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＜新年のご挨拶＞
新しい年を迎えましたが、昨年の正月には思いもよらなかった
新年になりました。この先の世の中は、どうなっていくのでしょうか。
私はマスクを着用し、ソーシャルディスタンスを保つ生活は、この先数年は
続ける必要があると危惧しています。

皆様にとりましても、昨年ほど自分や家族の健康に思いを寄せた日々は
なかったのではないでしょうか。今までインフルエンザワクチンを接種して
なかった方も今回は接種されることが多く、当院かかりつけの患者様に
ワクチンを提供できないことがありました。
ご迷惑をおかけしましたことを、この場を借りてお詫び申し上げます。

＜健康への意識について＞
さて、人はどのような時に健康を意識するのでしょうか。
例えば大病をしたとき、あるいは親しい人を病気で亡くしたときなどには気をつけようと生活を
変えますし、子供が生まれたときには子供の健康を願い、責任ある自分も健康でいなければと
思うものです。今年は初詣出を遠慮された方が多いかもしれませんが、初詣出もこの一年の
健康を祈ります。つまり、このようなイベントの時に人は健康を願いますが、日常で健康を強く
意識することはほとんどないのが実情ですし、それで良いのだと思います。

健康のきっかけになるものに、健診や病院受診があります。検査値の如何によって安堵したり
生活を改めたりして、健康行動を起こすことができるのです。ただ、昨年は新型コロナ感染症の
拡大のために多くの医療機関が健診を中断し、また多くの患者様も受診を控えました。その結果、
今年はがんによる死亡や脳卒中、心筋梗塞などの重病が増えるのではないかと多くの医師が
心配しています。同様に心配しているのが自粛に伴う活動や交流の減少によって筋力低下や
認知機能低下が多くなることです。コロナ感染防止のため外出自粛をされている方が多く見受け
られますが、極端な外出自粛は、フレイルと言って老衰が早まってくるのです。1日1回は感染拡大
防止に気をつけて散歩するとか、自宅の階段を昇り降りするなど、筋力低下の予防に努め、また
三密を避けながら積極的に他者との交流を図ることが肝心です。

＜当院での対応＞
当院では新型コロナ感染症にも何とか対応してきました。職員の感染対策技術の研修を何度も
行ってレベルアップを図り、現在は県指定の診療・検査医療施設として、発熱患者様の診察や
PCR検査を行っていますので、もしかぜ症状があるようなときは、電話で診療予約をお願いします。
コロナ禍にあっても病院の発展を止めるわけにはいきません。今年度は、消化器系診療の充実
を図りますし、オンライン診療の準備も始めなければなりません。また、脳ドックも始めました。
余裕が出てくればフレイル予防健診も行い、地域の皆様の健康生活の手助けをさせていただき
たいと考えています。万全の感染対策をとって健診を継続してゆきますので、どうか安心して
受診してください。

共済病院のモットーは今年も、「地域の方々を健康面で支えてゆく」です。

今年も共済病院をどうぞよろしくお願いいたします。

コロナ禍での新年を迎えて 病院長

理事長・院長 本松茂
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共済病院への寄付金の御礼

本院に通院されている患者様、マスコミを通じて新型コロナウイルス感染症に対する病院の

現状をお知りになった方々から御支援・御激励をいただきました。

御支援に尽きましては、貴重な財源として下記備品を中心に購入させていただきました。

職員一同で大切に使わせていただきます。

まだまだ感染症との闘いは終息に至っておりませんが、職員一同、力を合わせて、この闘い

に勝利したいと思っております。改めて御支援いただいた方々に厚く御礼申し上げます。

購入物品：ストレッチャー式体重計

令和３年１月吉日

理事長・院長 本松茂

３



安心して受診してください！

新しいマンモグラフィの導入
（乳がんに対する画像診断装置）

＜マンモグラフィ（乳がんに対する画像診断装置）について＞

乳がんの早期発見にかかすことのできない、X線撮影装置による画像診断のことを、

マンモグラフィと言います。

これは、乳がんの初期症状である微細石灰化や小さなしこりを画像として写すことができます。

＜乳がんに対する画像診断装置が新しくなりました＞

高い技術とやさしい心配りを両立している、キャノン製 Pe・ru・ru を導入しました。

乳がんから女性を守るために、ひとりでも多くの方に乳がん検診をうけてもらえるよう、受診する

女性の気持ちを考えながら、リラックスして検査が出来る空間づくりを心掛けています。

＜日本における乳がんの低い受診率＞

欧米では60％から80％の女性が2年に1回の割合で検査を受けています。日本での受診率は

40％程度のため、乳がんで亡くなる方が増え続けています。

＜当院の放射線科の強み＞

当院の放射線科には、女性放射線技師が3名おります。

安心して、マンモグラフィを受診していただけます。

＜マンモグラフィの方法と受診時期のおススメ＞

撮影台の上に乳房を乗せ、透明な板で圧迫して薄く伸ばし、正面と斜め方向からレントゲンを撮

ります。検査上の感じる痛みには、個人差があります。検査受診のお勧め時期は、乳房がやわら

かい状態になる月経後の1週間から10日の間くらいです。

放射線科

Canon社製 マンモグラフィ Pe・ru・ru ４



おくすり手帳の活用方法 薬剤科

〈 おくすり手帳とは…？ 〉

飲んでいる薬の名前・飲む量や回数・服用する時間等を記録するもの

今、自分がどんな薬を飲んでいるのか、これを伝えることはとても難しいと思います。

手帳があれば正しい情報をすぐに伝えられ、適切な治療につながります。

〈 なぜ、おくすり手帳が必要なのか…？ 〉

副作用や飲み合わせのリスクを軽減できる

旅行先や災害時などの緊急時に、正確な情報を提供できる

内科は〇〇医院、整形外科は△△病院 といくつかの医療機関を受診している方は

多いかと思います。それぞれでお薬が出た場合、違う薬局でお薬をもらっていません

か？

もし同じ薬が出ていたら、或いは一緒に飲んではいけない薬があったなら、

とても危険です。

おくすり手帳を持っていることで、薬の重複や飲み合わせを避けることができます。

〈 医療費が安くなる場合があります 〉

医療費の自己負担金が1割の方は10円、3割の方は40円安くなることがある。

詳しいことは、薬局でご確認ください。

〈 もっと活用しよう！！ 〉

今までかかった病気や副作用の記録、血液検査や体重の変化、疑問点や質問など

記入し、最大限に活用できます。また、冊子でなく おくすり手帳アプリのサービスも

あり、携帯で管理することもできます。

～病院や薬局に行く際には、ぜひお薬手帳を持参下さい～

当院では下記の職種の募集をしています。奮ってご応募ください。

・医療相談員（社会福祉士有資格者もしくは実務経験者）

※新卒不可
・看護師（新卒・既卒）

・医師事務作業補助者（医療クラーク）

・医療事務
URL: http://www.kyosai-hosp.or.jp/recruit

採用情報

詳細はこちらの
QRコードより
ご確認ください

５
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コロナ太り解消
管理栄養士が勧める体重が気になる方の別腹スイーツ

コロナ渦の自粛生活で自宅で過ごす時間が増え、普段はあまりやらない料理や菓子作りを
する方が多くなったと聞きます。これからの寒い季節は運動量も減り気味。そうなると気に な
るのは体重ですね。肥満は健康の敵、万病のもとになりかねません。太りたくないけど 甘
いものは食べたい！そんな方のために今回は低カロリ－スイ－ツをご紹介します。
血糖値が気になる方でも安心して食べられるよう、0kcalの甘味料（以下甘味料と記載）を
使用しました。ただし、くれぐれも食べ過ぎにはご用心！！

－作り方－
① 下準備として、オ－ブンを170℃に温める。型にクッキングぺ－パ－を敷く。

② 卵は卵黄と卵白に分ける。薄力粉をふるう。

③ チェリ－ソ－スを作る（サワ－チェリ－缶に甘味料を加え煮立ったらコーンスタ－チでとろみをつける）

④ ボウルにカッテ－ジチ－ズとサワ－クリ－ム、甘味料の2/3量を入れクリ－ム状し、卵黄を1個ずつ加え、
滑らかになるまでよく混ぜ合わせる。

⑤ 卵白に残りの甘味料を3回に分けて加えながら、ハンドミキサ-で角が立つまで泡立てる。

⑥ ①に薄力粉と②の卵白を半量ずつ交互に加え、へらで切るように混ぜ合わせる。

⑦ 型に流し、台にトントン打ち付けて空気を抜き表面を平らに整える。オ-ブンで40～50分焼く。

⑧ 竹串でさしてつかなくなったら出来上がり。1/8にカットし、チェリ－ソ-スをかける。

＊太らない食べ方ポイント＊
🔸 夜遅く食べない！ 体脂肪は夜蓄えられます 寝る前2時間は危険タイム 内臓にも負担をかけます

🔸 おやつ（嗜好品）は適量を守る！ 一日に必要なエネルギ－量の1割程度（約150～200kcal）を目安に

🔸 お菓子は買いこまない！ 買い物はできるだけ食後に行く等、必要以上に買わない工夫を

カッテ－ジチ－ズケ－キ

＊1人分エネルギ－ 121 kcal
－材料－（直径15ｃｍケ－キ型1個分）

チーズケーキ

・カッテ－ジチ－ズ裏ごしタイプ 200ｇ

・サワ－クリ－ム 100ｇ

・甘味料（粉末タイプ） 80ｇ

＊砂糖と同じ甘さのもの

・卵 2個

・薄力粉 30ｇ

チェリ－ソース（市販の低カロリ－ジャムでも可）

・サワ－チェリ－缶詰 200ｇ

・甘味料 20ｇ

・コーンスタ－チ 適宜

栄養科

低脂肪のチ-ズや０kcalの

甘味料を使用することで、

通常品の約半分のエネルギ-に！

けいこ‘ｓ ポイント
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ああああ あああ科

＊1人分エネルギ－ 133 kcal
－材料－（4個分）

・フランスパン 4切れ

（バケット、パリジャン等細めのもの）

・紅茶液（ア－ルグレ－） 250ml

・甘味料 大さじ3

・ラム酒 大さじ2

・生クリ－ム/甘味料 40ｍｌ/大さじ1

・好みの果物、ミントの葉 適宜

～紅茶香る～
フランスパンのサバラン風

－作り方－

① フランスパンは3～5cm長さにカットする。.

② 小鍋に濃い目に抽出した紅茶液と甘味料を入れて
火にかけ、甘味料が溶けたらいったん火を止めてラ
ム酒を加える。

③ ②にフランスパンを浸し弱火にかけ煮立たせない
ように2～3分煮て火からおろす。そのまま置いて紅
茶液を全部吸わせる。

④ 冷蔵庫で冷やし、泡立てた生クリ－ムや好みの
果物、ミントの葉を飾る。

エスプレッソ
カフェゼリ－

－作り方－

① コーヒ-は苦めに抽出し、熱いうちに粉ゼラ

チン、甘味料を加える。

② デミタスカップ等好みの器に注ぎ、冷蔵庫で
冷やし固める。

③ 泡立てた生クリ-ムやナッツを飾り、シナモン
パウダ-をふりかける。

＊1人分エネルギ－ 79 kcal
－材料－（4個分）

・コ－ヒ－液 250ｍｌ

・甘味料 大さじ3

・粉ゼラチン 5ｇ

・生クリ－ム/甘味料 40ｍｌ/大さじ1

・ナッツ、シナモンパウダ- 適宜

＊やさしい人工甘味料のお話＊

減量や高血糖対策、虫歯予防等の目的で砂糖の代用として使用される人工甘味料には天然由来のものや
合成甘味料まで多くの種類があり（下記参照）、甘さも砂糖と等倍から数万倍のものまで様々です。
いずれも低カロリ－もしくは0kcalで安全性に問題はありませんが、摂りすぎるとお腹が緩くなったり、強い
甘さに慣れてしまうこともあり要注意。

今回はラカントSを使用しましたが、それぞれに特徴がありますので、使用上の注意をご確認ください。

🔸アスパルテ－ム（商品名パルスイ－トの主成分） 🔸アセスルファムカリウム

🔸エリスリト－ル（商品名ラカントＳの主成分） 🔸還元麦芽糖（商品名マ－ビ－の主成分）

🔸キシリト－ル（ガム等に使用） 🔸甘草 🔸ステビア 🔸サッカリン 🔸スクラロ－ス ＊成分名で記載

文・菓子製作 栄養科 和田 啓子

シロップたっぷりのパンで

ボリュ－ム感アップ！

けいこ‘ｓ ポイント2

生クリ－ムをコ－ヒ－用
ミルクに変えれば更に
エネルギーダウン
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リハビリテーション科

飲み込みが不安な方の
チェック方法とリハビリテーション

飲み込みのチェックリスト

1. 飲み込みの問題が原因となり、体重が減少した（直近３ヵ月間で）

2. 飲み込みの問題が原因となり、外食に行くための障害となっている

3. 液体を飲み込む際、余分な努力が必要である

4. 固形物を飲み込む際、余分な努力が必要である

5. 錠剤を飲み込む際、余分な努力が必要である

6. 飲み込むことが苦痛

7. 食べる楽しみが飲み込みの問題により影響がある

8. 飲み込むときに食べ物が喉に引っかかる

9. 食べるときに咳が出る

10. 飲み込むことにストレスが大きい

食べ物を見て認識し、口に取り込み咀嚼して飲み込むまでの一連の運動が障害されると、

摂食嚥下（せっしょくえんげ）障害が疑われます。

下記の10項目のうち、3項目の不安な症状があれば、かかりつけ医に相談しましょう。

引用：ネスレ ヘルスサイエンス社HP https://www.nestlehealthscience.jp/

気になるのにそのままにしていると、下記の障害につながってしまいます。

①誤嚥性（ごえんせい）肺炎 ②低栄養・脱水 ③食べる楽しみが損なわれる

摂食嚥下障害は、年のせいだけではありません！

脳血管障害、認知症、癌、進行性の疾患など様々な原因があります。

かかりつけ医への相談をしましょう。
８



➊ 「あ」と開口して声を出す。
❷ 「い」と声を出し、口角をしっかり横に引く。
❸ 「う 」と声を出し、唇をしっかりすぼる。
❹ 「べ」と声を出し、しっかり舌を出す。

➊ おへそをのぞき込むように顎を引き、
おでこに手を当て押す。

❷ 同時におでこも手の方に押し付ける。
❸ ゆっくり1から10まで数えながら押し付けていく。

自分で出来るチェックテスト

＜反復唾液嚥下テスト＞

飲み込みに対するリハビリテーション

＜喉の筋肉を鍛える運動＞

その他のポイント！

乾燥による口の渇きや、加齢等による唾液の減少によって飲み込みが困難になります。

最大の予防は、歯磨きや入れ歯の手入れなど口腔ケアを丁寧に行い、
口の中の清潔にして、乾燥を防ぐような心がけになります。

3回以上、ごっくんと飲み込みができていれば正常です。

参考値：平均嚥下回数は、若者 7.4回、高齢者 5.9回です。

＜お口の動きを引き出す準備運動＞

＜当院での言語聴覚士の対応＞

当院へ入院した方には、医師・栄養士・薬剤師・看護師・言語聴覚士で構成されるＮＳＴ

（栄養サポートチーム）という医療チームにおいて、それぞれの職種の視点から患者さんの

栄養状態、食事について包括的に支援しています。

外来の方への言語聴覚士の対応は、原則休診しております（2020年12月現在）。

唾液の飲み込みを繰り返して、30秒間で何回できるかを調べます。

もし、唾液が出なければ、初めに、お茶や水を飲んでいただいても

構いません。

回数と頻度 ： 毎食事前に５セットを目安にやってみましょう

ポイント！

喉仏に軽く指を当てて

喉仏を越えたら

1回とカウントします

９



当院に臨床工学技士が着任しました

編集後記

昨年は、病院にとって変化の多い年になりました。職員間の親睦が図りにくい中で、新たな価

値観（ニューノーマル）を見つけていかなければいけません。医師と技師でZOOM飲み会を試し

たそうです。引き続き、病院職員としては、日々の体調管理に十分気を付けて日々を過ごしてい

ます。本年もよろしくお願いいたします。

次号は２０２１年４月に発刊予定です

＜臨床工学技士とは＞

臨床工学技士とは、厚生労働大臣の免許を受け、医師の指示のもとに生命

維持管理装置の操作及び、保守点検を行うことを業務としています。生命維持

管理装置とは、呼吸（肺）、循環（心臓）、代謝（腎臓）の機能の一部を代行する

装置です。

＜仕事内容＞

当院では、2020年4月より臨床工学技士が配属され、院内医療機器の安全

管理業務を行っています。安全で安心な医療を提供出来るよう、日々医療機

器の点検に従事しています。

取り扱う医療機器は人工呼吸器をはじめ多種多様です。

＜当院での強み＞

また、同時期より内視鏡室での業務を開始しています。当院では健診から

内視鏡を使った治療まで幅広く行っており、その中で臨床工学技士は内視鏡

システムの管理、洗浄・消毒、医師の介助をしています。臨床工学技士の内視

鏡業務は全国的にも広がりつつあり、患者さんにとって安全な内視鏡検査が

行えるよう取り組んでいます。

臨床工学科
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