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「エラストグラフィー」と呼ばれる検
査法は、組織の長さを評価する検査法
です。

正しい・間違い
【締切り：令和4年10月14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 間違い です。
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。

正解当選者
匿名希望さん　ぽんきちさん　宮島智子さん

おめでとうございました。
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き もぐさ くすふる

2022.4.1～2022.6.３0

「きりもぐさ」へのご意見・ご感想

●きりもぐさ154号で「人生会議」という言葉を知りま
した。もしもの時にどうして欲しいか自分の思いを日頃
から家族で話し合えるようにしたいなと思いました。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　（東御市・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

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。

2022年8月26日

第155号

「大杭橋」
　千曲川の小諸大橋、上流約五百メートルの地点にかかる
古いつり橋で坂を下っていけば川沿いにあります。今は数年
前の水害で、左岸側が流失して渡れませんが、数十年前まで
は左岸側の上段には旅館などが数件あったようですがもう
その面影がほとんどありません。
　現在もこの橋付近で一戸が営業をしているようですが
ひっそりしています。コロナと災害と時代の流れという厳し
さを感じます。今は災害復旧工事により左岸側の堤防が完
成しています。
　昔は仲間とよく描きに行ったもので、左岸側の上流から
このつり橋を描いたり、右岸側からはこのコンクリートの橋
脚を描いたものです。仲間とわいわい騒ぐのが楽しくて…。
思い出がよみがえってきます。

　　　　　　　　　　　　小諸美術会　小山　忠幸　
こやま  　   ただゆき

新採用職員研修会

院内医学会

4月 1～ 4日

6月24日

News of ASAMA NANROKU Komoro medical center

「大杭橋」　小諸美術会　小山　忠幸
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人気上昇中の新企画＜院長クロス×トー
ク＞。今回からページを倍増してお届けし
ます。第3回目は歯科口腔外科の中西義崇
先生との対談です。

＜橋本＞　先生のご出身はどちらですか？
＜中西＞　新潟県の旧栃尾市の生まれで、
いまは合併して長岡市になっています。スー
パーなどで見かける「栃尾揚げ」のところ
ですね。本当に何もない山奥なんです。
＜橋本＞　じゃあここら辺と雰囲気は似て
いるのかな。
＜中西＞　そうですね。都会は嫌いなので
山に囲まれたところが落ち着くんです。い
まは東御市に住んでますけど、とても気に
入っています。
＜橋本＞　小さい頃はどんな子どもでし
たか？
＜中西＞　とにかく何も無いところなので、
小学生の頃は山の中を飛び回ってました。
だからこう見えて体育はすごく優秀だっ

たんですよ。近くに沼がいっぱいあって、
よくカエルやザリガニなどを捕まえてま
したね。
＜橋本＞　私は千葉の団地育ちなんだけど、
団地のはずれに田んぼがあってね。やっ
ぱりカエルとか虫を捕まえたりしてたよ。
カエルを捕っては家で飼育するんだけど、
冬になるとみんな死んじゃうの。それで
また春になったら捕まえて持って帰るの
繰り返し。
＜中西＞　いまでもカエルとかヘビとか触
れますか？
＜橋本＞　中学校の頃だったかな、夢の中
で気味の悪いカエルが襲ってきてさ、それ
からしばらくはカエルが大嫌いになったよ。
いまは触れるけどね。中西先生は？
＜中西＞　それが苦手になりました。子ど
もたちが触るので、仕方なくちょっとだけ。
＜橋本＞　田舎ってヤンキー多いよね。
＜中西＞　私の地元は結構多かったですね。
言っていいかわからないけど、じつは私も
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『♪盗んだバイクで走りだす～♪』※注タイ
プだったんです。夜中にバイクに乗ったり
して、いろいろやんちゃしてました。
＜橋本＞　いまの中西先生のキャラクター
からは想像つかないよね。ところで歯科医
になったきっかけは？
＜中西＞　母親が看護師だったので、医療
の仕事は素晴らしいものだと考えてました。
大学受験で自分の成績で入れるところが新
潟大学の歯学部だったと。
＜橋本＞　学生時代はテニスをしてたんで
すよね。
＜中西＞　歯学部のテニス部でした。僕は
そんなに強くないんですけど、経験がある
からとキャプテンに選ばれました。全日本
歯科学生総合体育大会というのがあって、
優勝はできないけれど「1・2回戦は勝とう」
とキャプテンとして頑張ったのは良い思い
出です。

＜橋本＞　新潟には数年間いたと思うけど、
そのあとなぜ長野に来ることに？
＜中西＞　新潟大学には6～7年いました。
じつは妻が東御市の出身で、こっちに帰っ
てきたいと言っていたんです。
＜橋本＞　じゃあウチの病院に先生がいる
のは奥さんのおかげだ。長野に移ることに
抵抗はなかった？
＜中西＞　あまり深く考えなかったです。
妻には「帰ってきて両親と一緒に過ごした
い」という強い想いがあったので、その想
いを優先してあげようと考えましたね。
＜橋本＞　優しいですね～。先生のご両親
は何も言わなかったですか。

※注　『♪盗んだバイク…』　10代の葛藤や反
抗心を描いた大ヒット曲の有名なフレーズです。

実際にバイクを盗んだりはしていません。

＜中西＞　「いってらっしゃい」とだけ。
学生の頃から両親は「お前の好きなように
生きろ」と言っていましたから。やんちゃ
もしてたから諦めていたのかもしれません。
＜橋本＞　趣味とか余暇の過ごし方は？
＜中西＞　スポーツもしてましたし、ファ
ミコン世代なのでゲームもやってたんです
けど、いまは完全にしなくなりました。子
ども・家族中心の生活になって、家事と育
児が趣味兼仕事になってますね。あとはゲー
ムができなくなった代わりに活字を読むの
が好きになりました。
＜橋本＞　ちなみにどんな本を読むの？
＜中西＞　自己啓発本ですね。心が弱いの
で、こうするとうまくいくよ、もう少し楽
に生きようよとか、成功者の心をみたりす
るのがいいです。
＜橋本＞　お子さんは何人？
＜中西＞　中2の男の子、小6と幼稚園の
女の子がいます。
＜橋本＞　中学から幼稚園までいると面白
いだろうね。
＜中西＞　飽きることがないというか、ずっ
と忙しいままですね。かわいいです。
＜橋本＞　大きくなるとお金が欲しいとき
だけ寄ってくるようになるんだよ。それに
あっという間にいなくなっちゃう。
＜中西＞　そうですよね。先生も仕事が忙
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しくて子どもが一番かわいい時期に家にい
られなかったと思うんです。私も大学にい
る頃はそうでしたから。でも、この病院に
は同じぐらいの子どもを育てている先生も
いて、子育てしながら働ける環境を考えて
くれます。いまは子どもと大事な時間を過
ごせるのでありがたいです。
＜橋本＞　奥さんと家事はしっかり分担し
ているんだって？
＜中西＞　妻は仕事を終えて、ご飯を作っ
て、食べさせて、寝る準備をするので限界
なんですよ。それ以上はとてもお願いでき
ないです。飲み会があっても必ず早めに帰っ
て、残った家事を全部やると決めています。
＜橋本＞　自分はやってないからな～。怒
られちゃいそうだな～。

＜橋本＞　先生がウチの病院でやりたいこ
とって何ですか？
＜中西＞　この病院に来てやらなきゃいけ
ないと思ったのは「一般の歯科医院とは違
う病院歯科をつくる」「病院にしかできな
い口腔外科をつくる」ということなんです。
その一つが入院患者さんの口腔ケア・嚥
下（えんげ）機能検査・歯の治療などです。
あとは一般的な歯の治療や義歯の作成は歯

科医院で、有病者・障害者の治療や手術
は病院がするように棲み分けをしたいと考
えています。いま興味があるのは摂食嚥下
（せっしょくえんげ：食べ物を認識してか
ら口へ運び、そしゃくして飲み込むまでの
一連の動作のこと）の分野ですね。

＜橋本＞　じつは病気に対する考え方の変
化で衝撃的だったことが二つあって、一つ
は胃潰瘍。昔は胃粘膜とストレスのバラン
スが崩れると胃潰瘍になるという『バラン
ス説』があって、当時は確かにそうだろ
うと思ってた。ところが“ヘリコバクター
ピロリ”というバイ菌に感染すると胃潰瘍
になりやすいという『感染説』が出てきて、
「そんなことないだろう」と疑っていたけど、
いまはそれが証明されているんだよね。

もう一つは、術前術後の口腔ケアが肺炎の
発生率を下げるというもの。高齢者で飲み
込みが悪いとかで肺炎を起こす人はいるけ
ど、「口の中が汚いからって肺炎にはならな
いでしょ」と思ってた。ところが本格的に
口腔ケアをしてもらうと術後の肺炎がほと
んどなくなったの。口の中の清潔が全身に
影響するとわかったのには衝撃を受けたね。

診察している様子
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＜中西＞　僕も以前は「そんなことないだ
ろう」と思ってたんです。でも、実際に術
前術後の口腔ケアをすると明らかに肺炎リ
スクが下がったというデータがあって、僕
自身もビックリしているんです。これから
は術前術後に口腔ケアを受けることが普通
なんだと根付かせたいですね。
＜橋本＞　最近では「歯周病は全身疾患な
んだよ」といった話を聞くよね。
＜中西＞　歯周病でずっと細菌に感染して
いることによる免疫反応が全身に影響する
と言われていますね。認知症が進んだり、
細菌が心臓にまわって病気を起こしたりと
範囲が広いです。細菌感染と免疫反応を抑
えるには、歯周病治療が有効だというのが
一般的になってきました。口の中の細菌は
ゼロにはならないけれど、大人しくさせる
ことはできます。痛いのは細菌に侵されて
いる状態なので、痛くなる前に対処するこ
とが一番重要ですね。
＜橋本＞　そうなると歯科健診って大事
だね。
＜中西＞　そうなんです。歯周病治療は私
たちよりも歯科医院の方が得意で、歯周病

を専門にしている先生もいます。歯周病を
専門的に診てほしいという患者さんには紹
介するようにしています。
＜橋本＞　一般の人には歯科口腔外科って
どういうときに受診するのか分からないか
もしれない。
＜中西＞　歯の治療以外でも、顔面と顎（あ
ご）の不調・おかしい・痛いなどは相談し
てもらって大丈夫です。治療できることも
ありますし、最適な診療科に紹介すること
もできます。

＜橋本＞　最後に地域のみなさんへひと言
お願いします。
＜中西＞「この病院の歯科口腔外科にか
かれば大丈夫」と安心感を与えられるよ
うになりたいです。患者さんに喜ばれる
病院づくりをすすめる一員として頑張り
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
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けん
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第4回 浅間南麓こもろ医療センター病院祭第4回 浅間南麓こもろ医療センター病院祭
バーチャル病院祭にご来場いただきバーチャル病院祭にご来場いただき
ありがとうございましたありがとうございました

病院祭実行委員会事務局　高
たか

橋
はし

　忠
ただ

幸
ゆき

とにかく初めての試みでしたので、「ご来場い
ただけるのだろうか、楽しんでいただけるのだろ
うか」と不安を抱えたままの公開となりましたが、
おかげさまでビジター数 1,374 件、アクセス数
2,371 件と、想像以上に多くの皆さまにご来場
いただきました。また、ご来場の皆さまから病院
祭へのご感想や、スタッフへの励ましのお言葉も
たくさん寄せられました。
ご来場いただいた皆さまをはじめ、バーチャル
病院祭の実現にむけご協力いただいたすべての
皆さまに心より感謝申し上げます。

新型コロナウイルス感染症対策のため、令和
3 年度の病院祭は「日本初（※当院調べ）3D バー
チャル病院祭」と銘打って、当院を360°3Dデー
タで再現し、バーチャル病院内にパネル展示や
動画を配置して楽しんでいただくこととしました。
また、目玉企画としてバーチャル病院内に配置さ
れた当院のシンボルマークを探して“6つの文字”
を組み合わせる「お宝探しクイズ」もご用意いた
しました。

お寄せいただいた
感想の一部をご紹介します

�『日本初！バーチャル病院祭』という、強烈なインパクトのポスターを見て、とても気になり
実際に拝見させて頂きました！普段あまり知る事の出来ない事がいっぺんに盛り込まれていて、
素人にも分かりやすい解説付きで見られたのでとても見応えがありました。

�病院の中を自由に散策できるワクワク感は初めてでした。職員一丸となって説明文を用意し
たり撮影をしたり大変な苦労があったと思います。コロナに負けず頑張ってください！

子供がこもろ医療センターの建物を見て感動していたので、バーチャル病院祭を拝見しました。
普段見られない手術室など見て、凄いね～と言ってました。診察科ごとの詳しい説明もあり、
とても分かりやすかったです。ありがとうございました。
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通所リハビリテーションで生活支援

長野県は、平均寿命では上位ですが、残念ながら健康寿命は中間位に位置しています。長生きし
ながら健康に生きるためにはどうすればよいのでしょう。
若い世代から健康に注意を払っていくことは重要ですが、高齢者でも食事をとってしっかり栄養をつ

け、運動をしてフレイル予防につなげることも重要です。
しかし高齢になると認知機能面の低下やうつ、閉じこもりなど、社会性や精神活動性も低下し、要
介護状態になる確率が高くなります。早期に対応していくことが重要です。
老人保健施設こまくさでは通所系サービスとして通所リハビリテーションを開設しています。要介護

および要支援の方々を対象としたサービスで
す。できるだけ健康で自分のことが自分でで
きる、または介助されている方もできるだけ
介助量が軽減できるように各専門的な立場か
ら支援していきます。
サービス内容は1日利用できるサービスと
半日利用（午前のみまたは午後のみ）可能な
サービスもあります。自分の状況や状態に合
わせて介護支援専門員と相談して検討してみ
てください。

老人保健施設こまくさ　理学療法士　土
つち

屋
や

　 匡
ただし
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元気の源？

内科外来には、80歳目前のベテラン医師がい

ます。

その先生が患者さんへ野菜摂取の大切さを

指導する時に、「ニンジンは王様、ホウレンソ

ウは女王様ですよ」と言います。内科外来では

誰もが知っているセリフです。

当時、なるほど！と感じたスタッフは、家に

帰って我が子へ「ニンジンは王様でホウレンソ

ウは女王様だから栄養満点だよ」と教えました。

すると、「じゃあ、タマネギは？ピーマンは？」

と逆に質問されてしまったのです。王様や女

王様以外には何と教えたらいいのでしょう？

いつか、先生に聞いて教えてあげようと思い

ながら月日が経ち…。幼稚園児だった子も高

校生になってしまいました。

患者さんの健康を想い、疾患についてはも

ちろんのこと、生活習慣の面でも積極的に指

導をし、患者さんへの話を聞いている横で、ス

タッフもしっかり指導されていま

した。店頭で品薄になったあれやこ

れも、テレビで騒がれる前からいち

早く指導に取り入れていました。　

そんなベテラン医師ももうすぐ

退職を迎えます。

内科外来
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整形シリーズ

第 5回　人工股関節置換術

整形外科部長　佐
さ
藤
とう
　新

しん
司
じ

人工股関節置換術は、股関節の痛みの原因となっ

ている部分を金属やセラミックなどでできた部品

に交換する手術で、変形した股関節の痛みを取り

除く最も効果的な方法です。

人工股関節は大腿骨に差し込むステムと骨頭、

骨盤側に埋め込むカップとライナーという4つの

部品で構成されており、関節面の摩擦係数は人間

の軟骨より低くできています。

手術時間は1時間半から2時間程度、出血量は

300～400mlで、自己血を準備しておけば輸血の

必要性も減らせます。

人工関節はすり減ったり緩みが生じた場合に入

れ替え手術が必要ですが、近年は摩耗しにくい素

材が開発されて30年くらい持つようになったので、

痛みが強くて日常生活に支障をきたしている場合

には年齢が若くても手術の適応があります。痛み

を我慢していても下半身の筋力が落ちて歩行能力

の低下を招いてしまったり、人工関節を入れる土

台の骨が弱ってしまうと人工関節が早期にゆるむ

という問題が生じてしまうからです。

最近では60歳未満でも活動的な生活を求めて

手術を決心される方も多くなっていると同時に、

80歳を過ぎていても術前検査で問題がなければ

安全に手術が可能になりつつあります。

近年はデジタル技術を用いてレントゲン写真や

CTスキャンから術前設計図を作るので精度の高

い手術が可能となり安定した長期成績が得られる

ようになりました。

術後は3日目から歩く練習が始まり、術後2～

3週間程度で杖歩行となるので3～5週間で退院可

能となります。

退院後は、階段、自動車・公共交通機関を問題

なく利用できるようになるので、旅行やハイキン

グなどを楽しむ方、マレットゴルフや水泳などの

スポーツを楽しむ方も大勢います。

股関節のつらい痛みを我慢して手術をすべきか

どうか迷っている方はまずご自分が安全に手術を

受けることができる体かどうか調べてみてはいか

がでしょうか？

  術前写真　  　　術前設計図　　　　術後写真

人工股関節のしくみ
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Dr.丸山の
SDGs入門

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。

1.　�私たちは、地域の中核病院として、常に研鑚を
重ね、質の高い医療を行います。

2.　救急医療を積極的に推進します。

3.　私たちは、保健予防活動と福祉活動を積極的に進めます。

4.　私たちは、患者さんの権利を尊重します。

5.　私たちは、住民の皆さんと共に開かれた病院づくりを進めます。

6.　私たちは、仕事に生きがいを持てる職場づくりを進めます。

《患者さんの権利》
1.��平等でより良い医療を受ける権利
2.��病名・病状・治療法などについて説明を受ける権利
3.��治療を受けるか、保留するか、または受けないかの選択を尊重される権利
4.��セカンドピニオン（他の医師の意見）を求める権利
5.��個人の秘密を守られる権利
6.��自分の医療情報を求める権利
7.��人間としての尊厳を大切にされる権利

　私たちが掲げた病院の基本理念・基本方針は1999 年10月に策定されたものですが、2015 年
に国連が定めた SDGsのゴールと合致していました。当院は、これまでもSDGsがめざす社会の
実現のために実践してきました。そしてこれからも、この取り組みを精力的に続けて参ります。

放射線科　丸
まる
山
やま
　雄

ゆう
一
いち
郎
ろう

当院の「病院基本理念・基本方針」は、全て「SDGs」に当てはまります。

浅間南麓こもろ医療センターは
SDGsを支援しています 第2回

基本理念

基本方針

【当院基本理念・方針とSDGs】
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保健予防課　

人間ドックのお薦めオプション検査のご案内

外科　井
い
口
ぐち
　琢

たく
哉
や

医 師
の
随
想

今年度から外科に着任した井口琢哉と申します。
前年度は諏訪市の病院に勤めておりました。3月
末に小諸市に引っ越してきましたが、標高が高い
ためか肌寒く、人一倍寒がりな私にはゴールデン
ウィーク前まで炬燵を手放すことができませんで
した。気温は低めではありますが、先日小諸駅前
で開催された「KOMORO�WINE�DAY」というイ
ベントに参加し、地域の方々と交流を持てる機会
があり、心温まる街であると感じました。
職場の方はというと、転勤してきて知り合いの
一人もいない私をテニスに誘ってくださるような
心優しい先生方に囲まれ、充実した日々を送って
おります。
最近は研修医の時から始めたゴルフに打ち込ん

でいます。この地域は車で30分圏内にゴルフ場
が複数あり、恵まれた環境にあります。そんな地
の利を活かし、先日ベストスコアを更新すること
ができました。
まだまだ小諸市の魅力を感じきれていないと思

いますので、機会がありましたらぜひお聞かせく
ださい。1年間よろしくお願いいたします。

当院保健予防課では、日帰り人間ドックをはじめ、各種健診を行っています。
その中でも今回は、日帰り人間ドックのお薦めオプションをご紹介します。今年
度新たに追加されたものもあり、大変多くの方にお申込みいただいております。
事前予約が必要な検査、人数制限がある検査などございますので、お申し込みの
際にはご確認のうえ、ご連絡をお願いいたします。
年に一度は、ご自身の体のメンテナンスを行い、心身ともに健康で過ごしましょう！

!(^^)!この他にも、たくさんのオプションをご用意してお待ちしております!(^^)!

こんな方へお薦め 検査項目 （税込み）

前立腺癌が気になる男性へ 男性腫瘍マーカーセット 4,400 円 ○新新
心不全・循環器疾患の危険度を知りたい方へ BNP検査 2,200 円 ○新新
健康寿命を延ばしたい方へ ロコモ・介護予防チェック 3,850 円 ○新新
脳梗塞・脳動脈瘤などを調べたい方へ 頭部MRI検査 27,500 円 ○予予
胆管がん・すい臓がんなどを調べたい方へ 腹部MRI検査 27,500 円 ○予予
脳梗塞の原因や動脈硬化の状態を知りたい方へ 血管動脈検査コース 9,900 円 ○予予
歯や口腔内の状態を知りたい方へ 歯科健診 11,000 円 ○予予
腸内環境を知りたい方へ 腸内フローラ検査 19,800 円 ○当当

※○新新 ➡今年度新たに追加された検査　　　○予予 ➡事前予約　　　○当当 ➡当日OK



屋土 緩和ケア
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糖尿病とは、血液中のブドウ糖濃度「血糖値」が
正常レベルよりも高い状態が継続している病態です。
糖尿病の本当の怖さは合併症であり、全身の様々
な臓器に障害をもたらします。糖尿病を治療せず
に放置すると、糖尿病の「三大合併症」である糖尿
病性網膜症、糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害の
他に、高血糖によって動脈硬化も進むため、狭心症、
心筋梗塞、脳梗塞を発症する危険性が高まるとさ
れています。
糖尿病サポートチームは、医師、看護師、薬剤師、

臨床検査技師、管理栄養士、歯科衛生士、視能訓練士、
理学療法士、医事課職員で構成され、糖尿病の治療・
予防の支援を多職種が協力して行っています。院
内活動としては、外来通院中の糖尿病患者さんの

療養をサポート
します。入院患
者さんには回診
を行い、糖尿病
の食事療法・薬
物療法の状況を
確認します。ま
た、定期的に糖尿病教室を開催し、講義を行って
います。院外活動としては、主に東信地区で開催
される糖尿病の啓発活動に参加しています。
現在はコロナウイルス感染拡大に伴い、糖尿病

教室は開催できていませんが、コロナ感染症が落
ち着き次第開催していく予定です。

糖尿病サポートチーム

リハビリテーション科　白
しら
倉
くら
　隼

はや
人
と

緩和ケア認定看護師　土
つち
屋
や
　好

よし
美
み

緩和ケアにおいて、家族とは「患者さんが信頼を
寄せ、双方が“家族”と認める人」と捉え、同居、婚姻、
血縁の有無は問いません。家族も心のつらさをはじ
めとしたさまざまな負担を抱えることから「第2の患
者」と言われます。大切な人が病気になると、家族も
影響を受け、当たり前だった生活が変化し、家庭内で
の役割を変更せざるを得ない状況となります。「家族」
一人一人の「つらさ」を和らげ、より豊かな人生を送
るお手伝いをしていきます。
大切な人を亡くす体験、「喪失」によって起こる心

身の反応を「悲嘆（グリーフ）」と言います。悲嘆は喪
失体験をした人すべて生じる正常な反応です。しか

し、強い悲嘆が半年以上続き、日常生活に支障を来
す場合は「複雑性悲嘆」として、より専門的なサポー
トが必要となります。
死別体験後に、遺族が喪失による悲しみとうまく
付き合いながら、その人なりの日常生活に戻り、再出
発すること、健康的に生きていくことが重要です。
ご家族は、「病気の本人はもっとつらいのだから」と
気持ちを抑えてしまうことも少なくありません。自分
自身の体や心、生活を大切にしながら、病気になった
方を支えることができるよう、
ご家族に対しても医療者が
チームを組み支援します。

身体的反応 感情的反応 認知的反応 認知的反応
•食欲不振
•疲労
•睡眠障害
•身体愁訴

•抑うつ、悲しみ
•落胆、不安、恐怖
•罪悪感、孤独感
•怒り、敵意、絶望
•無感覚、いらだち

•�故人を想うことに
��没頭する
•故人が現存する感覚
•自尊感情の低下

•動揺、緊張
•探索行動
•涙を流す
•過活動
•社会的引きこもり

《悲嘆によって現れる正常な反応》
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診療放射線技師　森
もりいずみ

泉　力
つとむ

超音波検査最前線

皆さん超音波検査（エコー検査）をご存知ですか。
当院でも人間ドックをはじめ病院の様々なところ
で使われているので知っている方も多いのではな
いでしょうか。今回は、当院の超音波検査につい
てお話ししてみたいと思います。
超音波検査は、医師・歯科医師、臨床検査技師、
診療放射線技師、看護師の有資格者が行うことが
認められている検査です。
CTやMRIと同じように体の中を間接的に覗く
ことができる検査ですが、装置の大きさが他の医
療機器に比べて小さく移動が簡単であることと、
放射線のような人体や周囲への影響がほとんど無
く大掛かりな部屋が必要ないことから、外来診察
室や病棟でも手軽に、何度でも検査することが可
能です。また、リアルタイム性に優れているので
臓器の動きや血液の流れなども簡単に把握・測定
することができます。これは、胎児の観察に使用
される大きな理由でもあります。
そんな超音波検査ですが、最近いくつかの特徴

的な検査方法が開発されており、その代表が「エ
ラストグラフィー」と呼ばれる、組織の硬さを評
価する検査法です。乳腺の検査で多く利用されて
いますが、最近では肝炎の患者さんに対しても行
われるようになっています。
プローブ（体に当てる部分）でわずかな圧迫を加

えてその歪みの違いを画像化する方法と、通常で
は使用しないタイプの超音波を組織に当て、横に
伝わる超音波の速度を計測するという二つの方法
があり、当院でも行われています。がん組織や肝
炎が進行すると、その組織は徐々にしなやかさを
失い正常組織より硬くなってきます。それを体の
外から判断できるということは、体に針を刺す検
査の代わりになるということであり、検査を受け
る方にとっては大きなメリットになります。
超音波検査室で行う検査は、特別に研鑽を積ん

だ臨床検査技師または診療放射線技師が行います。
検査についてご不明な点などあれば気軽に担当技
師にお尋ねください。

左側の色付きの画像が「エラストグラフィー」の画像です。
周囲より固い部分は青色に表示されます。



シリーズ

お料理コーナー
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暑い日が続く夏は食欲が落ちて食事を抜いたり、冷たい麺など同じものばかり食べてしまったり
して、栄養が偏りがちになる方も多いのではないでしょうか。暑い夏こそ食事で栄養を摂って夏バ
テを防ぎましょう。
夏バテの予防には、「たんぱく質」「ビタミン」「ミネラル」を意識して摂取することが効果的とさ
れています。たんぱく質は、肉や魚、卵、大豆製品に多く含まれ、身体のもとになる筋肉や血液を
つくり基礎代謝を上げます。ビタミンは、特にビタミンB1が欠かせません。ビタミンB1は糖質
をエネルギーに変えてくれるので、糖質は肉体的疲労だけでなく精神的疲労を軽減するのに役立ち
ます。そのため、夏バテの時は糖質からエネルギーを補給するのがおすすめです。その際に、豚肉
やうなぎなどのビタミンB1を豊富に含む食材を取り入れた食事にしてみてはいかがでしょうか。
さらに、硫化アリルの一種である、アリシンを多く含む玉ねぎやにんにくはビタミンB1の吸収を
高める働きがあるため、これらの食材も上手に組み合わせて食事に取り入れるとより効果的です。
また、食欲増進効果の期待できるカレー粉やしそ、みょうが、しょうがなどの香辛料や香味野菜
を取り入れたり、火を使わずに電子レンジを使って料理したりするなどの工夫をして暑さに負けず、
夏を乗り越えましょう。

栄養科　大
おお

場
ば

　彩
あ

友
ゆ

豚肉を使った夏バテ防止メニューを紹介します。豚肉を使った夏バテ防止メニューを紹介します。

夏バテを防いで、
夏も元気に過ごしましょう。

豚肉とゴーヤの冷しゃぶサラダ
〈材料3人分〉（1人あたり233kcal　塩分 0.4g）

■材料

■ 作り方■ 作り方
①ゴーヤを縦半分に切ってスプーンで種とわたを取り、2mm幅の薄
切りにしてボールに入れ、砂糖、塩をまぶして5分置いてから水
気を切る。

②鍋に湯を沸かし、塩（ひとつまみ）を加えて、ゴーヤを1分ほ
ど茹でる。

③再度②の湯を沸かして酒を加え、弱火にして、豚肉を1枚ず
つ入れて火を通し、ザルに上げて水気を切る。

④すりおろしたにんじんとAの材料を混ぜ合わせ、皿に②、③
を盛り付けてにんじんドレッシングをかける。

■ 作り方■ 作り方
①豚バラ肉を4cm幅に切り、塩、こしょうで下味をつけ、玉
ねぎは薄くスライスする。ニラは3cm幅に切る。

②ボールに豚バラ肉、にんにく、焼き肉のたれ、片栗粉を混
ぜ合わせ、玉ねぎをのせてレンジ600wで3分加熱する。

③一度取り出して、ニラを加えてレンジ600wで1分加熱する。
④豆腐の上に③をのせて、白いりごま、卵黄をのせる。

スタミナ冷や奴
〈材料 1人分〉（1人あたり 566kcal　塩分 4.4g）

■材料 にんじんドレッシング

●絹豆腐… …………200g
●豚バラ肉（薄切り）… 80g
●塩・こしょう… …… 少量
●玉ねぎ………………1/4個
●ニラ………………… 20g

●豚ロース肉…………180g
　（しゃぶしゃぶ用）
●ゴーヤ…………… 1/2本
●コーン缶…………… 60g
●砂糖…小さじ1…●塩…少量
●酒… …………　大さじ1

●にんじん……… 1/3本
●塩・こしょう… … 少量
●酢… …………大さじ1
●はちみつ………小さじ2
●粒マスタード… 小さじ1
●オリーブオイル…大さじ2

A

●にんにく………小さじ1/2
…（すりおろし）
●焼き肉のたれ……大さじ2と1/2
●片栗粉………小さじ1/4
●卵黄… ………………1個



曜日 月

午　前

内 科

循環器内科

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 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

交代制

皮  膚  科 大学医師

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 古武 昌幸山口 敏之

黒岩 教和
古武 昌幸

泌 尿 器 科 小林 晋也 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）

中西・山田
（交替制）

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 武田（第2）
北原（第4）

脳神経外科 原  洋助 船戸  光平鰐渕  博 （予約） （予約） 大学医師

リウマチ科

整 形 外 科
北側 惠史
下地 昭昌
塩澤  律 宮澤  駿 宮澤  駿 宮澤  駿

北側 惠史
瀬在 純也

宮  正彦 宮  正彦宮  正彦宮  正彦

下地 昭昌
瀬在 純也

佐藤 新司

塩澤 律
瀬在 純也

佐藤 新司
瀬在 純也

北側 惠史
下地 昭昌
佐藤 新司

内 視 鏡 科 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）

手術 手術

橋本 晋一

外 　 　 科

乳 腺 外 来 山口 敏之 山口 敏之

検査・手術
検査・手術検査・手術 検査・手術 手術・検査検査

山口 敏之

大学医師
（交替制）

林  征洋
髙須 香吏

林  征洋

井口 拓哉
ストーマ外来
※午前のみ
完全予約制

中田 ひろ子
末梢血管外科
月2回

眼 科
小口  優
（不定期） 小口  優城山 彰太嶋  千尋 嶋  千尋嶋  千尋 嶋  千尋

（予約） （予約）
城山 彰太
（予約）

小口  優
（不定期）

小口  優
（完全予約）

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）訪問診療

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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ある日買い物から帰って部屋に入ると、嗅ぎなれないにおいがします。我が家のネコの1匹は、
夕方家に誰もいないと、トイレではない場所でこっそりフンをすることがあるのですが、今回
はその手の異臭ではなく、とても良い香りです。風呂上がりの娘がなにやら新しい化粧品を試
してみたのか、あるいはネコが芳香剤の容器を転がして遊んだのか、どちらにしてもちょっと
強い香りだなぁと思いながらくまなくにおいの原因を探索していると、私の背丈よりも大きく
育った観葉植物に花が咲いていました。リビングの片隅にいつもあって、長い幹の先のほうに
広めの葉っぱがバサバサっとついているだけの、なんの変哲もない植物に、葉っぱ以外の構造
物が出現していたので、それと気がついたのでした。こんなことがあるものなのかと、花の画
像で検索してみると、あっけなくドラセナ・フラグランスと、植物が特定できてしまいました。
花言葉が「幸福」のせいか幸福の木とも称されているこの植物、めったに花が咲かないようで、
戦争が何か月も続いているさなかの開花は、その終結を願ってのことでしょうか。

当院の産婦人科は常勤医1名、助産師7名で運
営しています。助産師7名のうち2名は外来勤務、
5名は病棟勤務となっています。
出産に関しては妊娠から、出産、育児と切れ目
ない支援が必要となる為、病棟勤務の助産師5名
も週に1～2回で外来業務を担当しています。病
棟の助産師が外来の業務を担うことで、出産時に
外来で顔を合わせたことのある助産師が担当し
安心して頂けるのではないかと思っています。
コロナ禍で立ち合い出産が出来ない状況の中、
一人で出産に臨まなければならない不安を皆さ
ん抱えています。外来での指導の中で、一人一人
に寄り添い、不安を傾聴し、どうしたらより良い
方向に向かえるのか一緒に考え指導につなげて
います。

常勤医1名ですが、助産師と医師とお互いに尊
重し連携を取っています。産婦人科は受診するこ
とになかなか抵抗がある方もいるかと思いますが、
医師も助産師も受診する方に真摯に向き合って
対応させていただきます。
何かご心配なことがあれば、ぜひご相談ください。

　助産師師長　柳
やなぎさわ

澤　陽
よう

子
こ

産婦人科外来産婦人科外来

観葉植物



曜日 月

午　前

内 科

循環器内科

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 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

交代制

皮  膚  科 大学医師

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 古武 昌幸山口 敏之

黒岩 教和
古武 昌幸

泌 尿 器 科 小林 晋也 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）

中西・山田
（交替制）

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 武田（第2）
北原（第4）

脳神経外科 原  洋助 船戸  光平鰐渕  博 （予約） （予約） 大学医師

リウマチ科

整 形 外 科
北側 惠史
下地 昭昌
塩澤  律 宮澤  駿 宮澤  駿 宮澤  駿

北側 惠史
瀬在 純也

宮  正彦 宮  正彦宮  正彦宮  正彦

下地 昭昌
瀬在 純也

佐藤 新司

塩澤 律
瀬在 純也

佐藤 新司
瀬在 純也

北側 惠史
下地 昭昌
佐藤 新司

内 視 鏡 科 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）

手術 手術

橋本 晋一

外 　 　 科

乳 腺 外 来 山口 敏之 山口 敏之

検査・手術
検査・手術検査・手術 検査・手術 手術・検査検査

山口 敏之

大学医師
（交替制）

林  征洋
髙須 香吏

林  征洋

井口 拓哉
ストーマ外来
※午前のみ
完全予約制

中田 ひろ子
末梢血管外科
月2回

眼 科
小口  優
（不定期） 小口  優城山 彰太嶋  千尋 嶋  千尋嶋  千尋 嶋  千尋

（予約） （予約）
城山 彰太
（予約）

小口  優
（不定期）

小口  優
（完全予約）

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）訪問診療

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 8 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

「エラストグラフィー」と呼ばれる検
査法は、組織の長さを評価する検査法
です。

正しい・間違い
【締切り：令和4年10月14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 間違い です。
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。

正解当選者
匿名希望さん　ぽんきちさん　宮島智子さん

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155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

2022.4.1～2022.6.３0

「きりもぐさ」へのご意見・ご感想

●きりもぐさ154号で「人生会議」という言葉を知りま
した。もしもの時にどうして欲しいか自分の思いを日頃
から家族で話し合えるようにしたいなと思いました。　
　　　　　　　　　　　　　　　　　（東御市・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

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。

2022年8月26日

第155号

「大杭橋」
　千曲川の小諸大橋、上流約五百メートルの地点にかかる
古いつり橋で坂を下っていけば川沿いにあります。今は数年
前の水害で、左岸側が流失して渡れませんが、数十年前まで
は左岸側の上段には旅館などが数件あったようですがもう
その面影がほとんどありません。
　現在もこの橋付近で一戸が営業をしているようですが
ひっそりしています。コロナと災害と時代の流れという厳し
さを感じます。今は災害復旧工事により左岸側の堤防が完
成しています。
　昔は仲間とよく描きに行ったもので、左岸側の上流から
このつり橋を描いたり、右岸側からはこのコンクリートの橋
脚を描いたものです。仲間とわいわい騒ぐのが楽しくて…。
思い出がよみがえってきます。

　　　　　　　　　　　　小諸美術会　小山　忠幸　
こやま  　   ただゆき

新採用職員研修会

院内医学会

4月 1～ 4日

6月24日

News of ASAMA NANROKU Komoro medical center

「大杭橋」　小諸美術会　小山　忠幸
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