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医療法人啓仁会
医療法人昭仁会
社会福祉法人栄光会

入職のご挨拶
医療法人啓仁会 石巻ロイヤル病院（宮城県石巻市）医師 吉田 秀彦
令和４年 5 月に石巻ロイヤル病院に入職し
ました吉田秀彦と申します。平成３年に岩手
医科大学を卒業し、宮城県で初期研修、消化
器内科の後期研修を行いました。その後内科、
消化器内科医として 20 年間仙台市内、仙塩
地区の一般病院で診療を行ってきました。今
後は石巻地域の内科診療、胃大腸がん検診、
高齢者医療に貢献したいと思います。どうぞ

医師

吉田

よろしくお願いいたします。

秀彦

写真でつながる人の輪
社会福祉法人栄光会

デイサービスセンターなかとみロイヤルの園（埼玉県所沢市） センター長 千葉 昇二
昔懐かしい写真館の雰囲気を味わって頂きま

【エピソードその３】

デイサービスセンターなかとみロイヤルの
園では、季節の風景を掲示して「ミニ・ワム

美術大学の先

す。少々緊張気味なモデルさんも、馴染みの

タウン写真館」を開いております。写真をキー

生時代に旅した、

職員の撮影で顔もほころび「素敵な笑顔」や

ワードにご利用者とのつながりが深まり、掲

イ タ リ ア、 ス ペ

「かっこいい姿」の肖像（ポートレイト）写

示した写真をきっかけに、お話の輪が広がる

インで撮影した

真が撮影できました。後日、参加したご利用

ようになりました。今回、なかとみロイヤル

「 キ ャ ノ ン EOS」

者には A4 サイズの額に入った写真をプレゼ

の園における「写真でつながる人の輪」のエ

の写真アルバム

ピソードをご紹介したいと思います。

を持参してくだ

ントさせていただきました。
「この写真どなたが撮影したのですか？」

さり、スキャナー

をきっかけに、ほかのご利用者が話しかける

で引き延ばしプ

ようになり撮影されたご利用者がヒーローに

で撮影したスライドフィルムや「キャノン

リントしたもの

なる光景はとても素敵なものです。掲示し

T90」（オートフォーカス一眼カメラの先駆

を掲示したとこ

てある写真をきっかけに、お話の輪が広が

者）で撮影した丹頂鶴のスライドを持参され、

ろ、「昔、ご近所

パソコンでスキャンしてプリントしてほしい

の人と旅行した

という方もいらっしゃり、毎週楽しみにフィ

時に見てきたよ！」と「ピサの斜塔」の写真

を願っています。一昔前は、どなたも写真ア

ルムや写真集のセレクトをして来園されま

をずっとみつめているご利用者もいらっしゃ

ルバムを大切にお持ちになり、写真を見なが

す。（80 代後半の方）

います。

ら話に花が咲いていたと思います。皆さんの

【エピソードその１】
往年のプロ用カメラ「ペンタックス 645」

【エピソードその２】
当時参加されていらした写真クラブのプリ
ントを持参してくださり、それをきっかけに、
季節に合う写真を毎月飾っております。（90

思い出のピサの斜塔 吉永様撮影

り、ご利用者、職員の関係が深まり、暖かく
て家庭的な雰囲気のデイサービスになること

素敵な写真をお借りして、デイサービスセン

【なかとみ写真館】
不定期のイベントですが、ご利用者の本格

ターに掲示し、毎日ご利用者と交流させてい
ただいております。お近くにお越しの際は、

的な肖像写真の撮影を行っています。
自然光撮影のほか、
「映える」照明を設置し、

ぜひご覧ください。

代の方）。

丹頂鶴

三上様撮影

肖像写真（100 年前風） 松岡様

肖像写真 三上様

肖像写真（ソフトフォーカス） 羽立様

胃部 X 線（バリウム）検査について
医療法人啓仁会

所沢ロイヤル病院（埼玉県所沢市） 放射線科 科長 朝日 孝太郎

バリウムと耳にして最初に思いつくことは胃

ます。X 線を通しにくいという性質を持つため、

るだけ早くバリウムを排泄することを目指しま

の検診で飲まされる不味い白い液体というイ

それを胃の内側表面に付着させることによって

す。

メージを持つ方が大半なのではないでしょう

胃の精密な形が影絵のようにモニタに浮かび上

か？

がり、この画像を放射線科医などが読影し、胃

バ リ ウ ム（Ba） は 原 子 番 号 56 番、 原 子 量
137.34 のアルカリ土類金属に含まれる金属で
レアメタルでもあります。同じアルカリ土類金
属で性質の似ているお馴染みのものだとカルシ
ウム（Ca）があります。どちらも水に入れると

うまく排泄できないと、お腹の中で固まって
しまいます。

がんや胃潰瘍といった病気を見つけます。
ここで胃部 X 線検査について簡単にお話をし
ていきたいと思います。

アルコールは腸内の水分を奪ってしまい、便
が固まってしまうため、便が出るまでは控えて
ください。

【検査の概要】

【参考までに】

胃部 X 線検査とは、バリウム（造影剤）を飲

胃部 X 線検査の被ばく量は実効線量で 3.3

んで発泡剤で胃を膨らませ、胃の中のひだを伸

ｍ Sv、上腹部 CT 検査は 12.9 ｍ Sv ほどと言わ

「胃の検診で飲まされる不味い液体は金属に

ばして病変を発見しやすくし、X 線を照射しな

れています。

は見えないと！」思われるかもしれませんが、

がら撮影する検査です。食道、胃、十二指腸の

胃部 X 線検査で用いられる薬剤は硫酸バリウ

病変をチェックします。正式には「上部消化管

ムという化合物になります。骨の主成分も炭酸

Ｘ線検査」と言います。

激しく反応して水素を発生します。

カルシウムですが、金属が含まれているように
は見えないのと似ています。
バリウムそのものは有毒で、その化合物も多
くは毒性を持ちますが、胃 X 線検査で用いら
れる硫酸バリウムは無害で安定した物質になり

所沢ロイヤル病院放射線科では今年度より、
胃部 X 線（バリウム）検査を開始するため、3

検査では、最初にバリウムを飲み、指示に従

月末にこれまで 20 年超使用してきた、東芝製

い体を台の上で回転することによってバリウム

（現キヤノン製）の X 線装置＆ X 線テレビ装置

を胃の粘膜（表面）に付着させ、体の向きを変

から島津製のＸ線装置＆Ｘ線テレビ装置に入れ

えながら撮影していきます。

替えをしました。今年度から胃検診を開始いた

【検査の目的】

します。感染予防策を徹底してお待ちしており

胃バリウム検査は、胃・食道・十二指腸のが

ます、よろしくお願いいたします。

ん疾患のほか、胃潰瘍や胃炎、ポリープなどを
早期発見することが目的です。
【検査前の準備】
前日の 21 時以降は絶食、当日検査前は禁煙、
3 時間前より水分摂取禁止（開始 3 時間前まで
100cc 程度の水ならＯＫ）
【検査中の注意】
検査中はゲップを我慢します。鼻で呼吸をす
る、ツバを飲み込む、顔を若干下向きにする、
これらを実践すると結構、我慢できます。
【検査後】
モニター画面

検査後はなるべく多めの水分を摂取し、出来

新しくなった島津製X線ﾃﾚﾋﾞ装置
（手前）
と一般X線装置
（奥）

誕生会・やまゆり保育園
社会福祉法人栄光会 やまゆり保育園（埼玉県所沢市） 副主任 佐藤 綾乃
やまゆり保育園では毎月誕生会を開いて園
児をお祝いします。

な？」のフレーズがあり、みんなで一緒に手
を叩きながら歌って参加します。色んな種類

密を避けるため０・１・２歳児と３・４・

の焼けたお煎餅をみんなで食べる真似をする

５歳児の 2 つに分けて行い、司会進行は年長

のですが、口をパクパク動かして嬉しそうに

クラスの園児が交代で行っています。０・１・

食べる姿はとても可愛いです。３・４・５歳

２歳児の誕生会では、始めにキャベツの中か

児の誕生会も手遊びをして、紙芝居「ともだ

ら青虫が出てきて最後に蝶々になる手遊びを

ちおっとっと」を読みます。どちらも紙芝居

すると、保育士の動作を真似て小さい指を動

の後には、誕生児がみんなの前に出て保育士

手遊びの眼鏡・遠くまで見えるかな？

かして、青虫や蝶々にさせて楽しんでいます。

からインタビューを受けます。恥ずかしさ

な日を園全体でお祝いし、これからの成長も

次に「おせんべやけた」という紙芝居。話

の中にも嬉しそうに「何歳になった？」「好

見守っていきたいと思います。

の中に昔ながらの童歌「おせんべやけたか

きな食べ物は？」「大きくなったら何になり
たい？」の質問にしっかり答えていました。
最後に担任からの手作り
カードと園長先生からの
プレゼントを受け取りま
した。給食は誕生会特別
メニューで、おやつのケー
キ に は 特 別 に 旗 も 飾 り、
一日中笑顔で過ごしてい

みんなお話に集中しています
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ます。誕生日という特別

特別な日になったね

みんなでお祝い！いただきます！

地域を支える療法士の交流を維持するために、動画配信はじめました！
医療法人啓仁会

吉祥寺南病院（東京都武蔵野市） リハビリテーション室 理学療法士 丸山 汐里

吉祥寺南病院がある武蔵野市では、行政

コロナ禍となりそう

や病院、施設に所属しているリハビリ専門職

いった関わりが減ってし

同士のつながりを強めるために、2016 年に

まい、その代わりにオン

武蔵野市 PTOTST 協議会が発足されました

ライン上で交流をもとう

（PT： 理 学 療 法 士、OT： 作 業 療 法 士、ST：

と 各 病 院 で 担 当 を 決 め、

言語聴覚士の略称）。市民へのリハビリテー

協議会メンバー向けの動

ション啓発活動や介護・福祉に関してのイベ

画配信を始めました！当

ントの企画、防災に対する検討会や、研修会

院では昨年は『なんだか

の企画運営など、枠にとらわれずに幅広く活

手が痛いんです・・・Ｃ

動しています。

Ｍ 関 節 症 に つ い て 』、 今

その一環で疾患に合った運動療法を検討す

年は『腰痛改善を目指し

る会を行っていました。コロナ禍前までは隔

て』についての動画を配

週で各病院にチームで行って、検討会や技術

信しました。その他の病

講習会をしていました。リハビリが難渋して

院からは心不全や運動麻

いる所を提示して相談したり、院外のスタッ

痺のリハビリについて配

フからの意見などを聞くことはもちろん、そ

信がありました。

動画撮影場面

の場だけの交流にとどまらず、武蔵野市全体

※ CM 関節とは手首と親指の付け根の間の

また動画配信後武蔵野市内のリハビリ職

のリハビリ職員との交流の場となっておりま

関節であり、親指を動かすときに、よく

員と意見交換をする機会を設けてもらい、自

した。

動く関節となります。

分に無い視点に気づくきっかけにもなりまし

動画を配信するにあたり、自身の疾患・病
態についての知識を深めるだけでなく、同じ

た。
このように様々な意見を取り入れながら、

悩みを持っているリハビリ職員にわかりやす

より良いリハビリテーションが提供できるよ

く伝え、皆さまのリハビリに役立ててもらえ

うコロナ禍の中でも市内全体のリハビリ職員

るようにと考えて作り上げました。大変な作

が一丸となって知識・技術の向上に取り組ん

業でしたが、今後に活かせそうなことをたく

でいます。

さん学ぶことができました。

「CM 関節症について」の一場面

三年目のツバメの巣作りから巣立ちまで
医療法人啓仁会 法人本部（埼玉県所沢市） 総務人事部 矢澤 誠
私の勤務する法人本部の建物は埼玉県の所

空っぽになっておりました。巣立ちの素振り

沢駅近くにあり、1 階には同じ法人の平成ク

は全く感じられなかったので驚いていたその

リニックが同居しています。その建物地下に

程度なのだそうです。また、同じ巣に戻って

日の昼、建物近くを小さなツバメが 3 羽、元

あるクリニック患者さん用の駐車場に一昨年

子育てをする確率は 2 割に満たないという調

気よく鳴きながら飛び回っているところを確

の春、ツバメが巣を作りました。

査結果もあり、我々が期待するような「あの

認できたのです。近くには恐らく親であろう

時の夫婦または子が、今年も帰ってきた！」

成鳥が見守っていたので、恐らく正式な巣立

というわけではないようですね…

ち前の飛行訓練だったのでしょうね。

地下駐車場の出入口から少し奥まったとこ
ろに位置する蛍光灯の傘の上、ここはお世辞

あれから 1 週間ほどが経った現在、さすが

にも広いスペースではないのですが、極端に

ともあれ、今年も 4 月の上旬から頻繁に 2

暗くもなく、同時に外敵のカラスなどから身

羽のツバメが地下を出入りするようになり、

に元の巣へツバメが帰ってくる様子はありま

を守りやすく、巣作りには適当な場所なのか

昨年来の巣を修繕する様子が見られるように

せん。少し寂しくはありますが、飛び立った

もしれません。そんな物件（巣）が 2 年前に

なりました。そして 5 月の連休が終わる頃に

親子が元気でいてくれる事を願うと共に、ま

出来上がって以降、今年で 3 年連続してツバ

は、うち 1 羽（奥さまでしょうね）が絶えず

た来春、我が建物内の「物件」に入居者がやっ

メ夫婦が子育てをすることになりました。

巣の中に居るようになり、その下旬には、い

てくることを期待しています。

ところで、これらのツバメは前の年と同じ
親もしくは子なのでしょうか？どうやら、ツ
バメの平均寿命は推定約 1 ～ 2 年程度であり、
加えて、同じペアで繁殖をする可能性は 1 割

4 月、夫婦で物件の内覧会

つの間にか、ヒナ達が顔を出すようになりま

すので、皆さんの病院・施設、もしくはご自

した。
そして、関東が早めの梅雨入りをした 6 月
の上旬、出勤時の朝に確認をすると巣の中は

5 月末、ヒナ達がひしめき合う様子

ツバメの巣作りは縁起物とも言われていま
宅の近くでも、同じような光景が見れたら良
いなと思っています。

6 月上旬、電線に 2 羽のヒナ鳥が休んでいます

建物入口のドアにも 1 羽が…
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介護予防教室（ノルディックウォーク）を開催
社会福祉法人栄光会 小手指第 1 地域包括支援センター（埼玉県所沢市） 生活支援コーディネーター
令和 4 年 5 月 25 日（水）こてさし荘（老

との声が聞かれ、参加された数名が専用ポー

人憩の家）にて介護予防教室（ノルディック

ルを購入したいとのお話にもなりました。ノ

ウォーク教室）を開催しました。ノルディッ

ルディックウォークを始める前と後の歩幅と

クウォークは、北欧フィンランドではじまっ

タイムを比較した結果、ほぼ全員の方の歩幅

た、2 本のポールを使ったウォーキングです。

が広がり、タイムも縮小していました。歩行

季節を問わず手軽に始められ、5 ～ 10 分の

姿勢も改善され、歩く姿は自信に満ちあふれ

運動で全身に効果的な有酸素運動、エクササ

ていました。

イズ効果が実感できると言われています。教

次回のノルディックウォーク教室は令和 4

室には地域の方々 6 名が参加されました。全

年 11 月 24 日（木）13 時から 15 時 椿峰コミュ

員が初心者、館内でポールの使い方と歩き方

ニティ会館の周辺を散策する予定です。令

の説明後、こてさし荘周辺の散歩道を約 40

和 4 年 9 月頃よりチラシを作成し周知予定で

分散策しました。参加者に大変好評、日頃の

す。ご興味のある方、参加希望の方は小手指

散歩にノルディックウォークを取り入れたい

第 1 地域包括支援センター（電話：04-2947-

齊藤

美散

1211）
までお問い合わせください。
ノルディッ
クウォーク人口を増やして、健やかな地域を
つくっていきましょう！
地域包括支援センターでは、今後も地域
の皆さまの健康増進、介護予防に役立つよう
な、体力や筋力に自信がない方も参加できる
教室を開催していきたいと考えています。ご
先ずはノルディックウォークの説明から

意見ご要望などございましたら、お気軽にセ

散歩道をウォーキング

ンターまでお知らせください。

準備運動で体を慣らして

ちょっと休憩

たいめいけんのハヤシライス
医療法人啓仁会

ロイヤルこころの里病院（埼玉県所沢市） 総務課長 龍前 智彦

当院では、入院食や職員給食サービスを

ページに掲載していました。本当に自分でも

依頼している日清医療食品による『みんなの

お店の料理に近い味が再現できるのでしょう

日曜日』というイベントを定期的に行って頂

か？まずは一度チャレンジしてみたいと思い

いております。普段と違う食事をいただく日

ます。

曜日、おでかけしての外食気分が味わえるよ

日清医療食品では、患者様に喜んでいただ

うメーカーとタイアップした食事を入院患者

けるよう今後もいろいろなイベントを企画し

様に提供させていただくというものになりま

ているそうです。これからもみんなを幸せに

す。以前には吉野家の牛丼、CoCo 壱番屋の

する美味しい料理に期待したいと思います。

♥

♥

♥

♥

♥

♥

カレーなどが提供され、入院患者様だけで
なく職員にも大変好評となっている人気のイ
ベント食です。6 月 12 日（日）の昼食では
入院患者様にたいめいけんの特製ハヤシライ
スを召し上がっていただきました。よく知ら
れた老舗名店の定番料理という事で皆さんに
大変喜んで頂いたということです。やはり老
舗の伝統の味、専門店の料理というのは家庭
では再現できない…と思っていたのですが、
たいめいけんではお店の看板料理であるオム
ライスやポテトコロッケ等のレシピをホーム
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特製ハヤシライスとスペイン風オムレツ

有名な茂出木シェフのポスター

♥

♥

