地域とともに成長し、
医療と地域とをつなぐ懸け橋に
‘地域’とをつなぐ架け橋になる
ことが目標です。
学生時代に部活動で選手兼マ
ネージャーとして活動し、他人
のために従事すること・コミュ
ニケーションを通じて他者の考
えや想いを汲み取ることが好き
になり、誰かのために尽力でき

▼「コロナフ

レイル（虚

弱）」とは新型

現在入職して間もなく、医師とし

あり、この度入職に至りました。

その際にみさと健和病院にご縁が

合える病院を探しておりました。

たいと思い、患者さんと沢山触れ

患者さんに信頼される医師になり

恵まれましたが、まずは目の前の

医療や研究などに触れ合う機会に

大学病院での実習では最先端の

があげられる。特に高齢

レスによるこころの病」

活習慣病の悪化」、
「スト

力の低下」や「肥満・生

と▼主な症状には「免疫

健康悪化や老化が進むこ

気力が低下して、一気に

るなどした結果、体力や

限され、在宅時間が増え

で、外出や社会参加が制

コロナの影響

ての第一歩を踏み出せた事に喜び

地域医療の前線で貢献でき、
目の前の患者さんに
信頼される医師へ

私は鹿児島県霧島市で育ちまし

まだまだ未熟者ではありますが

能の低下」に注意が必要

転倒・骨折」や「認知機

者は「筋力の低下による
５つ上の兄が先に医学部に入学し

地域の人に対して医療という側面

だ▼昨年行った友の会の

た。実家は医療系の家系ではなく、を感じています。
ておりました。元々、人に対して

から貢献できるように精一杯励ん

「生活アンケート」では

寄り添っていられるよう頑張り

貢献できる職業に憧れを抱いてい

でまいりますのでどうぞ宜しくお

ご指導ご鞭撻のほど、何卒、

自分は将来、病院やクリニッ ます。
クで待っているだけではなく、

た事や先に医療の道に進んだ兄の

％、「外出が減っ

％、「憂鬱」と回

％もいた▼

コロナ終息はまだ見えて

答した人が

た」

人が

「フレイル傾向」にある

自ら地域に足を運び、地域の皆 よろしくお願いいたします！

父の背中を見て地域で
貢献できる医師を目指したい

影響で私自身も医師を志しました。願い致します。

患者さんの背景を考え
共に歩む医師を目指して

いない。ご紹介するフレ

社会的背景、心理面といったもの

を治すだけではなく年齢、性別、

を診療していくうえで、単に病気

指すことを決めました。患者さん

か貢献できないかと考え医師を目

きて自分も地域のために医療で何

おり、幼いころからその姿を見て

父は地元の地域医療に従事して

（編集委員・石上

ングで筋力アップ！

けよう週３回。とレーニ

りと会話を大切に。◯
でか

で歩いてみよう。つなが

り摂取。ちょっとそこま

う▼たんぱく質をしっか

健康づくりを進めましょ

てと」を参考に友の会で

られるという点でも魅力的でした。 イル予防改善の「たちつ

皆さんこんにちは。岩手医科大

を総合的に判断して治療していく

共感したためです。私は患者さ

ことん寄り添う民医連の姿勢に

めです。そして、患者さんにと

る環境が整っていると感じたた

良く、内科を中心に幅広く学べ

に選んだ理由は、まず雰囲気が

４月から初期研修医として入 んの背景を考え共に歩む医師に

学出身の八嶋優と申します。私は

ことがとても大事だと考えていま

そうした理想の医療を実現して

敦久）

職いたしました、山口舞翔です。なりたいと考えています。その

将来的に地域医療に携わる開業医
みさと健和病院は民医連に属し

いくためにみさと健和病院で２年

す。

出身は埼玉県で、出身大学は日 ため、研修を通じてこの姿勢を

えたため医師を志しました。

32
になりたいと考えています。
ており地域医療に力をいれている

間、精一杯頑張るつもりなのでど

けるよう努力していきます。

ので初期研修の病院として選ばせ

これから患者さんに多くのこ
を目にした時に何もできないこ とを学ばせていただきます。頑
をもって治療に関わりたいと考 願いいたします。

私は、けがや病気で苦しむ人

とを歯痒く感じ、専門的な知識 張りますのでどうぞよろしくお

やしま

私がみさと健和病院を研修先

43 24

本大学です。学生の時は空手部 身に付け、目指す医師像に近づ

医師

優

八嶋

ていただきました。また、 commonうかよろしくお願いします。
（一般的な疾患）を多くみ
disease

に所属していました。

まいか

山口

すぐる

大学です。

ひろき

家村

様との交流を通じて、‘医療’と

明と申します。出身大学は帝京 人でも一言でも多くの声を聴き、

をさせていただきます、羽尾貴 ッカケです。医療人として、一

みさと健和病院で初期臨床研修 になったのが、医師を志したキ

はじめまして。本年度より、 る仕事に就きたいと考えるよう

は お

医師

弘貴

いえむら

貴明

医師
たかあき

羽尾
医師

舞翔

やまぐち
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催

水元共同ビル５階）
。

開催

高齢者サロンは、健和友の会とＮＰ
Ｏ法人おあしす会が協力して行ってい
ます。まん延防止等重点措置が終了し、
各サロンが活動を再開しました。これ
までは感染拡大状況にあわせて病院感
染対策委員会とも協議した判断のもと、
活動を中止してきましが、感染予防対
策をしっかりと行って再開しました。

上映１００回達成！

戸ヶ崎ブロックの取り組

中央、鷹野、彦成、水元の各

の取り組みに続き、高州東町、

戸ヶ崎ブロック映画会
みをきっかけに各ブロック

ブロックも映画会を開催する

回目ごとの節目の時は午

ようになりました。

も映画会を始めました。
コロナ禍で１年８ヶ月の間
中止となっていました戸ヶ崎

前と午後での２本立て上映会

を組んでいましたが、今回は

くり活動の一環として「ふれ

支え合い・助け合いのまちづ

することを目的に、地域での

の名画をみんなで楽しく鑑賞

戸ヶ崎ブロックは古今東西

加でした。みなさんご自分の

ーポラのある街」
で 人の参

した吉永小百合主演の
「キュ

県川口市の鋳物工場を舞台に

１００回目の記念作品は埼玉

作品に絞りました。栄えある

コロナ禍ということもあり１

あい映画会」を立ち上げまし

青春時代と重ね合わせて懐か
上映作品は「 た そ が れ 清 兵

（事務局）

しそうに観ておられました。

37

各サロンともコロナ禍前より時間を

ブロック映画会が４月 日つ

10
た。２００３年 月に第１回

ました。

いに１００回目上映を達成し

16

映画会がスタートしました。

11

約半分に短縮し、活動内容も工夫を重

ひまわりの会は文化まつりの出展に向けて色
ピアラシティ交流センター）
。

衛」でした。戸ヶ崎ブロック

吉永小百合主演「キューポラのある街」

高州地区文化センター）。
ラジオ体操の後、ボールを使った全身を使う

様々な体操を行いました（４月２８日開催

ひまわりの会
いきいき水元サロン
サロン二郷半

ねて続けてきました。サロン参加など

開催

楽しい時間を過ごし、心と体の健康維

ます（東和東地区文化センター）
。

持に活かしましょう。

リズム体操で全身を動かした後、今年の干支

とりどりの紙作品を作りました（４月２４日
大きな画面をみながら脳トレ体操や音楽にあ

わせた全身体操を行いました（４月１９日開

鷹野文化センター）
。

であるトラを折り紙で作りました（４月５日
４月は映画会を行いました。月ごとに脳トレ

や体を使うゲームと映画会を分けて行ってい

鷹野さわやかサロン
中央サロン
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コロナに負けずにサロン再開！
感染予防対策はばっちりと

身近な医療検査レントゲンなどに
用いられる放射線についてちょっと

度は撮影させていただい

詳しく説明していただきました
放射線課では病院やク

れば幸いです。

問に少しでも役立てられ

丈夫？と、そのような疑

の土壌に含まれているラ

降り注いでいる事、地球

宇宙線と呼ばれるものが

れは宇宙からくる放射線

多くなることが要因です。 や多くなるレベルの放射

り宇宙線による被ばくが

いほど多くなる傾向があ

線被ばくの量は標高が高

われています。自然放射

然放射線被ばく量よりや

ｍＳＶとなり１年間の自

す。１００枚撮影して３

量での撮影となっていま

病院での検査では自然

線です。

ドン等の物質などからの

日常に潜む放射線
放射線によるもの、日常

放射線とは別で人工的に

ている事と思います。

的な食事などから摂取す

Ｘ線を作り出して患者様

リニック、診療所におい

る物質などの放射線によ

自然放射線とは
地球上で生活する上で

ご家族の健康を確認していただけ

kikin.misato@gmail.com までお問い合わせください

｜

患者様からよく聞かれ
る質問で、昨日もレント

原発事故により、放射線の影響を

てＸ線撮影（レントゲン )
胃透視、ＣＴ検査等の業

今月（４月上旬～４月

下旬）の投書はありませ

んでした。

皆さまのお声を聞く投

書箱は南棟正面玄関、４

放射線被ばくを０にする

４月は行事食がない

ゲン撮影したけど今日も

に照射し体の中を画像化

務を行っています。健康

10：00 ～ 16：00

す。

（みさと健和病院

事務長・仁井谷

光）

もよろしくお願い致しま

構いませんので、今後と

どんな些細な投書でも

っております。

め職員間で情報共有を行

活かすため、改善対策含

クリニックの運営改善に

た点でのご指摘は病院・

やかに伝え、至らなかっ

関わった職員や部署に速

励ましやお礼の投書は

す。

決策を話し合っておりま

内容について対応策や解

す。そこでは全ての投書

毎月２回開かれておりま

務局員で構成されており、

部と健和友の会役員・事

病院・クリニックの管理

答する院所利用委員会は

皆さまからの投書に回

ております。

ニック３階食堂に設置し

友の会コーナー前、クリ

ター前、クリニック１階

療法室前、北棟健診セン

階～７階の各入院病棟の

るものなど様々あり · · ·
全て合算すると平均年

または https://kantokodomo.info まで。

ため、病院食（行事

事はほぼ不可能です。そ

ない１８才以上の方にも是非おす

する事で検査を行ってい

撮影するけど被ばくは大

090-4912-7778（近藤）

デイ ル ー ム （ 多 目 的 ス

たらと思います。検診の機会の少

食）の紹介はお休み

すめしたいと思っています。

・お問い合わせ 090-4593-2542（橋本）

ｰ ますが、その線量はかな

才以上の方は、５年おきに実施)

(

できます。

間２・４ｍＳＶ

５０名

たします。どうぞ、これを機会に

ペース）、北棟３階化学

今年は３年ぶりの開催です。感

り少なく胸部撮影１枚あ

●定員

染対策をしっかりとって、実施い

メールアドレスまたはファックスでお申込みの方は

たり０・０３ｍＳＶの線

(１８才以下の方は２年おき、２０

関東子ども健康調査支援基金

べ
程
) 度の自然放射
線被ばくをしていると言

（検診は予約制です ５月 16 日受付開始）

です。

診断などで１年に１回程

さん

下の方を対象にして甲状腺エコー

オンライン申し込み

ﾙ
ﾄ

６月２６日
（日）
甲状腺エコー検診のお知らせ

放射線課
みさと健和病院

届けています

ﾐ
ﾘ
ｼ
福島県では、事故当時１８才以

右の QR コードより

放 射 線 の 話 し

」
私も
「

季節ごとのお花を愛でながら
手配りウォーキングしています
子

愛でながらのプチウォー

直

初のころは部屋番号を探

キングを楽しんでいます。

村

すのにウロウロしていま

配り終えて帰ったら

仲

したが、今では「お元気

「健康のひろば」をひろ

団地支部

ですか？お変わりありま

さつき平地域は樹木や

げて「文芸のひろば」の

花々がたくさんあって、

せんか？」とお会いでき

手配りをはじめて２年

手入れも行き届いていて、 ほんのささやかなボラン

ない分、心をこめて配っ

ほどです。住んでいるの

ティアですが、月１のポ

作品鑑賞、 ク
｢ ロスワー

はみさと団地ですが、手

特にこれからの時季、色

スティングを楽しんでい

ています。

配りは隣接するマンショ

とりどりの紫陽花は見事

ます。

ドパズル で
｣ 脳トレに挑
戦、「わたしのふるさと」

ン群さつき平２丁目の一

です。季節ごとのお花を

１０歳～３０歳

●対象年齢

も興味深く読んでいます。

部を担当しています。最

いりました。

２０００円

●費用

る甲状腺エコー検診を継続してま

みさと健和クリニック２階会議室

関東子ども健康調査支援基金によ

●場所

うけてしまった三郷においても、

２０２２年６月２６日（日）
●実施予定日

検診を継続して実施しています。

●主催

「コロナ禍での健康づくり」バトンリレー連載⑩

連載⑰
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しています。世界状況が厳

者のたよりを毎回楽しみに

▼クロスワードパズル、読

応援しています。

く分かりました。陰ながら

張っている様子がとてもよ

ました。厳しいなかでも頑
…………………………

（三郷市彦成・藤江

善道）

▼籠りぐせがついて、暇な
しい中、穏やかな日々を過
（三郷市彦成・伊藤

読者の便り
ので時間のかかるパズルを
ごしていられる事に感謝で
…………………………

（三郷市戸ヶ崎・齊藤

き夫婦で散歩しながら実家

▼春です。桜満開の下を歩
水口リエさん（三郷市）

勢津子）

やってみました。出来ると
す。

いものには相当頭を使いま
…………………………
のお墓参りに出かけとても
小泉万喜子さん（三郷市）

別冊号第一弾

おもしろいものです。難し
す。ぼけ防止に最適です。
▼コロナの中でも院内は清
気持ちが清々しい。またコ
ロナが増してきていつまで

大脇美恵子さん（三郷市）

野口力子さん（三郷市）

クイズの正解者

（三郷市東町・増田 綾子）

潔で安心でした。

里子）

…………………………
（三郷市早稲田・佐和

続くのでしょう？

政枝）

▼鈴木さんの川柳を読んで
…………………………

じ立場で我にかえりとても
ウクライナ侵攻と色々なこ

▼コロナ禍に続きロシアの
…………………………

小林精吉さん（八潮市）

山田美貴子さん（三郷市）

いらしてください。
は、町工場地帯、近くには商店街

供の減少・過疎化が進んで商店街

も以前の活気は感じられません。

地域も色々取り組みをされ、その

町の公園ですが、最近では株も増

もあり地域の結束も強く泥棒が入

れない地域といわれるほどみんな

江川

増田孝子さん（三郷市）

俳句

夕げ時にかすか聞こえる春雷よ

三郷市戸ヶ崎 加藤 紀代美

筍を見つけし子らの拍手かな

三郷市高州 吉村 喜子

三郷市高州 杉本 美保子

北に筑波はる待つ三郷西に富士

川柳

世直しに野党共闘えじゃないか

三郷市戸ヶ崎 森井 征之

三郷市新和 有田 幸子

薬かずほっと安心習慣に

短歌

青空とひまわりの国ウクライナ
子等の笑顔よ戻る日早く

孝造

布いただいています。受け持ちの部数はそ
れぞれで、5〜6部の方もいらっしゃいます。
できる範囲でお願いしています。お気軽に
友の会事務局までご連絡ください。

『手配り協力者』募集中

（投稿は1月1首で厳守願います）
※作品掲載者には図書カード500円分を送付いたします。

します。

（編集委員

大友

皓平）

ので、是非ご協力お願い致

３カ所に設置されています

リニックと友の会事務所の

箱を作りました。病院とク

最後に、ウクライナ募金

みます。

かつ着実に自信を持って励

が増えてきました。焦らず

しずつですが、できること

所に異動してきました。少

２月からみさと友の会事務

くことになりました。今年

▼今回、初めて書かせて頂

編集後記

いま、機関紙
「健康のひろば」約9500部
を友の会の「手配り協力者」約420人で配
達しています。みなさんボランティアで、
毎月20日頃、ご近所の会員さんの分を配

ハッと致しました。私と同
嬉しく幸せな気分にして頂
とがあり気持ちも沈みがち
▼まだまだ、コロナ禍は落

圓山節子さん（葛飾区）

前野誠二郎さん（三郷市）

きました。
ですが読者の方々の前向き
ち着きそうも有りません。

池田國夫さん（足立区）

（三郷市戸ヶ崎・

（三郷市小谷堀・中山 芳枝）

な言葉や感謝の言葉で自分
毎月「健康のひろば」を楽し

マチ子）

…………………………
自身も救われます。

そんな地域も高齢化が進み、子

▼病院食
（行事食）
の紹介が

まれ育ちました。私が育った地域

足立区東保木間 金指

パズル当選者のお知らせ

にクオカード千円分を

います。天気が良い時、足立区「青
下町の中でも田舎寄りの地域で生

文芸のひろば 俳句・川柳・短歌 募集

あて先：埼玉県三郷市鷹野4−494−1 みさと健和病院 健和友の会宛 締切：毎月15日

第466号（3月25日 付）の 正 解 は
「ヒナマツリ」でした。正解者の
中から増田綾子さん、中山芳枝
さん、古畑真寿美さん、齊藤里子
さん、佐和政枝さん、伊藤勢津子
さん、江川マチ子さん、藤江善道
さん（以上三郷市）、工藤三里さ
ん（吉川市）に図書カード500円
分を送らせていただきます。

みにしております。特に、

和ばら公園」を検索してお散歩に

三里）

り前でした。今思えば、掃除やゴ

（吉川市美南・工藤

の子供たちは雨が降れば近所の洗

送らせていただきます。

地域の方々に見守られて育ち、そ

クロスワードパズルを楽し

の原点なのかもしれません。

とても参考になりました。

ミ出し、昼寝もしていたような…

…………………………

え、見ごたえのある公園になって
私は東京都の足立区青井という

（三郷市鷹野・古畑 真寿美）

お裾分けに回ったりする事が当た

みにしております。

青和ばら公園

濯物を取り込みに走り、おかずを

▼子ども食堂の記事を読み

じいちゃんおばあちゃんを中心に

足立区青井

幼少の頃、子どもは皆近所のお

この時代の経験が、今の訪問介護

みんなが家族みたいだった下町

が顔見知りの人情の町でした。

一つが「ばら公園」です。小さい
朝市でにぎわう商店街

葉子
児玉
所長
ファミリーケア八潮

第 468 号（4）

みんなでつくる医療・福祉ネットワーク
2022 年 5 月 25 日

文 芸 の ひ ろ ば

