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　平成30年4月より健康管理部に常勤医として入職しました鈴木
康治郎（すずきこうじろう）と申します。
　埼玉県川越市出身で、高校まで川越で過ごしました。高校卒業
後は栃木にあります自治医科大学医学部に入学。全寮制の大学
で部活動が盛んでもあり、ボート部に所属していました。学校が長
期休暇の時は戸田漕艇場の合宿所で過ごし、国体にも出場した
こともありました。
　家族は妻と長男の3人で、現在川越市から車通勤しています。
　自治医科大学は「医療の谷間に灯をともす」という理念のもと、医
療に恵まれない僻地における医療の確保及び向上と地域住民の
福祉増進を図るため、全国の都道府県が共同して設立した大学で
す。私も卒業後は埼玉県内の秩父市、飯能市などの医師不足地
域を中心に内科、外科、小児科、救急、在宅診療など幅広く携わっ
てきました。日 の々診療をしている中で、早期発見・早期治療など

予防医学の重要性を痛感することが多くありました。その経験か
らも旭ヶ丘病院では主に健診を担当させていただいています。
　地域住民の皆さんの健康に貢献できるように頑張っていきたい
と思います。
　今後とも宜しくお願い致します。

新任医師紹介
　平成30年4月2日から旭ヶ丘病院に耳鼻咽喉科が開設され同
科を担当しております加家壁美樹子（かやかべみきこ）と申します。
　私は、東京都大田区出身、都立日比谷高校を経て、群馬大学医
学部で医学を学びました。
　今までは、群馬県内及び埼玉県北部地域の医療機関から紹介さ
れてきた患者さんの診療・医学生の教育に関わって参りました。そ
れに加え、専門外来は主に小児難聴・補聴器外来を担当し、群馬
県の難聴児医療に携わってきました。
　私生活では、夫と子ども３人の５人家族で、可愛い盛りの子ども
達に囲まれ賑やかに過ごしております。
　当院では、一般耳鼻咽喉科診療に加え、CT・MRI等の画像検査
設備もあり、地域の方 に々質の高い医療を提供できると考えており
ます。また、当院では小児科を併設しており、お子様の診療を安心し
て受けていただける体制が整っております。

日高市には、気軽に相談できる「近くの耳鼻科」が無いということも
耳にし、私も微力ながら地域の方 が々健康に過ごして頂けるよう、何
かしらお役に立てるのではないかと考えております。
また、当院で対処できない場合は、速やかに連携先である埼玉医科
大学病院にご紹介いたします。

　今までの経験を生かし、診
療に取り組むとともに、今後も
日々研鑽を積んで参りたいと
考えております。どうぞ、よろしく
お願い致します。

新任医師紹介

健康管理部 医師  鈴木 康治郎 耳鼻いんこう科 医師  加家壁 美樹子
略歴 ： 群馬大学医学部医学科　卒業

群馬大学病院耳鼻咽喉科、館林厚生病院耳鼻咽喉科、前橋赤十字病院耳鼻咽喉科 勤務
群馬大学医学系研究科　博士（医学）取得　群馬大学病院耳鼻咽喉科 勤務

資格 ： 日本耳鼻咽喉科学会認定 　耳鼻咽喉科専門医
日本アレルギー学会認定　アレルギー専門医
難病指定医

略歴 ： 自治医科大学医学部　卒業
自治医科大学付属さいたま医療センター、秩父市立病院、飯能市国民健康保険名栗診療所 勤務

資格 ： 日本内科学会認定　検診マンモフラフィ読影認定医
日本医師会認定　産業医　
日本医師会認定　健康スポーツ医

人間ドックには、ハーフコース、
　スタンダードコースがあります。

個人健診・
雇入れ時健診など
個々の健診に対応させて
いただいております。

脳ドック・生活習慣病予防健診も
　　行っています。
　オプションも色々あります。

保健センター・公民館で
実施されている、
特定健診、肺癌健診など
市の保健事業に
行かせていただいてます。

出張健診も
　行っています。

予防接種も
　行っています。

すずき こうじろう かやかべ みきこ
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　高齢化が進む日本社会では補聴器が必要な高齢者が
年々増えているのに、補聴器の普及が進ま
ないと言われております。
　耳が遠くて会話が聞き取れない・現在
使用している補聴器が合わないから相
談に乗って欲しい等のご要望があれ
ば、一度外来を受診していただき、ご
相談ください。聞こえの検査をして、必
要のある方は補聴器外来を予約い
たします。

　相談したいけど買わないと悪いかな・・・と遠慮する必要は
ありません。補聴器は貸し出し可能です。貸し出しの補聴器
は、自宅など普段の環境音のもとで試すことができます。補聴
器に慣れるまでは数ヶ月間かかると言われております。その間
はなるべく装用時間を長くすること、補聴器の調整を繰り返す
ことが大切です。

平成３０年６月６日（補聴器の日）から、
当院外来にて補聴器外来（午後・予約制）開始

のどの病気
のどが痛い、舌痛、口内炎、口内乾燥、
声がかれる、飲み込みづらい、唾液に
血が混じる、呼吸困難、咳、首の腫れ

首の病気
耳下腺の腫れ、首のしこり

健康管理部紹介
こんにちは、健康管理部をご紹介したいと思います。

042-989-0650 (直通）お気軽にご連絡ください

【耳鼻科で相談できる症状】
耳の病気
耳痛、耳のかゆみ、聞こえにくい、めまい、
耳鳴、耳だれ、顔面神経麻痺、
言葉の遅れ

鼻の病気
鼻水、鼻づまり、後鼻漏、くしゃみ、
においがしない、頭痛・頭重感



１. 「自律」                ２. 教育課題の取組強化
３. 多職種連携強化    ４. 地域連携・地域貢献
　積仁会旭ヶ丘病院、老健あさひヶ丘看護部は新体制になり6年
目を迎えました。今年は5年間の総まとめの年にしたいと思ってお
ります。地域住民が安心して医療・看護を受けられるように4つの
目標を掲げました。

第1回地域連携勉強会　平成30年3月23日に積仁
会看護部職員と地域の居宅で頑張っている看護師・ケアマネー
ジャー・介護職等が集まり、訪問診療の患者事例を通して事例検討

会を開催いたしました。医療と福祉がお互いの理解を深められ、有意
義な会であったと思います。地域を一緒に支えている居宅の職員たち
が病院と連携しやすいようにさまざまな取り組みができると良いと考
えております。11月頃開催いたしますので居宅事業所の職員さんの参
加をお待ちしております。（お問い合わせは旭ヶ丘病院看護部入退院
支援室まで）

看護部研究発表会　平成30年3月26日に積仁会看
護部の研究発表会を院内で開催いたしました。9演題の発表があり
日常業務をしながら看護の質を高める取組をしていることに感謝する
ばかりです。医療安全・感染管理・身体拘束・在宅支援・看取り・業務
改善などさまざまな内容の取組が発表されました。今後は院外の看
護研究発表会に演題を出すことが目標です。

次年度看護学生募集　積仁会では看護学生に対し
独自の奨学金制度を行っております。埼玉県内の看護学校に通学し
ていれば月額50,000円の奨学金対象となります。また、看護学生には
光熱費込で独身寮を無料で提供しております。ぜひ、ご活用ください。
看護体験も随時行っておりますのでお気軽にお問い合わせください。

　老健あさひヶ丘でのお花見会は毎年の恒例行事です。
例年の開花日時と照らし合わせ、今年は４月11日に予定し
ていましたが、例年よりも気温上昇が著しく、思いのほか開
花が早かったため、急遽4月4日に行いました。

　当日は非常に天気が良く、散策日和となり川原ではバーベキューやキャンプを楽しん
でいる方 で々にぎわっていました。川原とは反対側の土手の上の桜並木は散り始めて
はいたものの、まだ桜の花が多く残っており、そよ風に揺られゆらゆらと舞い散る花びら
に見とれながら土手を登りきると、向こう岸にはまるで黄色い絨毯のように咲き誇った
菜の花が辺り一面に春の訪れを待ちわびていたかのように咲いていました。
　桜並木を尻目に土手を下り、菜の花畑の間の畦道を「今日はほんとに晴れてよかっ
た！」「昔はここら一面田んぼでねぇ」「ここの川原で毎年蛍が見られるんだよ」などと利
用者様と談笑しながら水車小屋の近くまで足を進めました。そこの花壇には赤、白、黄色
と色とりどりのチューリップが咲いており、一同思わず「綺麗だねぇ」とため息をつくほど。
　さらに綺麗な水の流れる取水路で遊ぶ子供達を眺めながら奥へと足を運び、ヨウコ
サクラ、ヒメノサワサクラ、コヒガンサクラ、ヤエノシダレザクラなど約40種類程の満開の
桜の咲く広場に腰を落ち着かせ、みんなで記念撮影し、お待ちかねのおやつ休憩をとり
ました。利用者様が好きなお菓子（ふ菓子や饅頭、ソフト煎餅）を美味しそうに召し上が
る姿に職員一同も思わず笑顔になりました。
　お腹も満たされたところで散策再開。桜並木に咲いているソメイヨシノとは違い、桜広
場に咲いている変り種の桜達は今がちょうど見頃のようで、垂れ下がった桜や桃色の
濃い桜、花びらが大きい桜など普段目にする事の無い変わった桜に利用者様たちは皆
さん見とれていました。
　ここまで来ると利用者様も疲れてきた様子で「そろそろ帰ろうか」との声も上がり、桜
吹雪が綺麗な桜並木を通り、「また来ようね」などと話しながら駐車場まで約3時間ほど
のお花見会は無事に終了しました。
　毎年開催していますが、今回も企画や準備など沢山の人が試行錯誤して準備しまし
た。桜や綺麗な花 を々見たときの利用者さんの嬉しそうな顔に我々職員一同も毎回癒
されております。
　次号では、7月7日に“老健七夕祭り”を企画しておりますのでそちらの様子などをご
報告する予定です。

ケアマネはどうやって選ぶの？
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平成30年度看護部目標

第2回

ケアマネジャーは、介護生活を考えるパートナーです。自分たちでケアマネ
ジャーを選ぶ事が出来ます。ケアマネは居宅介護事業所に所属しています。
事業所の一覧表を見て、電話で連絡を取って、お話をしてみてください。

① どんな経歴や、資格があるか確認…ケアマネ取得のための専門
資格や経験年数は？
②こちらの話を良く聞いてくれるか…質問や相談に対しての対応
や、納得のできる説明等。
③フットワークが軽いか…サービスの変更や介護の中の疑問点
等、すぐに対応してくれるか。
④介護保険外のサービスの知識は豊富か…たとえば、市町村の高
齢福祉や民間サービス等の情報など。

あさひヶ丘ケアプランセンター
TEL 042-989-6704(直通)

こんにちは、今回も
老健レクリエーション委員長
井上が担当します。
今回は、4月4日に行った
巾着田曼珠沙華公園での
お花見散策についてご報告します。

診療科目・医師の変更について
　当院は、地域の皆様・患者様にとって、ますます受診しやすい病院
を目指して行きたいと思っております。気になる症状等ございました
ら、お気軽にご相談下さい。なお、新しい医師の着任・診療科目の変
更に伴いまして外来診療担当表が一部変更となっております。ご確
認をお願い致します。

　5月26日、今年も看護の日のイベントを行いました。これからも多く
の皆様に楽しんでいただきながら、医療・看護への理解と関心を深
めて頂けるイベントにしていきたいと考えております。来年もまた多く
の方のご参加、お待ちしております。
【協賛】　株式会社セレモア／株式会社クリニコ／
東洋羽毛工業北関東販売株式会社（TUK）

看護の日

＊担当ケアマネを変えたいなと思った時、ケアマネジャーを
変える事が出来ます。
担当ケアマネや事業所の長、別な居宅事業所、市の
介護保険課・地域包括支援センターに相談してください。
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Q17 水虫治療の種類

　茄子の原産地はインド東部と考えられていて紀元前から栽培されていますが、日本には奈良時代頃
に伝わってきました。
　茄子の紫色の皮には「ナスニン」と呼ばれる成分が含まれていて、ブルーベリーと同様に眼精疲労を
軽減させ眼の働きを良くする効果があるので、皮ごと調理するのがお薦めです。
　カットすると切断面がすぐに変色してしまいますが、油で炒めると変色を防ぐ事ができて味も良くなります。
　低温や乾燥に弱いので冷蔵庫の野菜室で保管し、早めに食べきるようにしましょう。

A 

こんにちは、訪問看護です
「訪問看護では誤嚥予防を目的とした体操をおこなっています」
誤嚥（ごえん）とは、気管や肺に間違って食べ物などが入ることです。
高齢の方や脳の病気をされた方は、むせたり飲み込む筋力の低下
により誤嚥をして、誤嚥性肺炎になりやすい方がいます。
私たち訪問看護では、そのような方々の飲み込む機能の維持に役
立てればと思い、誤嚥予防を目的とした体操をおこなっています。

首や肩の体操、顔や舌の体操、発声などなど・・・
その中で、発声の「パタカラ体操」をご紹介します。
「パンダのたからもの」と発声する
※ゆっくり一言一言をはっきりと言ってみましょう。
訪問看護の利用者さんからは「シンプルでいいね」「一生懸命やると
疲れるけど、意識しないとやらないから、頑張って続けます」等の言
葉が聞かれました。
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茄子について

＊健康問題や介護でお困りの方はお気軽にお問い合わせください！
   TEL ０４２-９８９-７１８０（直通）

食べこぼさないように
唇を閉める筋肉のトレーニングになります。

食べ物を押しつぶしたり、
飲み込むための舌の筋肉のトレーニングになります。

食べ物を飲み込むために
喉を閉めることのトレーニングになります。

食べ物を喉へ運ぶための
舌の筋肉のトレーニングになります。

行の発音・・・パ

行の発音・・・タ

行の発音・・・カ

行の発音・・・ラ

　去年、平成29年11月1日より老健あさひヶ丘の管理医師に就任し、今回、平成30年4月1日より施
設長を拝命しました増井良臣（ますいよしのり）です。
　私は、管理医師に就任してから、老健あさひヶ丘の日々 の仕事をただただ一生懸命に勤めてきまし
たが、やっと老健あさひヶ丘のお試し期間を合格できたとほっとしています。そして、同時に、施設長と
いう肩書きの重さに身が引き締まる思いです。これからは、施設長として、ますますその職責を全うして
いくよう頑張りますのでよろしくお願いします。

　さて、前回、新年度の挨拶でも書きましたが、老健「あさひヶ丘」は、平成21年4月に開設した介護療養型老人保健施設で旭ヶ丘病院の2
階にあります。近年、ますます高齢者が増えていくなか、老健「あさひヶ丘」は、旭ヶ丘病院と連携して、皆様が快適なセカンドライフを送れる
ように努めていきたいと思いますので、皆様の生活に合わせて老健「あさひヶ丘」をご利用して下さるようよろしくお願い致します。

　利用者様が振り込み詐欺の被害に合い
そうになった所を警察官、郵便局員と連携
を取り、未然に防ぐことが出来ました。
　利用者様やご家族様と密接にかかわる
事が多いので業務とあわせて防犯にも気
を配り、利用者様が安心した生活をお送り
いただける様に今後も努めてまいりたいと
思います。

振込み詐欺被害防ぎ表彰

診療報酬改定について

増井施設長就任挨拶

あさひヶ丘ケアプランセンター・小河原美保子
ケアマネジャーが飯能警察署長より表彰されました。

な す

水虫とは、【白癬菌（はくせんきん】と呼ばれるカビが原因の感染症です。梅雨・夏場にかかりやすくなります。
 9割以上が足ですが、手・股・体にも水虫になることがあります。今回は足の水虫（4種類）を取り上げます。

①趾間型（しかんがた）→足の指に出来、強い痒みを伴います。
②小水疱型（しょうすいほうがた）→足の裏や側面にみずぶくれが出来ます。
③爪白癬型（つめはくせんがた）→爪が白っぽくなり厚くなります。
④角質増殖型（かくしつぞうしょくがた）→足の裏全体の角質が厚くなりひび割れを起こします。  
上記の症状がみられたら、早めに受診をお勧めします。
　治療は内服または外用薬となりますが、外用薬は【クリーム・液体・軟膏・スプレー】と水虫の部位や症状で異なり
ます。医師の診断のもと、自己判断で治療をやめずに完治させましょう。
　薬の使い方や、外用薬の保管方法などは、ぜひ、薬剤師にご相談してください。 



福祉用具のあれこれ　～在宅支援で使用するもの～

〒350-1211 埼玉県日高市大字森戸新田99-1
TEL 042-989-1121

http://www.sekijinkai.or.jp/

FAX 042-989-6621
保健医療機関・救急指定・労災指定

外来診療受付時間
平日8：00～11：30・13：30～16：30　土曜8：00～11：30
午前の診療は９時から  午後の診療は１４時からとなります。
土曜日午後及び日曜日・祝日は休診

西館1階　健康管理部　　
042-989-0650(直通) 

ご予約・お問い合わせ先

リハビリテーション科コラム

貧血を招く原因の大部分は鉄不足です。鉄は血液中で酸素運
搬の役割を果たすヘモグロビンを構成する重要な成分の1つ
です。不足するとヘモグロビンが体内で生成されずに減少して
しまい、貧血となってしまうのです。この鉄不足による貧血を
「鉄欠乏性貧血」と言います。
＊ダイエットや偏食などによる鉄の摂取不足 ＊妊娠・授乳など
による鉄の必要量の増加 ＊胃切除や、胃酸分泌低下などによ
る鉄の吸収低下 ＊月経過多、潰瘍、痔など失血による鉄の排泄
増加などが原因で起こります。日本人女性が1日に必要とする

鉄の量は12mg。しかし、月経のある女性は、毎月20～30mg
の鉄分を失っているので、鉄は補給しなければ減る一方です。
バランスの良い食事をしていれば、1,000kcalあたりの食事で
6mg、2,000kcalでは12mgの鉄を摂ることができます。一方、
単純にダイエットで摂取カロリー数を減らすだけでも、鉄は不
足してしまいますので気をつけましょう。

健康管理部です！　体内の鉄不足で起こる「鉄欠乏性貧血」について

医療法人積仁会 旭ヶ丘病院広報誌 あさひヶ丘  2018.夏号_8P

当院では、予防接種は完全予約制（インフルエンザ予防接種を除く）と
なっています。予約のできる予防接種時間帯は
午前が9：00～9：30まで、午後が14：00～14：30までです。
　　（接種後の観察時間を考慮し、上記のとおりと致します。）

【予約方法】お電話（042-989-1121）にて、「予防接種の予約です。」と告げたうえ、
担当者にお申し付け下さい。

【予防接種に関するお知らせ】 【注 意】
❶予約に際し、特に小児科においては、接種年齢・他の予防接
種を受けた場合の接種間隔等から、小児科医師の判断が必要
な場合があり、お時間のかかる場合がございます。（直接、小児
科医師にお電話を回す場合もございます）。
❷医師の問診・診察等にて、接種不適と判断され、予約日（＝
接種日）当日に接種できない場合もありますので、御了承お願
い致します。
❸予約時間までに来院できなかった場合は、再予約とさせて頂
きます（キャンセルされる場合は、お早目にご連絡下さい）。

　福祉用具は在宅生活を支えるサービスの一つです。また住環境
づくりなど使用者と環境が融合し初めて使うことができます。
　入院中に利用する場合、患者様の状態や変化に合わせ適切に
使用する必要があります。退院後も住み慣れた場所で自立した生活
を送れるよう、早い段階から環境を想定したリハビリの実施が重要
です。また入院中に得られた成果や課題を踏まえ、退院後の継続利
用をお勧めしますが、回復状況に応じて使い分けるという発想の転
換も大切です。個 の々患者様への選定・適合が妥当であれば、患者
様やご家族様の負担を軽減し、質の高い生活の実現も可能です。

　退院後に介護保険で利用するには、要支援や要介護の認定後、
担当ケアマネージャーが策定するケアプランにより利用できます。
　介護保険を利用すると、車椅子・杖・手すりなどは原則貸与にな
りますが、排泄・入浴などで使う貸与に馴染まないものは購入でき
ます。また手すりの取付けや段差解消などの小規模な住宅改修も
可能です。
　福祉用具には、身体機能の向上・介助量や介護負担の軽減な
どの機能があります。これらを使うことで、環境への適合性を確認
し、期待される動作や姿勢など具体的な目標を決めましょう。

レンタルの対象となる福祉用具 購入の対象となる福祉用具

特殊寝台および付属品

車いす
および付属品

てすり

腰掛便座

入浴補助用具

歩行補助つえ


