新型コロナウイルスに負けないためにお家で
できるお口の体操”　　
病院委員会　委員　池上由美子

お家でできるお口の体操

検索
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春本番を感じられるようになってきました。冬は寒さから身を守るために体の中に多くの栄養分

を蓄えますが、寒さや運動不足で代謝が悪くなるため老廃物が排出されにくい体になります。体に

老廃物が溜まると、春に起こる体の不調としては、だるさやむくみ、便秘、肌荒れなどがあります。

春に向けて暖かくなると解毒機能をもつ肝臓の働きが活発になるため、過剰に蓄えていた栄養分や

溜まっていた老廃物を排出する (デトックス )といわれています。

春の食材には老廃物の排出を高めるものがたくさんあります。例えば、タケノコや菜の花には腸

内の老廃物を排出する作用がある「食物繊維」や体内の余分な水分を排出する作用がある「カリウム」

も豊富に含まれています。他にもタラの芽、ふきのとう、ウドなど春野菜特有の苦みや香り成分は「植

物性アルカロイド」といい、腎臓のろ過機能を高め、新陳代謝を促進し老廃物を排出する効果があ

ります。野菜の他にも春に旬なあさりは解毒をつかさどる肝臓の機能を高めてくれます。このよう

に春野菜には体にうれしい作用がたくさんあります。旬の食材は体に良いと言うように、旬の春野

菜を積極的に食べるようにしましょう。

栄養科　山
やま

浦
うら

　佳
か

菜
な

デトックス効果にぴったりメニューデトックス効果にぴったりメニュー

春の食材を活用して
デトックス効果を高めよう！

タケノコとあさりの炊き込みご飯
〈材料 2 人分〉（1人あたり 279kcal　塩分1.8g）

■材料

■ 作り方■ 作り方
①米は洗ってザルにあげる。タケノコは一口大の薄切りにする。

あさりは塩をふって軽くもみ、水の中でふり洗いする。
②炊飯釜に①の米とAを入れ、①のタケノコとあさりも加え

て炊く。炊き上がったら混ぜ合わせる。

■ 作り方■ 作り方
①豆腐はペーパータオルに包み水切りして、ザルで裏ごしを

する。Aを加え混ぜ合わせる。
②菜の花は茹でて水にとり、水気を絞り2cmの長さに切る。

人参は千切りにする。①に入れさっくりと和える。

菜の花の辛子白和え
〈材料 2 人分〉（1 人あたり 63kcal　塩分 0.9g）

■材料
●菜の花… …………100g
●人参………………… 13g
●木綿豆腐… ………100g

●練り辛子………… 1.3g
●砂糖… …………… 1g
●塩… ………小さじ1/8
●醤油… …………… 6g

A●ゆでタケノコ……… 60g
●あさりのむき身…… 40g
●塩… ……………… 少量
●米… …………………1合

●だし…………… 1カップ
●塩… ……………… 3g
●醤油… ………… 1.5g
●酒… …………… 7.5g

A



曜日 月

午　前

内 科

循環器内科

外 　 　 科

内 視 鏡 科

乳 腺 外 来

リウマチ科

整 形 外 科

眼 科

泌 尿 器 科

歯科口腔外科

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）

美谷島 真洋
（脳神経）
大学医師

（糖尿病・内分泌）

西村  誠
（予約）

松山 有隆
（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）

髙須 香吏

大学医師
（肝臓）

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 晋也

交代制

皮  膚  科 大学医師

禁煙支援外来 丸山 雄一郎 丸山 雄一郎 丸山 雄一郎

放 射 線 科 丸山 雄一郎 丸山 雄一郎 丸山 雄一郎

山田 憲司

中西 義崇

山田 憲司 山田 憲司

中西 義崇 中西 義崇 中西 義崇

山田 憲司山田 憲司

中西 義崇

山田 憲司

中西 義崇

山田 憲司

中西 義崇

内視鏡検査
松山 有隆

松山 有隆
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 林  征洋

黒岩 教和

古武 昌幸 古武 昌幸山口 敏之

黒岩 教和
古武 昌幸

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

形 成 外 科 丸山 百合子
（第１・３・４）

精神神経科 安藤 直也
（第２・４）

小口  優
（不定期）

中西・山田
（交替制）

小口  優 小口  優城山 彰太嶋  千尋 嶋  千尋

産 婦 人 科 倉澤 剛太郎 倉澤 剛太郎 倉澤 剛太郎 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

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

脳神経外科 原  洋助 鰐渕  博 （予約） （予約） （予約） 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

黒岩 教和 黒岩 教和

小  児  科 小林 真二 小林 真二
（予約）

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 甲斐 龍一
永澤 孝之

大学医師

大学医師
伊藤 健一 伊藤 健一

伊藤 健一

甲斐 龍一

交替制
（新患）

山口 敏之 山口 敏之

検査・手術 検査・手術検査・手術 検査・手術

山口 敏之

大学医師
（交替制）林  征洋髙須 香吏

林  征洋

甘利　景

橋本 晋一

井口 拓哉

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）

城山 彰太
（予約）

小口  優
（予約）

小口  優
（不定期）【手術】

地域診療科 訪問診療訪問診療 訪問診療訪問診療訪問診療
（不定期）

久堀 周治郎 
（月２回不定期）橋本 晋一 橋本 晋一

耳鼻咽喉科 大学医師 大学医師

大学医師

大学医師

から場職

しらかばしらかば

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以上の辛さのカップ焼きそばを2種類食べました。
常時食べていると体を壊しかねない辛さのものなのに、しばらくするとまた食べたくなるのが
不思議です。昨年の夏ごろには小諸駅構内の農産物直売所で売っていた、細長いピーマンのよ
うなものを食べてみました。妻がレタスやブルーベリーを目当てに買い物に行ったら、みなれ
ない野菜が並んでいたものだから買ってみたけれど、どう調理したらいいのかわからないとい
う。とりあえず見た目の近いシシトウガラシ風にオーブンで焼いてだし醤油をかけて食べてみ
たら、辛い。辛いがおいしい。辛いとも知らずに1本15ｃｍぐらいあるのを4本も焼いてしまい、
他に食べる人間もいないので全部自分で食べたら、翌日はお通じがありました。なんだ、この
ぐらいの辛さでも十分お腹に効果があるのだと思ったら、あんなに辛い焼きそばを食べていた
のが、ちょっと、ねぇ？（その後、ニンニク味、Final、と新発売されたカップ焼きそばをチャ
レンジしましたが、その話はいずれまたの機会に…）

地域包括ケア病棟は31床の病床を有し、看護
師16名、助手7名が働いている病棟です。“地域包
括ケア病棟”はどういう病棟なのかあまり聞きな
れない方が多いかと思います。急性期での治療を
終え病状は安定したけれども、すぐに在宅や施設
に戻るには不安のある患者さんに対して在宅復
帰に向けた支援・調整を行っていく病棟です。簡
単に言うと「退院の準備をする病棟」と言えます。
リハビリテーションを通して、機能の改善を図り
ながら日常生活動作の向上を目指し、退院後の生
活をイメージして退院しても患者さんやご家族
が困らないように退院後の支援体制を整える看
護を提供しています。

最近ではコロナウイルスの影響で、直接患者さ
んとご家族が面会できる機会がありません。患者

さんがどの程度動けるのか、日常生活動作をどこ
まで獲得できているのかご家族が知りたいこと
がすぐにわかる環境ではないため、リモート面談
等の工夫をして患者さんとご家族の橋渡しをし
ながら、主治医・看護師・リハビリスタッフ・医療
ソーシャルワーカー等が協力して患者さんの在
宅復帰支援を行っています。

　4 階北病棟師長　古
ふる

越
こし

　小
さ

百
ゆ

合
り

4階北病棟 ～地域包括ケア病棟～4階北病棟 ～地域包括ケア病棟～

辛いものを食べる（了）



曜日 月

午　前

内 科

循環器内科

外 　 　 科

内 視 鏡 科

乳 腺 外 来

リウマチ科

整 形 外 科

眼 科

泌 尿 器 科

歯科口腔外科

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）

美谷島 真洋
（脳神経）
大学医師

（糖尿病・内分泌）

西村  誠
（予約）

松山 有隆
（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）

髙須 香吏

大学医師
（肝臓）

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 晋也

交代制

皮  膚  科 大学医師

禁煙支援外来 丸山 雄一郎 丸山 雄一郎 丸山 雄一郎

放 射 線 科 丸山 雄一郎 丸山 雄一郎 丸山 雄一郎

山田 憲司

中西 義崇

山田 憲司 山田 憲司

中西 義崇 中西 義崇 中西 義崇

山田 憲司山田 憲司

中西 義崇

山田 憲司

中西 義崇

山田 憲司

中西 義崇

内視鏡検査
松山 有隆

松山 有隆
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 林  征洋

黒岩 教和

古武 昌幸 古武 昌幸山口 敏之

黒岩 教和
古武 昌幸

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

形 成 外 科 丸山 百合子
（第１・３・４）

精神神経科 安藤 直也
（第２・４）

小口  優
（不定期）

中西・山田
（交替制）

小口  優 小口  優城山 彰太嶋  千尋 嶋  千尋

産 婦 人 科 倉澤 剛太郎 倉澤 剛太郎 倉澤 剛太郎 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

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

脳神経外科 原  洋助 鰐渕  博 （予約） （予約） （予約） 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

黒岩 教和 黒岩 教和

小  児  科 小林 真二 小林 真二
（予約）

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 甲斐 龍一
永澤 孝之

大学医師

大学医師
伊藤 健一 伊藤 健一

伊藤 健一

甲斐 龍一

交替制
（新患）

山口 敏之 山口 敏之

検査・手術 検査・手術検査・手術 検査・手術

山口 敏之

大学医師
（交替制）林  征洋髙須 香吏

林  征洋

甘利　景

橋本 晋一

井口 拓哉

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）

城山 彰太
（予約）

小口  優
（予約）

小口  優
（不定期）【手術】

地域診療科 訪問診療訪問診療 訪問診療訪問診療訪問診療
（不定期）

久堀 周治郎 
（月２回不定期）橋本 晋一 橋本 晋一

耳鼻咽喉科 大学医師 大学医師

大学医師

大学医師

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
  2022 年 4 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：総務人事課  高橋
詳細は当院ホームページをご覧下さい。↓↓
http://www.komoro-mc.com

毎日のお口のケアはウイルスから身体
を守り、お口の機能低下を防いで健康
な身体を維持する上で不要です。

正しい・間違い
【締切り：令和4年6月30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。
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す。

正解当選者
滝沢裕子さん　るあちゃんさん　大川奈美さん

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

2022
第154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

2021.12.1～2022.3.３1

「きりもぐさ」へのご意見・ご感想

●母親が昨年股関節の手術入院でお世話になりました。
おかげさまで以前より元気に過ごせるようになりまし
た。手術をしていただいた主治医の先生、看護師さん
実習生の皆さんありがとうございました。　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　（上田市・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

目　次

私たちは、「医療は住民のもの」を実現するために、
医療活動を通じ、いのちと生きがいのあるくらしを守り、

健康で豊かな地域づくりに貢献します。
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「緑とそよ風の中で」　小諸美術会　林　正夫

New!

「緑とそよ風の中で」
　現代は、デジカメやスマホの普及で誰でも素早く簡単
に草花や風景が撮れ、印刷も鮮明できれいであるが肉筆
の絵画と比べると意外と感動しないのは自分だけであ
ろうか…？
　それは絵画を描くとき作者の持つ不思議なエネル
ギーが伝わり注ぎ込まれるからである。空気を感じ自然
の山々を見ながら筆を走らせていると、人間は時が来れ
ば消えて無くなるが自然の山々や樹木はいつまでも永
遠にその姿や景観を保ち続けていいけるのだろうかと考
えてしまう。
　形ある物はいつか壊れてしまうと言うが大自然もそう
であろうか…？

　　　　　　　　　　　　小諸美術会　林　正夫　
はやし  　 まさ  お

永年勤続者表彰
仕事納め式
仕事始め式
防災訓練
臨床研修医修了式
実践保険大学修了式
看護部新入職員研修会

12月  9日
12月29日
1月  4日
2月18日
3月25日
3月26日

3月28～30日


