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職場が変わることで不安もありましたが、スタッフの皆さんに協力していただき、新し
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藤井会リハビリテーション病院
脳卒中リハビリテーション看護認定看護師

小川

敦子

12

キラッとスポット 32 京を彩る世界遺産二題

石切生喜病院

十河

淳麿

13・14

旬の食べ物で生活習慣病を予防しよう

藤井会リハビリテーション病院
主任代理（管理栄養士）

永田

智恵

15

職種紹介⑨ 〜私たちこんな仕事をしています〜
認定看護師の活動
【脳卒中リハビリテーション看護認定看護師】

薬剤室

主任

医療事務部

副部長
栄養管理室

藤井会リハビリテーション病院
リハビリテーション部 主任代理（作業療法士）
本部事務局

今年１月より住道クリニックで勤務させていただくことになり、４月より川中先生の
後をうけ院長に就任しております。以前の勤務先での期間が10数年になり、久しぶりに

ひろみ

平成28年度 にこにこ保育園
「ATCあそびマーレ」

院長 佐井 吉永

10
秋田

大東中央病院

早期発見、早期治療のために
がん検診を受けましょう

住道クリニック
みなさん、こんにちは。

薬局通信 44

「秋祭りの出来事」

院長就任のご挨拶

07

石切生喜病院 緩和ケアチーム
石切生喜病院 がん性疼痛看護認定看護師 主任

緩和ケア通信

住道クリニック

02

い環境になじませていただいています。

透析療法に関しては20数年携わっていますが、導入患者様の高齢化や治療法の進歩に
よる長期透析患者様の増加などがあり、患者様全体の高齢化が進んでいます。このた
め、単に決まった時間・決まった回数の透析を行うということではなく、健康寿命を意

山口

綾子

広報課

16

識しQOLを考慮した治療を行っていかなければならないと考えております。

17

現在、腎性貧血などのガイドラインがありますが、これらに関しても患者様それぞれ
春の遠足

にこにこ保育園

保育士

柴田

祥代

17・18
18

編集後記

のライフスタイルを考慮し、治療を行っていければと考えております。
ただ、一方で心不全や脳梗塞・脳出血などの心血管系疾患や骨折などの整形外科疾
患、PADに伴う皮膚疾患などQOLに影響する合併症の多い疾患でもあり、これらの予
防・早期発見のための検査および治療に関して、スタッフ・石切生喜病院はじめ法人グ

石切生喜病院

第 6 病棟（入院病棟）
1階

売店

ループの皆様と力をあわせて行っていきます。

最後に、私も藤井会の一員とし
営業時間

７：００〜２０：００
年中無休（年末年始除く）

てお役に立てるよう、愛情・信
頼・奉仕の理念に基づき頑張って

●お弁当・おにぎり・サンドイッチ・飲料の大幅な充実

取扱商品
内容

●日替りのばら売りパンやヤマザキオリジナル商品の販売
●チルド飲料、デザート類の大幅な充実
その他、雑貨・医療雑貨・書籍等も充実の品揃えとなっております。

サービス

●公共料金のご利用が可能

●電子マネーのご利用が可能

●宅急便の取扱いが可能

●ATM の設置

いきたいと考えております。
今後ともよろしくお願いいたし
ます。

内容

1

2

香芝生喜病院

開設について ③
香芝生喜病院 開設準備委員会

健康かしば 21
香芝市では

講演会について

世代をこえてともに支えあっていきるまちづくり

をめざして「健康かしば21」を

策定し、その取り組みの一環として香芝市保健センターが主催して、定期的に市民向け健康講演会
をおこなっています。
4月・6月には医療法人藤井会で診療をおこなう2名の医師が講演をいたしましたので、ご紹介い
たします。

香芝市総合福祉センター 2 階・多目的室におきまして
香芝市保健センター主催「健康かしば 21」が開催されました。
平成28年

4月16日

土曜日

講師は、石切生喜病院 副院長・循環器内科部長 笠行 典章 先生

平成29年4月
奈良県
香芝市に開設

が「血圧管理の重要性〜高血圧と心臓血管疾患〜」
というテーマで

これまで広報誌「橋」でご紹介してきました

市民の皆様にわかりやすく、１時間30分にわたり

平成29年4月奈良県香芝市に開設予定の香芝生喜病院は

講演いたしました。

平成29年1月の竣工に向け、順調に建設工事が進んでおります。

当日は80名近くもの市民の皆様が参加され、熱

今回は現在の工事進捗写真をご紹介させて頂きます。

心に講演を聞かれていました。
現在、外装は壁面タイル作業に入
り、館内は各室の間仕切りが始ま
り、スタッフステーションや各部屋
の広さが分かるまでになりました。
５階からは二上山を正面に香芝市内
が一望できる眺めです。

平成28年

6月18日

土曜日

講師は、大東中央病院 顧問・内科 関 守一 先生が「ご存じです
か？肝炎について」
というテーマで市民の皆様にわかりやすく、１時間
30分にわたり講演いたしました。
参加された市民の皆様からは熱心な質問なども

H28年4月館内

あり、終了後も講師と懇談がされ、アットホームな

H28年4月館内

雰囲気で行われました。

香芝生喜病院 開設準備室
5階から眺める香芝市内

香芝生喜病院開設準備室を運営しています。
H28年6月館内

H28年6月館内

S・T二上 ２F

平成29年4月開設を目指し、近鉄大阪線二上駅前に
開設準備室では地域活動や開設にむけての広報、採用に

至 大阪

上本 町

北側ロータリー
駅

近鉄大

阪線

交番

至大和

関する就職相談会などの活動をしています。

二上駅

八木 駅

ファミリーマート

まずはお気軽にお問い合わせください。
フリーダイヤル
28年6月の外観

3

０１２０−５９９−０１９

開設準備室にて就職相談会開催中！

近鉄大阪線｢二上｣駅前 S・Tビル２F

詳しくはホームページをご覧下さい。 香芝生喜

4

﹁水虫撲滅強化月間﹂

水虫が気になる季節になってきましたね。
水虫は正式には「白癬」といい、皮膚糸状菌（＝白癬菌）が皮膚に寄生
して発症します。
部位は足が半数以上を占めますが、足だけではなく手足爪・手・からだ
（ぜにたむし）・顔・頭（しらくも）・陰部（いんきんたむし）と全身
に感染します。

（図4）これは水虫ではなく、
かぶれ（接触皮膚炎）です。
検査で白癬菌が見つからず、

（図3）白癬菌

湿疹の薬で治します。

まずは塗り薬です。皮疹部より広めの範囲に塗りましょう。

治

療

また見た目がきれいになって塗るのをやめてしまうと再発しやすいです。
特に足の裏の皮膚は厚いので生まれ変わるまで数か月は塗り薬を続けましょう。

そして一番治りにくい頑固者である爪水虫！
以前は塗り薬ではほとんど治らず飲み薬で治療していました。飲み薬は他の薬との飲み合わせ
や肝臓への負担が心配であることがありましたが、最近では塗り薬も進化していて多くの爪水
（図２）
これらも水虫です。

虫の患者様で効果がみられています。

石切生喜病院

そして何より予防です。1日1回、お風呂で洗い流していると
（図１）
これは全て足の水虫です。

白癬菌は定着しないと言われています。毎日お風呂に入れな
い方も、白癬菌が好む足だけは毎日洗うことをお勧めしま

皮膚科

す。バスマットもこまめにお洗濯しましょう。
皮膚の一部（アカ）をこすりとって、特殊な薬剤で溶かし

安水 真規子

診

断

てから顕微鏡で白癬菌を見つけ出します。

たかが水虫と思っていても、重症な感染症への入り口と

皮膚科に受診されたときに、他の病院でもらった水虫の薬

なってしまうこともあります。

や薬局で市販されている水虫の薬をすでに塗ってしまっていると、白癬

少しでもおかしいなと思ったときは、皮膚科を受診してく

菌がうまく見つからないことも少なくありません。

ださいね。

水虫を疑ったときは、まずは皮膚科で検査をしましょう。
引用：中山書店

5

あたらしい皮膚科学

清水宏

6

第13回 大阪東臨床医学会を開催
本部事務局 広報課

緩和ケア通信
〜 石切生喜病院 〜
2013年より開催しています

《 開会の辞》
山本 久美夫 病院長

石切生喜病院 緩和ケアチーム
石切生喜病院 がん性疼痛看護認定看護師 主任

藤本 るり子

緩和ケアフォーラムin石切

も今回で６回目を迎えました。近隣の診療所、病院の医師、看
護師、薬剤師が参加してのフォーラムであり、この地域の緩和
医療体制の構築に役立っているものと思われます。

医療法人藤井会では平成28年6月25日
（土）
シェラトン都ホテル大阪にて
第13回大阪東医学会を開催いたしました。
地域の医療機関の先生方にご好評をいただいている当医学会も13回目を

《 講演Ⅰ》
座長：笠行 典章 副院長

今回は、5月11日に東大阪市立総合病院
部長

迎え、多数の先生方にご参加いただきました。

緩和ケア内科主席

進藤喜予先生をお招きして「緩和ケア−心の痛み・体の

痛み−」と題して講演を行って頂きました。
まず、医療法人藤井会

石切生喜病院

病院長

がん患者様と関わる中で重要となるケアとキュアについてわ

山本 久美夫 の開会の
《 講演Ⅰ》
木村 英二 部長

辞があり

かりやすく講義して頂き、医療従事者としての基本姿勢を学ぶ
貴重な機会となりました。

東大阪市立総合病院 緩和ケア内科
主席部長 進藤 喜予 先生

≪講演Ⅰ≫
座長：医療法人藤井会
医療法人藤井会

石切生喜病院

石切生喜病院

副院長

笠行 典章 先生

末梢血管外科

部長

木村 英二 先生に

《 講演Ⅱ》
座長：白石 友邦 顧問

よる

第6回 緩和ケアフォーラム
in 石切

題目：「末梢血管の外科治療 ―下肢血行再建と透析シャントについて―」

日時 ： 平成28年5月11日
平成28
平成
28年5月11
11日
日
（水） 18：15〜19
15 19：30

講演を頂きました。
≪講演Ⅱ≫

《 講演Ⅱ》
三橋 豊 部長

座長：医療法人藤井会
医療法人藤井会

石切生喜病院

石切生喜病院

顧問

場所 ： 医療法人藤井会 石切生喜病院 2F 大会議室
〒579-8026 大阪府東大阪市弥生町18-28

白石 友邦 先生

脳血管内治療科

部長

TEL:072-988-3121

三橋 豊 先生に

よる

【特別講演】18：30〜 19：30

題目：「脳卒中と脳血管内治療」講演を頂きました。

座長 医療法人藤井会 石切生喜病院
座長：

《特別講演》
座長：大野 耕一 副院長

≪特別講演≫
座長：医療法人藤井会

外科 副院長 大野 耕一 先生
石切生喜病院

大阪市立大学大学院医学研究科

副院長

心臓血管外科学

大野 耕一 先生
教授

演題

柴田 利彦 先生

による
題目：「慢性心房細動による心不全：その弁逆流を放置していいのですか？」

「緩和ケア −心の痛み・体の痛み−」
《特別講演》
大阪市立大学大学院医学研究科
心臓血管外科学 教授 柴田 利彦 先生

演者 ： 東大阪市立総合病院
緩和ケア内科 主席部長

進藤 喜予

先生

講演を頂きました。

講演会終了後、場所を移し意見交換会・情報交換会を開催し、盛況裏に
閉会いたしました。

7

《閉会の辞》
大野 耕一 副院長

8

石切生喜病院

がん患者様向けサロン

〜第 1 回〜

本部事務局

i サロン 開催

石切生喜病院

広報課

脳神経外科医による

出張講座 開催

石切生喜病院 緩和ケアチーム
石切生喜病院 がん性疼痛看護認定看護師 主任
平成28年7月1 （金）石切生喜病院
平成28年7月1日

藤本 るり子

1

瓢箪山地域街づくり協議会の主催として … 平成28年6月21日（火曜日）

大会議室において

平成 28 年 6 月 21 日（火曜日）、瓢箪山地域街づ

第１回がん患者様向けサロン「
第１回がん患者様向けサロン 「 i サロン」を開催しました。

くり協議会の主催として出張講座を開催いたしま

i サロンとは

した。

石切生喜病院では平成27年に大阪府がん診療拠点病院に

石切生喜病院 脳神経外科 副部長の永田 崇

指定され、がん診療の強化に努めています。

医師が脳卒中について分かり易く解説し、また脳

その活動の一つに患者様サロンの開催があります。

卒中に関連した疾患についても紹介されました。

がん患者様同士が気軽にお話できる場所、家族様同士が悩み

脳卒中というと、手術にばかり目が行きがちで

を共有できる場所、そのような目的で第１回「
を共有できる場所、そのような目的で第１回 「 i サロン」を

すが、実際は手術を必要としない病気も多く存在

開催しました。
サロン名には石切生喜病院の

します。
ｉ

と

会い

愛

など

会場は満員となり 講演後の質疑応答でも数多くの質問があ

色々な意味が込められています。

るなど予定時間をオーバーし、約 1 時間余りの講演会はあっと
言う間に盛況裏に閉会致しました。

石切生喜病院
石切生喜病院

第 2 リニアック棟建築工事の
地鎮祭が行われました。

放射線検査室

技師長

宮内 元史

平成28年4月11日
第2リニアック棟建築工事に先立ち、第6病棟
南西の建設予定地で地鎮祭が厳粛に執り行われ
ました。地鎮祭には、病院関係者と工事関係者
ら含め19人が出席しました。地元の枚岡神社の

9

開催にあたりご協力いただきました瓢箪山地域街づくり協
議会の皆様、
この場をお借りして御礼申し上げます。

2

東大阪市縄手北校区、喜里川自治会・喜里川会館にて … 平成28年7月3日（日曜日）

平成 28 年 7 月 3 日（日曜日）、東大阪市縄手北校区、喜里川自治会・
喜里川会館にて出張講座を開催いたしました。
2 年連続での開催となった今回のテーマは『手術でよくなる認知症』
です。
石切生喜病院 脳神経外科 副部長の永田 崇 医師が認知症の一つ、

神職による祝詞の奏上、藤井副理事長による鍬

正常圧水頭症という病気について歩行障害、認

入れや玉串奉奠などが行なわれ、工事の無事を

知症、尿失禁などの具体的な症状をあげ、分か

祈願しました。

り易く解説しました。

同施設は、平成29年7月

会場の喜里川会館が満員となり質問も認知症

に最新のリニアック装置の

からクモ膜下出血まで幅広くあり、講演会は盛

稼働を予定しており、がん

況裏に閉会致しました。

治療の向上へ大きく貢献さ

開催にあたりご協力いただきました喜里川自

れるものと期待されてい

治会・婦人部の皆様、この場をお借りして御礼

ます。

申し上げます。
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職種紹介⑨

薬局通信
大東中央病院
主任

44

薬剤室

秋田 ひろみ

〜私たちこんな仕事をしています〜

は、医師に問い合わせをして、その疑わしい

活動
認定看護師の

点を確かめた後でなければ調剤してはならな
いと法律でも定められています。
薬を調剤するだけではなく処方箋を監査

藤井会リハビリテーション病院
脳卒中リハビリテーション看護認定看護師

し、薬の危険を未然に防ぐことも重要な薬剤

小川 敦子

師の役割なんだなと感じました。」
今年も、５月より11週間、薬学生の実務実
習生を受け入れています。
今回は、実習生が５月から病院で実習をし
てきて、感じた事、学んだ事を少しご紹介し
たいと思います。

【注射薬調剤について】

各チーム担当と連携、問題に取り組む

「入院患者様の注射薬の調剤について主に勉

部での脳卒中リハビリテーション看護認

藤井会リハビリテーション病院では、週

強しています。

定看護師の活動について紹介させていた

１日活動日をいただき、入院中の患者様

だきます。

が生活していく上でどのような問題が生

注射薬も調剤するだけではなく投与量、投
与日数などをチェックします。注射薬には連

じ、どのようにその問題を解決していく

続して何日間までは投与してもよい、また

のか、担当看護師や、リハビリスタッ

１日量として何mgまで投与してもよいといっ

フ、栄養士、社会福祉士などに働きかけ

でお世話になっている薬学生です。

た用法用量に注意しなければならないものが

ながら活動しています。実際に患者様か

ちょうど実習が始まって１ヶ月が、経とうと

あります。

らお話を伺い、リハビリの状況を見学し

「こんにちは。私は５月から大東中央病院

していますが、学校では教わらないことをた

これらを見逃してしまうと、重篤な副作用

ながら患者様とそのご家族がその人らし

くさん学ぶことができ、とても充実した日々

を引き起こす場合もあり注射薬を調剤する際

い生活を過ごせるようになるためにどの

を送っています。

には絶対に無視できません。大東中央病院で

ような看護を提供すべきか、医療チーム

【調剤について】
実習が始まってまず初めに、調剤について
勉強しました。

は、入院患者様が投与している抗生物質の注

認定看護師は特定の看護分野において

射薬などに関しては、何日連続投与されてい

看護現場の看護ケアの広がりと質の向上

るか記録しており一定期間を超える注射薬が

を図るために発足された資格です。

の一員としてどのように関わるべきかを
考え、活動しています。

調剤の流れとしては、患者様の受診により

あった場合、医師に問い合わせをしたり、他

現在、脳卒中リハビリテーション看護

また、脳卒中は再発しやすいこともあ

医師が薬を決定し、医師が処方をオーダー入

職種からなる感染対策チームが適正使用かど

の分野では全国で583名、大阪では58名

り、再発予防、発症予防にも力を入れ、

力して薬局で処方箋が発行されます。それ

うかチェックしています。

が認定看護師として活動をしています。

発症された患者様が再発しないように、

を、薬剤師が調剤、投薬するのですが、まず
調剤をする前に処方監査を行います。

今後は病棟での薬剤管理指導業務の実習が

ご家族の方や地域の方々が発症を防ぐた

始まります。今までは処

突然発症、障害を抱えることも…

めに、どのような生活をしていくべきか

処方監査では、用法用量が適切であるかど

方箋の内容だけしか学ぶ

脳卒中は突然発症する脳血管の障害

をお伝えしています。

うか、現在服用している薬との相互作用、重

ことが出来ていませんで

で、脳梗塞・脳出血・くも膜下出血の総

複投与はないか、今回の処方でなくなった薬

したが、実際に患者様と

称です。日本の死因の第４位でもあり、

認定看護師のみならず、スタッフの

または追加されている薬の確認を行います。

接することでより多くの

発症によって生命の危機にさらされ、生

方々への研修なども積極的に実施し、看

他にも、アレルギー歴、副作用歴、妊娠・授

ことを学んでいきたいと思います。」

命の危機を脱したとしても、麻痺や高次

護スタッフ一同で脳卒中患者様の生活が

脳機能障害のために日常生活に大きな支

より過ごしやすくなるように取り組んで

障をきたす障害を抱えることも多い疾患

いきます。

乳の有無の確認も診療録にて行います。これ
は患者様が安心して薬を服用して頂くために
欠かせない薬剤師の仕事です。
薬剤師は処方箋に疑わしい点がある場合
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藤井会リハビリテーション病院、看護

実習生もいろんな刺激を受けながら実習を
行っているようです。今後も、このように薬

です。

剤師の養成に協力していきたいと思います。

12

石切生喜病院

医療事務部

副部長

京都府宇治市

京を彩る 世界遺産二題

京都府

十河 淳麿

京都には、「古都京都の文化財」としてユネスコ世界文化遺産に
一括登録されているスポットが17か所もあります。

ろ く お ん じ

京都市北区

鹿苑寺金閣

今回はその中でも近年修復工事が行われ、あでやかさを取り戻した二つの寺院をご紹介いたしましょう。
金閣全景

平等院鳳凰堂

鳳凰堂全景

キラッとスポット 32

金色に輝く鳳凰像

小学校の遠足で天ケ瀬ダムとセットで訪れた方も多いのではないでしょうか。
ご存知の通り、10
ご存知の通り、
10円硬貨の絵柄にもなっている寺院ですが、平等院の鳳凰は
円硬貨の絵柄にもなっている寺院ですが、平等院の鳳凰は1万円
万円
ご存知の通り、10円硬貨の絵柄にもなっている寺院ですが、平等院の鳳凰は1万円
札にも描かれています。（お金に縁があるのかな？）
う じ どの

平等院は、平安時代の摂政藤原道長の別荘（宇治殿）だったものを藤原頼通が寺

陸舟（りくしゅう）の松

院に改めたのが始まりとされ、宗派は天台宗と浄土宗を兼ねるという珍しいもので
したが、現在では特定の宗派に属さない単立の仏教寺院となっているそうです。
池の前では、鳳凰堂をバックに記念写真を撮る人が大勢いますが、できればじっ
砂ずりの藤

清水寺とともに、外国人観光客の人気を二分する寺院で、一般的には

くりとその姿を鑑賞してみてください。浄土式庭園の様式に則って配置された鳳凰

あじがいけ

堂と阿字池は、荘厳なその姿を強調すべく絶妙なバランスを保っており、平安文化のレベルがいかに高いも

「金閣寺」として親しまれています。

龍門滝と鯉魚石（りぎょせき）

のであったかを感じ取ることができます。

建立は室町幕府三代将軍足利義満で、臨済宗相国寺派に属します。室
建立は室町幕府三代将軍足利義満で、臨済宗相国寺派に属します。室

べんがら

町時代の建築様式を象徴する三層の舎利殿（いわゆる金閣）を中心とし

くい

喰などを使用）などの大掛かりな修復工事が行われました。前述の金閣ほどの派手さはありませんが、創建

た伽藍は、煌びやかさと侘び寂びに満ちており、足利氏の栄華を今に伝

当時の色彩を取り戻した姿は一見の価値があります。

える貴重な文化財です。
現在の金閣は、昭和61年2月からおよそ8か月におよぶ「昭和大修

①「綾鷹」でおなじみ、
上林春松（かんばやししゅんしょう）
さんの庵（いおり）／旧邸

夕佳亭（せっかてい）／茶室

復」によって化粧直しされたもので、漆の塗り替えや金箔の貼り替え、

②抹茶をふんだんに使ったひと品

天井画の復元等が行われました。この修復工事で使用された金箔は、

③中村藤吉本店

「五倍箔」と呼ばれる通常の5倍の厚みのもので、約20万枚（1枚の大
❶

いわれていますので、まさに大修復と呼ぶにふさわしいリノベーション
だったんですね。

ちょっと

宇治といえば茶どころ。JR・京阪の宇

寄り道

治駅から平等院参道にかけて多くの老舗

茶匠が軒を連ねます。中には大手飲料メーカーとタイ
アップし一躍有名になった店も…。どこに立ち寄ろう

きさは10.8cm四方）も使われたそうです。総工費は時価7億4千万円と

金閣寺亭「京うどん」

しっ

平等院鳳凰堂も平成24年9月から26年3月までの間、屋根の葺き替え、柱や壁の塗り直し（主に弁柄や漆

しゃりでん

かと迷うのも楽しい道中ですが、おすすめのひとつが
❷

3か国語対応のおみくじ販売機！

ちょっと

金閣寺山門を出て、千本通を5分ほど南下したところに、その名も

寄り道

「金閣寺亭」という金閣寺御用達の食事処があります。見た目は昭和

建屋をそのまま利用したカフェでは、さまざまな抹茶ス
イーツが楽しめます。お土産品も豊富で、大女将が自ら
❸

の雰囲気満載で、観光客はほとんどスルーしてしまいますが、うす味で上品な「京

「中村藤吉（なかむらとうきち）本店」。創業当時の

振る舞う焙じ茶をいただきながら品定めができます。

ところで、この二つの寺院に共通しているもの、お解りになりますか？

正解は、どちらの建物のてっぺん

きぬがさどん

うどん」が味わえるお店です。ご飯ものがお好みの方は「衣笠丼」がおすすめ。
甘辛く煮た「京揚げ」を卵でとじた優しい味の丼です。（衣笠とは、鹿苑寺周辺の地名です。）
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にも、「鳳凰」が飾られていることでした。

外国人観光客が殺到するため、気軽に出かける人が少なく

なっているという話も耳にしますが、たまには「京の小旅行」もいいものですよ。
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旬 の食べ物で
生活習慣病を
予防しよう

旬の食べ物は安価で手に入りやすく、栄養価も高くなって

「秋祭りの出来事」

いてとても嬉しい食材です。
もちろん、旬の食材なのでその季節を乗り切るビタミン・
ミネラルもたっぷり含まれています。

藤井会リハビリテーション病院

夏のこの時期だからこそ積極的に摂りたい食材を紹介します。

リハビリテーション部
藤井会リハビリテーション病院
主任代理（管理栄養士）

永田 智恵

今回は、リハビリのお話から少し脱線し

タコ・イカ・エビ

95％が水分で、体を冷やす作用があります。

タコやイカ、エビ、カニ類はタンパク質が豊

またカリウムを多く含むため、むくみの解消や

富で低脂肪の食品。タウリンが多く含まれてい

高血圧予防にも役立ちます。ぬか漬けで食べる

るので血中コレステロールを下げる働きも。高

とビタミン B1･B2 も一緒に摂ることが出来ま

血圧や心不全などの生活習慣病予防に役立ちま

す。青臭さのもと ピラジンには血液をサラサラ
にする効果があると言われています。

私は、ママさん作業療法士。4歳の息子が
一人いる。昨年の秋、弟に誘われ地元の秋

祭り好きで、青年団に入っていた。祭りの

たくさんの神輿が集まっていた。それぞれ

日は仕事を休み、子供をつれ、神輿を担い

の地区ごとに神輿があるようだ。神社前か

す。タコには皮膚や粘膜の再生を助けるコラー

でいた。今回は我が息子を神輿に乗せよう

ら交差点まで、ひとつづつ順番に神輿が運

ゲンも含まれており、美容にも効果があります。

と 誘 っ て く れ た の だ 。 は っ ぴ や ズ ボ ンな

ばれる。沿道にはたくさんの見物客がおら

ど、一通りの祭りファッションは甥っ子のお

れた。その中に、「あれ？」見たことのあ

さがり。息子に着せてみると、ぴったり。そ

る顔を発見。家先にいすを置き、座ってお

れなりにうれしそうであった。

られる男性。そばには奥様らしい方。そう

なすの皮にはポリフェノールの一種であるナ

ビタミン A･B･E やカルシウム、カリウムやタ

スニンやフラボノイドが含まれており、動脈硬

ウリンといった栄養がバランスよく含まれていま

化や糖尿病などの生活習慣病の予防や抗がん

す。またアジには DHA や EPA といった必須脂

作用の働きがあります。

肪酸も含まれており、老化抑制や認知症予防に

油で調理すると、皮に含まれるナスニンの流出

効果があります。お刺身で食べると脂も一緒に

を防ぐほかにも、美味しさも閉じ込めます。

摂取することが出来ます。

だ、以前当院に入院されていた方だ。嬉し
祭り当日。集合場所に行ってみると、老

そうなお顔で、神輿が順に担がれているの

若男女たくさんの人たちが集まっていた。

を見ておられる。このあたりの村の方は祭

すでに神輿の上にはちびっ子たちがたくさ

り好きな方が多く、昔青年団に所属し、引

ん乗っており、太鼓をたたくちびっ子、

退後OBとして参加されている方も多くおら

きょろきょろするちびっ子たちが、神輿が

れる。この方も、昔神輿を担いでいたのか

担がれるのを今か

… 100ｇ

●

穀物酢 ……… 大さじ2

● きゅうり

…… 1/2本

●

砂糖 ………… 大さじ1/2

● たまねぎ

…… 1/4玉

●

オリーブ油 … 大さじ1

●

塩コショウ … 少々

A

《作り方》
❶Aを全て混ぜ合わせる
❷タコは薄切りにし、きゅうりとたまねぎはスライスする
エネルギー … 112kcal
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❸①で作ったマリネ液に②を漬けこむ

蛋白質 … 8.6g

脂質 … 6.4g

☆酢の代わりにレモン汁を使うと、よりサッパリします☆

炭水化物 … 4.9g

食塩 … 0.5g

☆お好みの野菜で簡単にアレンジも出来ます☆

もしれない。

今かと待ってい

タコと夏野菜の簡単マリネ

た。その中の片隅

思えば、病院でリハビリを担当していた患

に息子も乗せても

者様が退院され、家に帰られた後どうして

らった。不安そう

おられるか、なかなか知ることは少ない。

な表情。しばらく

たまたま出会えたこの方は、祭り・神輿を

して、ゆっくりと

楽し気に見物されていた。元気そうな様子

神輿が担がれた。たくさんの大人たちが大

に触れ、うれしい気持ちになる。この仕事を

きな掛け声をかけ、神輿を担ぐ。村の中な

していてよかったと思う

ので道は狭く、曲がり角では塀にぶつから

一瞬だ。また明日から頑

ないよう何度も何度も微調整し方向を整え

張ろうと、息子の手を

る。なかなかの見せ場。息子はというと、

握った。

材 料（2人分）

（1人分）

いる。

そうして神社に到着。神社の周りには、

アジ

● 刺身用タコ

不安そうな表情ではあるが必死にしがみつ

祭りに息子と参加した。弟は若いころから

なす

おすすめレシピ

山口 綾子

いている。弟がそっと手を添えてくれて

ます。

きゅうり

主任代理（作業療法士）

栄養管理室

イメージ
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早期発見、早期治療のために

あそびマーレに着くと、たくさんの遊具に目を輝かせ

がん検診 を受けましょう
本部事務局

医療法人藤井会

広報課

各施設では次の公的がん検診を実施していま

ていた子ども達。遊びがスタートすると、まずは大きな
ボールプールにみんなでダイブ！みんな汗だくになるま
で遊び、その後もトランポリンや大きな滑り台で思い切
り体を動かして遊びました。

す。日本人の２人に１人が「がん」にかかり、3人に1人が「が
ん」で亡くなると言われています。「がん」は早期発見、早期治

また、ままごとやプラレールなどの慣れ親しんだ玩具

療が第一です。自覚症状がなくても、がん検診を受けましょう。

から、目新しいものまで、様々な玩具に子ども達は興味
津々！踏むと音の鳴る楽器で夢中になって遊んだり、大

また、特定健康診査、各種健康診断、人間ドックを実施してい
る施設もございます。

れに好きな遊びを見つけ、思う存分に楽しみました！

詳しくは、医療法人藤井会

各施設にお問い合わせください。

実施日、予約の有無など各施設により異なります。
施 設 名

胃がん

肺がん

大 腸がん 子宮がん

乳がん

肝炎ウィルス

前立腺

（東大阪市在住の方）

大東中央病院
外

間。シートの上に輪になって座り、お弁当を見せ合いな

楽しい時間はあっという間に過ぎ、とうとう帰りの時

（大東市・四條畷市・門真市在住の方）

井

たくさん遊んだ後は、楽しみにしていたお弁当の時

がら嬉しそうにパクパクと食べていました。

石切生喜病院

藤

きなコンビカ―に跨り、乗りこなしてみせたり、それぞ

（四條畷市）

間に。帰りのバスの中、静かな車内に子ども達の可愛い
寝息が聞こえていました。

科

（東大阪市在住の方）

子ども達にとって、初めての体験が沢山詰まった

みくりや診療所

１日となりました！

（東大阪市在住の方）

にこにこ保育園

この冊子の表題になっている「橋」について考えてみました。

編 集 後 記
平成２8年度

春の遠足

橋は昔から物流の最重要拠点で、戦争が起こると最初に狙われるの
も橋、また谷を越えて何時間もかかっていた暮らしを一変させること
が出来るのも橋だと思います。流通にとってなくてはならないもので

「ATC あそびマーレ」

にこにこ保育園

保育士

柴田 祥代

ドキドキ、わくわくしながら迎えた5月12日、大阪南
港ATCあそびマーレへ遠足に行ってきました！
みんなは何日も前から、お弁当やバスの話をしながら
遠足を心待ちにしていました。

あり、人と人を繋ぐのが橋です。

当藤井会の基本理念であるところの「愛情・信頼・奉仕」は人と人
を結ぶ架け橋と考えます。今、世界では、この心の架け橋が減少して
あ ち こ ち

いるために、世界の彼方此方で紛争が起こっています。
この冊子は「愛情・信頼・奉仕」の精神を深く理解し実践していく
ことで心と身体を癒し、多くの人と人との心を繋ぐ「橋」となり続け

大きなバスを見て大興奮！体と同じくらいの大きな
リュックを誇らしげに背負い、いざ出発！！
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ます。
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医療法人藤井会
広報誌

橋

医療法人 藤井会
シンボルの由来

http://www.fujiikai.jp/

医療法人藤井会

〒579-8026 東大阪市弥生町１８番２８号
http://www.ishikiriseiki.or.jp
TEL 072（988）3121

藤

科

〒579-8004 東大阪市布市町３丁目６番２１号
http://www.fujiigeka.fujiikai.jp/
TEL 072（985）3051

み くり や 診 療 所

〒577-0034 東大阪市御厨南２丁目６番３号
http://www.mikuriya.fujiikai.jp/
TEL 06（6787）2508

大 東 中 央 病 院

〒574-0042 大東市大野２丁目１番１１号
http://daito-central-hp.com/
T E L 0 7 2（ 8 7 0 ）0 2 0 0

藤井会リハビリテーション病院

〒579-8026 東大阪市弥生町１７番６号
http://www.fujiikai-reha.jp
T E L 0 7 2（ 9 8 3 ）7 8 1 1

北 河 内 藤 井 病 院

〒575-0003 四條畷市岡山東３丁目１番６号
http://www.kitakawachi.fujiikai.jp/
T E L 0 7 2（ 8 7 9 ）5 3 1 1

井

外

〒537-0002 大阪市東成区深江南３丁目２２番１３号 布施口ビル２階・３階
http://www.fukaeclinic.jp/
T E L 0 6（ 6 9 7 7 ）2 9 5 5

深 江 ク リ ニ ッ ク
（人工透析センター）

〒574-0046 大東市赤井１丁目１３番１号 ポップタウン住道１番館１階
http://www.suminodoclinic.jp/
T E L 0 7 2（ 8 7 2 ）9 5 5 5

住 道 ク リ ニ ッ ク
（人工透析センター）

藤井会ケアプランセンター

〒579-8026 東大阪市弥生町１７番６号 藤井会リハビリテーション病院 1 階
http://www.shinishikiri.fujiikai.jp/care/
T E L 0 7 2（ 9 8 3 ）7 8 0 6

藤井会新石切デイサービス

〒579-8014 東大阪市中石切町１丁目８番２２号
http://www.shinishikiri.fujiikai.jp/
T E L 0 7 2（ 9 8 7 ）5 0 0 5

藤井会訪問看護ステーション

〒579-8026 東大阪市弥生町１７番６号 藤井会リハビリテーション病院 1 階
T E L 0 7 2（ 9 8 3 ）7 6 2 2
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