
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

～ 特集は 6 月 7 日開催のアイアンマン！当院スタッフも参加しました。 ～    

 

 

    

6 月 29 日（日）に病院ボランティアが企画する「第 1 回 病院サポーターの集い －病院ボランティア

発表会－」を開催しました。参加者は 100 名以上で、会場はとてもにぎわいました。 

今回は、市民病院のことや病院ボランティアのことをもっと知ってほしい、好きになってほしいという思

いから開催を決め、「病院ボランティア イベント部会」が企画・運営しました。すでにボランティアに参加

しているメンバーやグループが、それぞれのできることを考えて、生け花や油絵の展示、アロマ体験や読み

聞かせ、ミニコンサートなど、市民の皆さんと一緒に楽しめるような参加型イベントを行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ご来場いただきました皆さん、誠にありがとうございました！そして、病院ボラ

ンティアのみなさん、お疲れさまでした。楽しいイベントを企画・運営していただ

いて、本当にありがとうございました！！ 
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1．レポート「病院サポーターの集い」 

2．特別寄稿 

 … 耳鼻いんこう科部長 岩垣 俊憲 

3．お料理レシピ（夏バテ対策メニュー） 

… 栄養管理室 東海林 文彦・小澤 元美 

4．季節の病気（水いぼについて） 

… 皮膚•排泄ケア認定看護師 松本 昌樹 

5．新任医師紹介 

6．お知らせ（健康教室） 



「アイアンマン「アイアンマン「アイアンマン「アイアンマン 70.370.370.370.3    セントレア知多半島ジャパン」セントレア知多半島ジャパン」セントレア知多半島ジャパン」セントレア知多半島ジャパン」    

今年は、耳鼻いんこう科の岩垣医師、看護師の西村さんが参加し、二人とも完走しました！（おめでとう

ございます～☆）当院からは救護班としてもスタッフが参加しました。今回の病院だよりでは、見事完走を

果たした岩垣医師に、当日の心情を交えた原稿を書いていただきましたので、ご紹介します。 

    

 

常滑市民病院常滑市民病院常滑市民病院常滑市民病院    耳鼻いんこう科部長耳鼻いんこう科部長耳鼻いんこう科部長耳鼻いんこう科部長    岩垣岩垣岩垣岩垣    俊憲俊憲俊憲俊憲 

2015 年 6 月 7 日、日曜日、2015 アイアンマン 70.3 セントレア知多

半島ジャパンが開催されました。 

この日の朝、およそ 1800 人のトライアスリート達が知多マリンパークの砂

浜に集いました。私もこの中のうちの 1 人です。皆さん私より速そうな人ばか

りです。 

不安と恐怖心の中の知多マリンパークでのオープンスイム 2ｋｍ、 アップ

ダウンと向かい風に格闘する知多半島縦断バイク 90ｋｍ、内海高校から常滑り

んくう NTP マリーナまでの山越、丘越のラン 21ｋｍ、合計 70.3 マイルでし

た。今回で 6 回目のこのレース、毎年コースが変わります。今年もキツかった。 

スイム、スタート。私はバトルが怖くて遠慮ひかえめに後ろ端から入水しました。潮の流れと格闘

し向かってくる波間に突っ込んでいきました。岸辺や橋の上からの声援が水の中での不安と恐怖感を

和らげてくれました。 

バイクコースでは終始、沿道のみなさんの熱い応援、｢岩垣先生がんばれ｣の横断幕まで、おかげで

とてもたくさんの元気をいただきました。（竹内さん、ありがとうございました。）走行中に、搭載し

たおにぎりやようかんをほおばりました。まさにトライアスロンは食べるスポーツ。下りと平坦でど

んどん抜かれて、上りで少し取り戻す。かなりたくさんのバイクが私の前を通り過ぎていきました。

バイクパートの終盤 15ｋｍは今回のレースの呼び物の一つ、知多半島道路、です。普段では絶対通

れない自動車専用有料道路、南風のアゲインストを受けながらも３ｋｍさきが延々と見渡される景色

は異次元感覚を楽しむことができました。 

ランではバイクでたくわえた力（サボっていた？）と、地元の方々からの背中を押してくれる声援

で気持ちよく走ることができました。 

ゴールの瞬間は、頭の中真っ白。 

梅雨入り前の常滑の熱い一日、体いっぱい、心いっぱい楽しむことができました。曇天だったおか

げで選手、スタッフ、応援の皆さんの中で体調をくずして病院の救急受診をする方は少なかったよう

です。このレースを支えてくだっさったたくさんのボランテイアの皆さん、生活道路をレースに提供

していただいた地域の皆さん、沿道で応援していただいた皆さん、ありがとうございました。 

レースが終わって 1 週間もたつと私の中では、ムクムクと、｢また来年も出たい。｣とトライアスロ

ンの虫が頭をもたげてきました。 

是非、来年もよろしくお願いします。 



お料理レシピお料理レシピお料理レシピお料理レシピ    －－－－    第第第第 1111 回回回回    夏バテ対策メニュー夏バテ対策メニュー夏バテ対策メニュー夏バテ対策メニュー    －－－－    

栄養管理栄養管理栄養管理栄養管理室室室室    東海林東海林東海林東海林    文彦文彦文彦文彦・小澤・小澤・小澤・小澤    元美元美元美元美    

夏は高温多湿の気候に体が対応できなくなり、体のだるさ・食欲不振などの不調

（夏バテ・夏負け・暑気あたり）が起こりやすい季節です。食欲がない時でも食べ

やすい食べ物の 1 つが麺類です。今回は夏野菜「とうがん」や肉を同時に食べら

れる麺メニューをご紹介します。 

 

材料（材料（材料（材料（4444 人分）人分）人分）人分）  294 キロカロリー たんぱく質 11.9g 塩分 3.7g 

・とうがん 240g ・みょうが 2 個 ・えだまめ 適量 ・ゴマ油、塩 各少々 

・調味料 A（だし汁 2.5 カップ、薄口醤油 40ml、砂糖 大さじ 2、酒 大さじ 2、みりん 大さじ 1） 

・鶏ひき肉 100g ・しょうが汁 1 片分 ・水溶き片栗粉 適量 ・そうめん 4 束 

作り方作り方作り方作り方    

（１）とうがんは皮をむいて厚めの短冊切り、みょうがは千切りにする。えだまめもゆでておく。 

（２）鍋に調味料 A を入れて沸騰させ、鶏ひき肉を入れて煮る。あくを取った後、とうがんを入れて煮る。 

（３）（２）にしょうが汁と水溶き片栗粉をいれて、とろみをつけて冷ます。 

（４）そうめんをゆでて冷やし、ゴマ油と塩をまぶして器に盛り、 

（３）のとうがんを加え、えだまめとみょうがを散らす。 

 

 

夏に多い子どもの皮膚トラブル「水いぼ」夏に多い子どもの皮膚トラブル「水いぼ」夏に多い子どもの皮膚トラブル「水いぼ」夏に多い子どもの皮膚トラブル「水いぼ」    

皮膚•排泄ケア認定看護師皮膚•排泄ケア認定看護師皮膚•排泄ケア認定看護師皮膚•排泄ケア認定看護師    松本松本松本松本    昌樹昌樹昌樹昌樹    

夏は外遊びの楽しい季節！しかし、思いっきり遊んですり傷をつくったり、そのままに

しておくと悪化することもあります。夏に多い子どもの皮膚トラブル「水いぼ」の注意点を説明します。 

 「水いぼ」は伝染性軟属腫ウィルスによって起こる皮膚の伝染性の病気です。感染力はそれほど強くあり

ませんが、ヒトからヒトへの直接感染の他に、タオルなどを介する感染も考えられます。症状は、直径１～

３㎜くらいの白いぼつぼつがウィルスの塊です。それが胸・脇の下・ひじ・ひざなどにできます。大きいも

のでエンドウ豆くらいになることもあります。治療はピンセットによる除去があります。保護者は治療中の

小児のつらさを考え、やめてしまうことがあります。しかし、麻酔湿布剤（貼る麻酔）が保険適応になり、

治療継続がしやすくなりました。 

 健常な皮膚では、ウィルスが単に付着するだけで「うつる」恐れはありません。感染しやすいのは、肌荒

れや湿疹がある場合です。対処法として、傷をつくらない、傷をよく洗い清潔に保つ、また予防として爪を

切る、手を洗うことです。そして、タオルや衣類の共有はしないほうがいいでしょう。 

 一部の幼稚園や保育園では、プール禁止とされていますが、学校保健法施行規則で、水いぼは「原則とし

てプールを禁止する必要はない」ということが公に認められています。しかし、各幼稚園や保育園の規則も

あるので、ご確認ください。 

 



【新任医師紹介】【新任医師紹介】【新任医師紹介】【新任医師紹介】    

 

 

 

 

 

 7 月 1 日（水）、文字医師と早田医師の辞令交付式が行われました。 

また、同日には、今年 4 月に入職した新人看護師の配属も決まり、それぞれの配属先での勤務が始まり

ました。病棟や外来、手術センター、血液浄化センターなど、現場によって仕事の内容も異なり

ますが、フォローアップ研修やスタッフ間のコミュニケーションを通じて、それぞれの不安

を解消し、日々の看護に励みます。 

 

 

ご案内ご案内ご案内ご案内    8888～～～～10101010 月の健康教室について月の健康教室について月の健康教室について月の健康教室について    

当院では 3 つの健康教室を開催しています。「糖尿病」、「慢性腎臓病（CKD）」、「骨太（骨粗しょう症）」

について、各教室で専門の医師や薬剤師、看護師、放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、栄養士など

がチームとなってサポートします。どうぞお気軽にお立ち寄りください。 

 

教室名 ① 糖尿病教室 ② 腎臓病教室 ③ 骨太（ほねぶと）教室 

8 月の開催日 8 月 13 日（木） 8 月 20 日（木） 休講 

次回の内容 脳梗塞 

下肢皮膚潰瘍と壊死 

歯周病 

CKD の原疾患 

早期発見・予防 

腎臓の検査 

8 月の教室はお休みです。 

時間 14 時～15 時 

（13 時 40 分～ビデオ上映） 

14 時 30 分～15 時 30 分 

（14 時～ビデオ上映） 

15 時～16 時 

場所 病院 1 階とこなめホール 病院 1 階とこなめホール 病院 1 階とこなめホール 

参加料 無料 

予約不要 

無料 

予約不要 

1000 円（骨密度測定あり） 

200 円（骨密度測定なし） 

9 月・10 月 

の開催日 

9 月 10 日（木） 

10 月 8 日（木） 

9 月 17 日（木） 

10 月 15 日（木） 

9 月 28 日（月） 

10 月 26 日（月） 

※内容は変更になる場合がございますので、ご了承ください。 

※各教室についてのお問い合わせは、地域連携室（直通 TEL 0569-47-6811）までご連絡ください。 

 

新病院の基本理念は「小さいからこそできる『コミュニケーション日本一の病院』の実現」です

が、私にはこの「病院だより」が、みなさんとの大切なコミュニケーションツールです。手に取っ

て見て、おうちに持って帰ってまた見ようと思っていただけるような紙面作りに努めますので、こ

れからもどうぞよろしくお願いします。（編集担当：森下） 

名前（よみがな） 所属・役職（診療科目） 

文字文字文字文字    昭雄昭雄昭雄昭雄 （もんじ あきお）    内科部長（循環器内科） 

早田早田早田早田    篤司篤司篤司篤司 （はやた あつし） 外科部長兼手術センター部長（外科） 


