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令和４年１０月１日から７５歳以上の方
等で一定以上の所得がある方は医療
費の窓口負担割合が２割になります。

正しい・間違い
【締切り：令和4年12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 間違い です。
「エラストグラフィー」と呼ばれる検査法は、
組織の硬さを評価する検査法です。

正解当選者
児玉智子さん　武井富子さん　匿名希望さん

おめでとうございました。
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き もぐさ くすふる

2022.7.1～2022.9.３0

「きりもぐさ」へのご意見・ご感想

●院長先生のトークがとても参考になって歯の大切さ
を知りました。栄養科の食事も参考に夏バテを防い
でいます。　　　　　　　　　　　　　

（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

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10月21日

第156号

New!

New!

「やさしさに…」
　毎年5月になるとわが家の庭にはバラ「ロココ」が咲き
始めます。他にもバラはあるのですが「ロココ」だけは格別
で、庭中が柔らかな香りに包まれ仕事の疲れを癒してくれ
ます。
　2、3人のお友達にもこの香りをと思い、何本か差し上げ
たところそれぞれのお宅で根付き、しっかり成長してとて
も嬉しく思っています。
　私にとって「ロココ」は家族の一員、そして絵のモデルに
もなってくれる大切な存在です。ガーデニングは難しいこ
とが多いのですが勉強しながら草や木と暮らすって楽しい
ことですね。

　　　　  小諸美術会・佐久市民写生会　荒田　正代
あらた  　     まさよ

第58回献血運動推進全国大会厚生労働大臣
感謝状

アブレーション200症例達成

東海大学陸上競技部 採血

7月19日

7月29日

8月22日

「やさしさに…」　小諸美術会・佐久市民写生会　荒田　正代
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第5回 浅間南麓こもろ医療センター病院祭
◆ 3Dバーチャル病院+老人保健施設
 こまくさの探索
◆ 各診療科、こまくさのパネル展示
◆ 動画配信
◆ 講演会

開催日程が決まりましたら病院内でポスターとホーム
ページにて掲載いたします。

11月
開催予定

News of ASAMA NANROKU Komoro medical center
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第4回の院長クロス×トークは院外か
らお客さまをお招きしました。小諸商工
会議所会頭で株式会社ツルヤ代表取締役
会長の掛川興太郎さんです。

（対談日：令和4年9月15日）

＜橋本＞　お元気そうで何よりです。あ
れから何年経ちますかね。救急外来で診
察させていただいたのがご縁の始まりで
すね。
＜掛川＞　よく覚えてましたね。当時、
小諸市内でロータリークラブの会合があっ
て、佐久総合病院の盛岡正博先生の話を
聞く機会があったんですね。そのとき私
が会場で倒れちゃって、盛岡先生がすぐ
に病院に連絡してくれたんです。
＜橋本＞　とつぜん盛岡先生から「掛川
さんを診察しなさい」ってご指名の電話
があったんです。あわてて救急外来に飛
んでいきましたよ。

＜橋本＞　健康や医療にまつわるエピソー
ドで印象深いものはありますか？
＜掛川＞　40歳ぐらいだったと思います
が、友人が劇症肝炎という病気であっと
いう間に亡くなったんです。すごくショッ
クでしたね。それから健康は大事だなと
思って、会社の幹部は毎年人間ドックを
受けさせるようにしました。一般の社員
には健康診断を受けてもらっています。
私も永久に生きられるわけじゃないし、
できるだけ人の世話にならないように自
立していようと考えています。よく主治
医からは「歩いてください、運動してく
ださい」と言われるんですけど、それが
なかなかね。
＜橋本＞　劇症肝炎は以前に比べれば発
生数は下がっていますけど、助けるのが
難しい病気ですね。掛川さんは出張も多
いでしょうし、海外にもよく行かれるよ
うですから、歩くことは多いんじゃない
ですか？
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第 4回第 4回
院長クロス×トーク院長クロス×トーク



きりもぐさ 3

＜掛川＞　そうですね。海外も街の中ば
かりじゃなく田舎の山奥にも行きますか
ら。でも最近はコロナで海外に全然行け
ないんですよ。

＜橋本＞　医食同源という言葉があるよ
うに、ツルヤさんと私たちは「食と健康」
でつながっているように思うんです。
＜掛川＞　ツルヤは「豊かな食生活の創
造」を企業使命としています。地域のお
客さんが健康であり続けるということは
食品スーパーにとって大事な仕事なんで
すね。商品開発もできるだけ添加物や保
存料が少ないものをつくるように心掛け
ています。そうしたかたちで医療と私た
ちはつながっていると思いますよ。
＜橋本＞　食の理想を実現するために品
質を高めるとコストが掛かりますよね。
一方で利益を追求する必要もあるわけで、
そのバランスをとるのは大変じゃないで
すか？
＜掛川＞　私たちはお客さんの暮らしぶ
り、食生活を知ることを基本にしていま
す。たとえば1月はどういう行事があって、
朝・昼・夕に何を食べているかという情
報をパートさんから得てデータにしてい
ます。そして実際に何が売れたのかとい
う検証をPOS※や棚卸のデータで確認し
ます。
お客さんの食生活を見ながら品揃えを考
えて、検証をして、それを何十年も積み
重ねた凄い量のデータがあります。そう
すると「1月はどんな料理が多いはずだ
から、こういう品揃えで売ろう」とでき
るので、あまりロスもないですね。
私たちが大切にしていることは、料理は
基本的に家庭で作っていただくので、そ

れには素材がいいものを売らなければダ
メだということ。そして調味料、煮干し・
鰹節・昆布などの乾物などを大事にして、
それらの品揃えをきちんとするというこ
とです。
ただ、いまは旬の食材を集めるにも輸送
コストがかなり上がっていて厳しいですね。

※注　Point of sales の略。いつ・どの商品
が・どんな価格で・いくつ売れたかを単品単位
で記録し集計するシステムのこと。売上分析機
能や商品購買情報、在庫管理などの機能があり、
経営分析を効率的に行うことができます。

＜橋本＞　家業を継いだのはいくつの時
ですか？
＜掛川＞　うちはもともと本町（小諸市）
の魚屋だったんです。高度成長期に差し
掛かるころ、アメリカにはスーパーマー
ケットという業態があることを知った父
が、小諸にもそんなものがあるといいな
と考えて、視察や研究を重ねて、昭和
35 年にセルフサービスの総合食品の店
を開いたんです。
その後、昭和 40 年に店舗を本町から相
生町（小諸市）に移すときに、父から帰っ
て来いと言われたんです。当時の私は大
学を卒業したばかりでした。オープン当
初は陳列棚を埋めるだけの商品がなくて、
ちり紙とかインスタントラーメンなど回
転が良くて場所をとるものを陳列した記
憶がありますね。

＜橋本＞　商工会議所はまちづくりも積
極的に推進していらっしゃいます。まち
づくりと健康や医療との関わりをどのよ
うに考えてますか？
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＜掛川＞　小諸は坂のまちなので、もっ
と地形を上手に利用した方がいいと思う
んです。懐古園から千曲川までの一帯を
公園化してウォーキングできるようにし
てもいいですし、ハローアニマルで患者
さんが動物と触れ合うアニマルセラピー
なんかも可能性があるんじゃないですか。
＜橋本＞　以前、小泉市長も坂を利用し
た健康づくりやまちづくりについてお話
しされていた記憶があります。まちづく
りの一環として健康を支える環境が整え
られるといいですね。
＜掛川＞　小諸市は高地トレーニングに
も力を入れてますけど、なかなか市民が
高地まで登って行こうとはならないです
よね。中国では朝に市民が広場で太極拳
をしているでしょう。小諸でもそんなこ
とができたらいいなと思いますね。
＜橋本＞　私たちは農協の病院ですので、
健康なまちづくりとあわせて農業の発展
もおおいに期待するところがあります。
＜掛川＞　まちが元気になるには、まず
農村部が元気になることが大事です。お
米は日本の大切な食料だけれども、日本
では水田ひとつとっても全部同じことを

しようとするんですよね。水田を残すと
ころ、水田でも畑に転換して手間のかか
らない作物を作るところに分けるなど、
もっと適地適作をすすめると、農業はもっ
と伸びしろがあるように思うんです。
たとえばノルウェーでは、山の一番高い
ところは穀物がつくれないからヤギを飼
うんですよ。次に高いところは羊、次は
馬とか牛、穀物は平地でつくっている。
そしてフィヨルド（氷河の浸食作用で形
成された複雑な湾・入り江）ではサーモ
ンの養殖をしていますね。その土地にあっ
たものを生産しているんです。
この地域では水田を加工用のトマトやカ
ボチャなどに転作してもいいんじゃない
かと思います。手間が掛からないし、高
齢者でも対応できますから。そこに農産
物加工の産業ができてくれば、都会から
の移住者にも仕事ができますよね。
＜橋本＞　農業は地域の力であり、私た
ちの生活の土台だということですね。そ
うなると、やはり食料は輸入して充足さ
れるものではなくて、自給率を上げて地
産地消をすすめることが大切だと感じます。
＜掛川＞　いま世界では中国・ロシアな
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どの専制主義国家と、欧米など民主主義
国家との分断が進んでいて先行きが不透
明です。このままだと最終的にエネルギー
と食料が一番大きな課題になると思うん
です。食料問題に対応するには、やはり
地方の農村が元気なことが大事ですね。
＜橋本＞　いまは食の安全への意識が高
まっていますよね。私は手っ取り早く外
国産を避けて国産を選んでいますけど、
外国でも農薬を減らすとか良いものをつ
くるところはあると思うんです。ですが
とにかく情報が少ないので「外国産はダメ」
というイメージに引っ張られている気が
します。
＜掛川＞　たとえば中国でもきちんとし
ているところはあります。でも十何億も
の人口ですから、いろんな人がいますよね。
ただ日本だって法の下をくぐるようなこ
とをする人もいるわけです。やはり生産
者から消費者に向けた情報発信が少ない
ですね。野菜や果物は出荷前の何日間は
消毒しないという基準があると思うんで
すが、その情報を消費者に向けて発表し
ていないですよね。「このブドウは皮ま

で食べられますよ、そのため出荷前何日
間は消毒していませんよ」といったこと
ですね。食の安全については生産者が消
費者の立場で表現することが大切だと思っ
ています。
＜橋本＞　たしかに消費者の立場に立っ
て農産物の情報が提供されると、私たち
も安心して手に取ることができますよね。
これはきっと医療も同じことで、私たち
が患者さんや地域住民のみなさんの立場
に立って、もっとわかりやすい説明や情
報提供ができれば、医療に対する不安や
疑問が減って、さらに良い関係が築ける
ということだと思います。
本日は医療の枠を超えてたいへん有意義
なお話をお聞きすることができました。
お忙しいところお越しいただきありがと
うございました。

文責　地域医療連携室　藤
ふじ
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けん
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厚生労働大臣感謝状を授与されました厚生労働大臣感謝状を授与されました
業務施設課　篠
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7 月 19 日に佐久合同庁舎において、当院は厚
生労働省から、令和4年度献血運動推進協力団体
等厚生労働大臣感謝状を授与されました。

この表彰は、当院が昭和58年から継続して献
血活動を行い、特に過去3年間においては、全て
の献血者が400mlの献血をしてくださいました。

また献血実施の折には、職員向け広報を活用し、
実施予定のみならず結果も掲載することで、職
員全体で献血協力への意思共有を図っていると
いうことが評価されました。これからも献血の
推進に積極的に協力して参りたいと思います。

東海大学陸上競技部は高峰高原で合宿を行って
います。8月から9月にかけ、当院で選手たちの
血液検査を行いました。なぜ陸上選手が採血さ
れたのでしょう？

2019年に、小諸市エリア高地トレーニング推
進協議協議会の構成団体である小諸市と東海大学
の間で、包括連携協定が結ばれました。2000m
の高地と 700m の低地でトレーニングを行った

スポーツ選手の採血スポーツ選手の採血

際の、選手の運動効果を分析することをめざして
います。この包括連携協定は、医療データを収集・
分析してエビデンス（科学的根拠）を明らかにし、
アスリートのスキル向上にとどまらず、広く市民
の健康づくりに繋げる取り組みです。

そこで医療機関である当院が選手の採血を行い、
医療データを提供するお手伝いをしているのです。
選手の皆様の活躍を期待しています！
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神？紙？対応

病院の事務室にあるプリンタ（印刷機）には、

毎日たくさんの職員が作業に訪れます。会議

の資料を印刷する人、各職場への配布物を用

意する人etc.もしかすると事務部門で一番の

“働き者”かもしれません（笑）

ある時、何度データを送っても紙詰まりを

繰り返すエラーが発生してしまい、作業が全

く進まなくなってしまったため、とうとうメー

カー担当者に修理を依頼することに…

幸い、すぐに駆けつけてくれた担当者でし

たが、エラーの状況を説明するとすぐに原因

が判明したようで、さすがの“神”対応と感心

していると「機械の故障等ではなく、用紙に問

題がありました」とのこと。

どうやら、大量に印刷をする中で、紙切れ

で補充をする際にコピー用紙の入れ方が雑？

になってしまったのか、隅が折れ曲がった状

態だったために起こったエラーでした。

せっかくの便利な機械も使い方次第では故

障につながります。給紙の際は優しい“紙”対

応が必要なんだと思いました。

総務人事課

老人保健施設こまくさでは、介護する側される側、双方にやさしい介護を目指して“持ち上げない介護”
「北欧式トランスファー」を採用しています。

介護に携わるご家族や職員の中には腰痛などの悩みを抱えている方も少なくありません。
介護者の腰痛などを予防する上で大切なことは、介護される方

かた
を人の力で持ち上げないということです。

力ずくの移乗介助は介護者のみならず介護される方
かた

にとっても苦痛や恐怖感が伴いますので、例え
ばベッドから車椅子へ移る場合は、必ずベッドの高さを車椅子より高くし、さらにスライディングボー
ドなどを併用し滑らせるように移乗します。高さ調節が出来ない場合は、移乗用リフトなどの福祉
用具を積極的に活用します。

また、ベッド上で更衣やおむつ交換などする場合は介護者の腰の高さにベッドの高さを調整する
ことも重要です。

施設でも在宅でも持ち上げない「やさしい
介護」を実践してみてはいかがでしょうか。

老人保健施設こまくさには、持ち上げない
介護のインストラクターが在籍していますので
お気軽にご相談ください。

やさしい介護のすすめ
老人保健施設こまくさ　霜

しも
田

だ
　哲

てつ
正
まさ

スライディングボード 移乗用リフト
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腎臓内科シリーズ

第 1回　腎臓のはたらき

腎臓内科　井
い
口
ぐち
　紘

こう
一
いち
朗
ろう

心臓は血液を全身に送り出す仕事をしている臓
器、脳は意識や動作を司る臓器、とほとんどの方
がご存じでしょう。しかし、腎臓は何をしている
臓器？と聞かれても、「おしっこを作っている」以
外に答えられる方は少数派であると思います。そ
れは、腎臓の仕事内容は難しい上に種類が多く、
説明されても眠くなってしまうからです。そこで、
腎臓の仕事を大きく二つに分けてごく簡単に説明
してみようと思います。

一つ目は、皆さんご存じのおしっこ作りです。
おしっこはただの水ではありません。黄色い日も
あれば少し匂いがする日もあるように、その時々
に厳選された要らないものを溶かしてあります。
塩分を摂りすぎた日は塩分を、酸っぱいものをた
くさん食べた日は酸を、適切な量含んだ水がおしっ
こという訳です。

二つ目は、ホルモンの調整です。腎臓が調整し
ているホルモンは主に三つあり、① 血圧 ② 赤血
球数 ③ 骨密度 にそれぞれ影響しています。

話は変わりますが、腎臓は心臓の様に臓器全体
が一丸となって働くタイプの臓器ではありません。
上記の仕事をする小さな構造（＝ネフロン）がもの
すごい数集まった集合体です。腎臓の性質を理解
するのに重要なポイントは、健常時のネフロンの
数は生命を維持するのに必要最小限のネフロンの
数よりもかなり多いということです。つまり、大
多数のネフロンがダメージを受けて潰されなければ、
症状は出てきません。腎機能障害がかなり進んで
からでないと病気の実感が湧かず、治療のやる気
が起きないところが怖いところです。

そこで、症状からはわかりにくい腎機能障害の
機能の推定に使われているのが、クレアチニンと
いう物質の血中濃度です。簡単に言えば、おしっ
こに溶かして捨てるべきゴミの代表です。血中に
クレアチニンが残っていればいるほど、捨てる機
能が低下していると分かります。大まかな目安と
して、クレアチニンの数値が1なら正常、2なら
機能は半分、4なら透析の準備をする時期、8な
ら透析が必要です。
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Dr.丸山の
SDGs入門

私たちは1999年10月に病院の基本理念として、「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することを掲げました。これはSDGsの
「3．すべての人の健康と福祉」の向上をめざし、「4．質の高い教育」環境で技術的・職業的スキルを体得し、
「17．パートナーシップで目標を達成しよう」という目標に合致します。
当院は、これまでも様々な取り組みの中で、SDGsがめざす社会の実現に向けて実践してきました。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

私たちが、今病院でしていること、
しようとしている「当たり前のこと」が「SDGs」なのですね。

浅間南麓こもろ医療センターは
SDGsを支援しています 第3回

SDGs活動重点項目（その1）

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することを病
院理念に掲げています。

 私たちは、地域の中核病院として、常に研鑚を重ね、質の高い医療を行っています。
また、救急医療を積極的に実践しています。

私たちは、保健予防活動と福祉活動を積極的に進めています。(3.d)

私たちは、WHOたばこ規制枠組み条約に則って、すべて
の人をたばこの健康被害から守るために、禁煙支援外来を
開設し、禁煙治療を実践しています。(3.a)

私たちは、近隣の自治体や医療機関・福祉施設とのパート
ナーシップを推進しています。

私たちは、高齢者になっても、住み慣れた地域で自立した生活を最期まで送ることができる
ように、地域包括ケアシステムの実現に貢献します。

私たちは、市街中心部に医療や行政を集約させた「ウエルネスシティ信州小諸」構想の一翼
を担っています。

基本理念

基本方針

◦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ています。



区分 医療費負担割合 区分 医療費負担割合
現役並み所得者 3割 現役並み所得者 3割

一般所得者等 1割

一定以上
所得のある方 2 割

一般所得者等 1割

令和4年9月30日まで 令和4年10月1日から
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医事課　宇
うつのみや
都宮　功

いさお

後期高齢者医療の窓口負担割合変更について

歯科口腔外科　山
やま
田
だ
　憲

けん
司
じ

医 師
の
随
想

2022年4月より歯科口腔外科で働いています、
山田憲司です。突然ですが、こもろ医療センター
着任にあたり、長野県内（北信・東信・中信・南信）
を制覇することができました！！　ん？と思われ
る方もいらっしゃるかもしれませんが、大学に所
属する若手医師（歯科医師）は各病院上級医のもと、
研修を行うカリキュラムがあります。数年研修を
行って移動するケースが多く、研修させていただ
いている身とすれば、県内4地域制覇も小さな目
標だったりします。

県内移動が多い職業ではありますが、各地域の
特徴を生活する中で感じることができます。小諸
市に来て思ったことは、まず「気候が素晴らしい」
でした。夏は暑過ぎることなく湿度は低く、不快

感なく過ごせるの
は県内ではあまり
類を見ません。（噂
の冬の寒さには
身構えますが…）
また、院内スタッ
フや地域の患者
さんと日々接するにつけ、そんな心地よい気候が
育む人柄の良さを感じながら仕事をさせていただ
いております。

コロナと自粛生活も2年以上が経過しました。
以前の生活も遠い記憶の様に感じる今日この頃で
すが、落ち着いた後には更なる小諸の魅力を見つ
けようと思います。

令和4年10月1日から75歳以上の方等で一定以上の所得がある方は医療費の窓口負担割合が2割に
なります。窓口負担割合が2割となる方は、全国の後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20％の方です。

　被保険者証の有効期限にご注意下さい。
ご自身の窓口負担割合が2割となるかについては、後期高齢者医療広域連合において判定を行った上で、
令和4年9月頃に後期高齢者広域連合または市区町村から、令和4年10月以降の負担割合が記載された
被保険者証が交付されるのでご確認下さい。

また窓口負担割合が 2 割となる方には、
負担を抑える配慮措置があります。

お問い合わせ等は「後期高齢者医療広域連
合」または市区町村の後期高齢者医療担当窓
口」にお願いします。

被保険者全体の
約 20%

配慮措置
1か月5,000円の
負担増を3,000円
までに抑えます。

窓口負担割合1割のとき ① 5,000円
窓口負担割合2割のとき ② 10,000円
負担増 ③（②-①） 5,000円
窓口負担増の上限④ 3,000円
払い戻し等（③-④） 2,000円

【配慮措置が適用される場合の計算方法】
例：1か月の外来医療費全体額が50,000円の場合



林小 脳卒中リハビリテーション
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緩和ケアは、がんやすべての病気による、「からだ」
や「こころ」の“つらさ”を和らげるケアです。病気
と診断されて治療開始から終末期まで、患者さん
やご家族が自分らしく充実した生活を送ることが
できることを目的としています。

緩和ケアチームは、毎月第1・3水曜日に、医師、
薬剤師、看護師が、「痛みの回診」を行っています。

“がんの痛み”がある方の所に伺い、どのような“痛
み”や“つらさ”があるのか、痛みにより日常生活
で困っていることはないか話を聴きます。治療と
平行して、その方に合った鎮痛薬を使い、痛みをしっ
かり取り除き、その人らしい日常生活が送れるよ
うにお手伝いしています。

痛み以外にも体のだるさ、息苦しい、吐き気な
どからだの症状や、不安や気持ちの落ち込みなど
の気持ちについて、ご家族の不安や気がかりなこ
となど、困っていることを、どのようにしていけ
ばよいのか一緒に考えサポートします。外来通院
している方、入院している方、ご家族、どなたで
も相談することができますので病院スタッフにお
声がけください。

緩和ケアチーム

緩和ケア認定看護師　土
つち
屋
や
　好

よし
美
み

脳卒中リハビリテーション看護認定看護師　小
こ
林
ばやし
　愛

あい

こんにちは！脳卒中リハビリテーション看護認
定看護師の小林愛です。

地域の皆さまに少しでも脳卒中のことを身近に
感じてもらいたい！もし罹ってしまった場合は、
できる限りのサポートをしたい！と思い日々看護
をしています。

さて、皆さまは脳卒中についてどのようなイメー
ジをお持ちでしょうか？「手足が思うように動か
せない」「喋れなくなってしまう」というイメージ
が多いでしょうか。

ご存じの方も多いと思いますが、脳卒中は脳の
血管が破けたり、血栓などで詰まったりすること
で発症する病気です。日本の死亡原因としては第
4位（2021年人口動態統計）となっています。また、
要介護の原因では認知症に次ぐ第2位（2019年国

民生活基礎調査）で、脳卒中に罹り命を取り留め
たとしても様々な障害を引き起こし、家族や周囲
の助けがなくては生活できない状況になってしま
う可能性が非常に高い病気なのです。

主な原因は動脈硬化や高血圧ですが、生活習慣
を見直すことで予防できる病気です。次回は脳卒
中に罹らないための予防方法について説明してい
きます。



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

担当は左から2番目、山浦美緒です。
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医療社会事業科　猿
さる

橋
はし

　澄
すみ

子
こ

突然の病気や事故で困ったときに

1階にございます「患者サポート相談窓口」には、
研修を受けた社会福祉士、看護師、事務の専門
職が、患者さん等からの病気に関する医学的質
問、普段の生活や入院生活の不安等、様々なご
要望などを承っております。承ったご要望などは、
その内容に応じて、医師、看護師など様々な職
種の職員と適切に連携を取りながら、公平・公
正な解決を行えるように努めております。今年8
月より、相談窓口に「入院時重症患者対応メディ
エーター」を配置することができましたのでご紹
介いたします。
「入院時重症患者対応メディエーター」とは、

ご家族など大切な方が突然の病気や事故により
救急車などで病院に搬送され、呼び出しを受け
て駆け付けたという状況で、担当医療スタッフ
との間に入り、必要なサポートをする担当者の
ことを言います。

英語の Mediator は「仲介者」という意味で「医
療メディエーター」は「医療対話推進者」ともいい
ます。

最近の医師や看護師はなるべく専門用語を使わ
ず説明するようには心がけていますが、頭が真っ
白になっている時、説明の内容が十分に理解でき
ないこともあるでしょう。そのうえで重要な決断
を求められることもあるでしょう。何を誰に聞い

てよいか分からないまま時間だけが過ぎていき、
後悔が残ってしまったというお話はよく伺います。

当院ではそういう事例をなるべく減らすよう、
「入院時重症患者対応メディエーター」が患者家
族等と面談させていただく中で、十分に理解で
きなかった病状、治療方針等について改めて医
師に説明を求める、疑問があれば代わりに担当
医療スタッフに確認する等の業務を行います。

私たちも皆様にとって大切な患者さんを、ご
家族等との協力体制のなかで治療に当たらせて
頂きたいと願っております。そういう担当者が
いることを知っていただき、必要な時は是非ご
活用ください。



シリーズ

お料理コーナー
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旬の食材には、季節に合った栄養素が豊富に含まれています。秋の食材には、夏の終わりに起こ
る不調や季節の変化で不足する栄養素を補ってくれる効果があります。
例えば、秋に旬を迎えるさつまいもには炭水化物が豊富に含まれており、エネルギーを生み出し
寒さに備えることができます。抗酸化作用が強いビタミンCも豊富に含まれているため、夏に受け
た紫外線のダメージの修復に役立ちます。またさつまいもの切断面から出てくる白い液体は「ヤラピン」
とよばれる特有の成分で、胃腸の粘膜の保護に役立つといわれています。夏バテで胃腸の調子が悪
い方や便秘の方は意識的に取り入れるのがおすすめです。他にも、しいたけや舞茸、ぶなしめじな
どのきのこ類やかぼちゃ、大豆が旬を迎えます。きのこは種類によって含まれる栄養素の種類や量
が異なりますが、三大栄養素の代謝を助けるビタミンB群や骨の形成に役立つビタミンDは豊富に
含まれています。ビタミンDは紫外線に当たると体の中で生成される物質ですが、日照時間が減る
ことで生成量も減るので食事でもとることを心がけられると良いですね。
このように旬の食材は体調を整えてくれる働きがあるので、いつもの料理に旬の食材を取り入れ
て、秋を感じて食事を楽しみながら健康も意識してみましょう。

栄養科　大
おお

場
ば

　彩
あ

友
ゆ

いつもの一品に旬の食材を取り入れたいつもの一品に旬の食材を取り入れた
料理を紹介します。料理を紹介します。

旬の食材で体調を整えましょう。

さつまいもとごぼうのきのこグラタン
〈材料 2 人分〉（1人あたり450kcal　塩分1.5g）

■材料

■ 作り方　■ 作り方　※ごぼうは皮をこそげ取っておく。
①さつまいもは乱切り、ごぼうは薄く斜め切りにして、水に5分ほど

さらして水を切る。ベーコンは2cm幅に切る。きのこは石づきを除
き、えのきは3cm幅、しいたけは4等分に切る。しめじは手でほぐす。

②中火で熱した鍋にオリーブオイルをひき、①を入れて炒め、全体
がなじんだら水を入れて中火で煮る。沸騰したら弱火でさつま
いもが柔らかくなるまで煮る。

③一度火を止めてクリームシュールーを入れて溶かし、牛乳を入
れて混ぜ合わせて再び中火で加熱し、温まったら火から下ろす。

④耐熱皿に移し、ピザ用チーズをかけてオーブントースターで焼
き目が付くまで約8分焼く。

■ 作り方■ 作り方
※乾燥芽ひじきを水でもどしてざるに上げて流水で洗い、水気

を切る。大豆の水煮は軽く洗い、ざるに上げて水気を切る。
①かぼちゃの種とわたを取り除き、3～4cm角に切る。
②鍋にAの水、だしの素、酒、砂糖を入れて煮立たせたら、

かぼちゃ、大豆、ひじきを入れ、弱火で蓋をして10分煮る。
③蓋を開け、醤油を入れて煮汁が半分くらいになるまで弱火

で煮る。（約5分）

かぼちゃと大豆とひじきの煮物
〈材料 2 人分〉（1 人あたり 150kcal　塩分 1.9g）

■材料
●さつまいも…………200g
●ごぼう……………… 80g
●ベーコン…………… 10g
●えのき・しめじ・しいたけ……
　………………… 各50g

●水……………… 290ml
●クリームシチュールー…35g
●牛乳… …………… 65ml
●ピザ用チーズ……… 50g
●オリーブオイル……大さじ1

●かぼちゃ……………200g
●大豆の水煮………… 80g
●乾燥芽ひじき… 大さじ1

●水…………… 100ml
●だしの素……小さじ1/4
●酒… …………大さじ1
●砂糖… ………大さじ1
●醤油……………小さじ2

A



紅谷 知影子 紅谷 知影子

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

（新患）

（脳神経）

小泉 陽一
（糖尿病・内分泌）

（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）

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）

紅谷 知影子
（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 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
秋田 大輔

山田 憲司 山田 憲司

秋田 大輔 秋田 大輔 秋田 大輔

山田 憲司山田 憲司

秋田 大輔

山田 憲司

秋田 大輔

山田 憲司

秋田 大輔

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）

秋田・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 弘子
末梢血管外科
月2回

眼 科
小口  優
（不定期） 小口  優城山 彰太市川  翔 吉岡 和樹市川  翔 吉岡 和樹

（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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これで仕事関係の試験を受けるのは最後にしようと50歳頃思ったのに、性懲りもなくまた
試験を受けることにしました。真面目に生きている人々からは後ろ指をさされそうですが、「点
数は良くなくても資格試験は1回で合格」をモットーとしていまして、短時間で試験に出る部
分を見つけ出して覚えこみ、試験場でも最小限の正解数で解答するということになりますと、
それはそれで難しい。今回、試験1か月前に送付されてきた資料は厚みだけなら信濃毎日新聞
朝刊のほうが厚いのではないかと思えるぐらいで、手に取った瞬間に（受かったな）と心の中で
ガッツポーズをしたものでした。とはいえ、もう何十年も前に高校に合格した時、受け取った
各種手続き資料の中に校歌の楽譜と歌詞が印刷された紙が入っており、「入学式で歌うので練習
してきなさい」と記されていたのを無視して、当日ひどい目にあったのがいまだにトラウマに
なっているので、資料が少ないからといって油断することは絶対にありません。おそるおそる
テキストを開いてみると、あれ、困った、内容が全く頭に入ってこない～。（続く）

HCU（高度治療室）とは、「High Care Unit：
ハイケアユニット」の略称です。

ICU（Intensive Care Unit：集中治療室）と
HCU の違いは医師の勤務体制や看護師配置数
等の違いで、HCU より専門的な治療や看護が
提供できる病棟がICUです。

当院では、HCU12 床が ICU の役割を担い最
新の医療機器を駆使し、心疾患や脳疾患、手術
後患者さん、呼吸器管理を必要とする患者さん
など様々な重症患者さんの治療・看護を実践し
ています。より高度で専門的な看護ケアが提供
できるように東信地域の病院で当院のみ、病棟
内に集中ケア認定看護師と救急看護認定看護師
が在籍しています。今後も地域の皆さんが安全

で安心な治療・看護が受けられるように頑張っ
ていきます。

　HCU師長　田
た

中
なか

　秀
しゅう

一
いち

H C UH CU

試験を受ける 1



紅谷 知影子 紅谷 知影子

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

（新患）

（脳神経）

小泉 陽一
（糖尿病・内分泌）

（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）

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）

紅谷 知影子
（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 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
秋田 大輔

山田 憲司 山田 憲司

秋田 大輔 秋田 大輔 秋田 大輔

山田 憲司山田 憲司

秋田 大輔

山田 憲司

秋田 大輔

山田 憲司

秋田 大輔

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）

秋田・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 弘子
末梢血管外科
月2回

眼 科
小口  優
（不定期） 小口  優城山 彰太市川  翔 吉岡 和樹市川  翔 吉岡 和樹

（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 10 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

令和４年１０月１日から７５歳以上の方
等で一定以上の所得がある方は医療
費の窓口負担割合が２割になります。

正しい・間違い
【締切り：令和4年12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 間違い です。
「エラストグラフィー」と呼ばれる検査法は、
組織の硬さを評価する検査法です。

正解当選者
児玉智子さん　武井富子さん　匿名希望さん

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156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

2022.7.1～2022.9.３0

「きりもぐさ」へのご意見・ご感想

●院長先生のトークがとても参考になって歯の大切さ
を知りました。栄養科の食事も参考に夏バテを防い
でいます。　　　　　　　　　　　　　

（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

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10月21日

第156号

New!

New!

「やさしさに…」
　毎年5月になるとわが家の庭にはバラ「ロココ」が咲き
始めます。他にもバラはあるのですが「ロココ」だけは格別
で、庭中が柔らかな香りに包まれ仕事の疲れを癒してくれ
ます。
　2、3人のお友達にもこの香りをと思い、何本か差し上げ
たところそれぞれのお宅で根付き、しっかり成長してとて
も嬉しく思っています。
　私にとって「ロココ」は家族の一員、そして絵のモデルに
もなってくれる大切な存在です。ガーデニングは難しいこ
とが多いのですが勉強しながら草や木と暮らすって楽しい
ことですね。

　　　　  小諸美術会・佐久市民写生会　荒田　正代
あらた  　     まさよ

第58回献血運動推進全国大会厚生労働大臣
感謝状

アブレーション200症例達成

東海大学陸上競技部 採血

7月19日

7月29日

8月22日

「やさしさに…」　小諸美術会・佐久市民写生会　荒田　正代
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第5回 浅間南麓こもろ医療センター病院祭
◆ 3Dバーチャル病院+老人保健施設
 こまくさの探索
◆ 各診療科、こまくさのパネル展示
◆ 動画配信
◆ 講演会

開催日程が決まりましたら病院内でポスターとホーム
ページにて掲載いたします。

11月
開催予定

News of ASAMA NANROKU Komoro medical center


