
　澄みきった青空に太陽が輝き、雪がきらめく白銀の世界。とくに１年で最も美しく雪化粧した山々は絶景です。スノー
パラダイスとして有名なスイスでは、スキーをはじめスノーボード、ウィンターハイキング、ソリ、クロスカントリー、ス
ノーシューなど、さまざまなウィンターアクティビティが盛ん。スキーヤーは優雅に滑降し、ハイカーは雄大な山並みや
静かな森の散策を満喫しています。「スキーを楽しむならばスイス、挑戦的に滑るならばフランス、スキーを習うならば
オーストリア」というその筋では有名な言葉があるそうだ。海外スキーはカナダのバンフ、ヨーロッパスキーはカナダス
キーよりも時間とお金がかかるらしい・・・
　2008年7月、人気の絶景ルート「ベルニナ・エクスプレス」の路線で、「グレッシャー・エクスプレス」の一部区間で
もあるレーティッシュ鉄道のアルブラ線・ベルニナ線が新しい世界遺産に登録されました。約100年前にアルプスの自然
を壊すことなく切り開いた驚異の鉄道技術、そして鉄道とともに守られてきた山里の暮らしや美しい眺望は、今も世界中
から訪れる多くの人々を魅了しています。

世界の旅
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八塔寺村　撮影：河野　宏 名誉院長

私たちは医療の担い手としての責務を自覚し研鑽を重ね、「人と人とのふれあい」を大切にし、
地域の住民のみなさまに一層の信頼を得られる医療を提供し地域社会に貢献します。
 1．患者のみなさまの立場を尊重し、納得と同意に基づく医療を実行します。
 2．医療技術と知識の習得に努め、良質で安全な医療を提供出来るよう努めます。
 3．地域のみなさまの診療、健康保持・増進に努めます。
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新年明けましておめでとうございます。
　倉敷リバーサイド病院も無事 6 回目の新年を迎え
ることが出来ました。ひとえに地域の皆様のお陰と
感謝しております。
　昨年から世界中が 100 年に 1 度と言われる大きな
経済危機に覆われており、今年は更に厳しい状況に
なると言われています。経済危機は各方面に影響を
及ぼしており、水島の地域医療にも影響が出て来て
います。
　

　昨年から倉敷リバーサイド病院の次の 5 年間の目標として次期中長期計画を作ってき
ました。次期中長期計画では、

1．病院医療機能の向上
2．医療の質の確保
3．説明ある安心な医療の実践
4．人材確保と育成
5．病診（病院・診療所）、病病（病院・病院）連携の強化
6．財務安定性の確保
7．病院ハードシステムの整備
8．従業員満足度の向上を挙げています。

　
　本年の計画としては、健診センター、病棟の改修を考えています。健診受診者も年々
増加してきて、健診検査の流れもスムーズでなくなって来ています。また、病棟では個
室が少なく、個室希望の患者さんに充分対応出来ていません。患者さん、付き添いの方
に居心地のよい空間を提供出来るように病棟も改修したいと思っています。全身麻酔手
術も年々増加して来ており、多数例の人工関節手術を行っています。さらに本年は、人
工関節センターを開設する予定です。また、常勤眼科医の就任も予定されており、白内
障手術を始め、眼科手術も当院で再び出来るようになります。
　皆様方の 2009 年のご健康と増々のご発展を祈念して新年のご挨拶とさせて頂きます。

院　長　島村 　淳之輔
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手を洗おう

人ごみはさけよう

うがいをしよう

小児科：杉田　真喜雄 副院長

「新型インフルエンザ対策の現状」
Ｄｒ.に訊く

―　備えあれば憂いなし　―
　現在流行中のインフルエンザに関しては、その予防、診断、治療に関
してほぼ一定の流れができています。今後の課題としては、タミフルの
耐性化と新薬の開発、インフルエンザ脳症の病態解明とその対策、さら
には注射ワクチンから経鼻ワクチンへの移行等が考えられています。
　しかし現在、最も注目されるのは新型インフルエンザがいつ発生する
かということと、その対策です。そこで、いくつかの問題点を提示します。

１．新型インフルエンザは現在「鳥インフルエンザ」として知られているＨ５Ｎ１がもっとも考えられ
ます。おそらく東南アジア～東アジアから発生すると想定されており、日本への航空機や船舶から
の侵入を阻止する対策が考えられています。しかし、これだけでは、完全に防御できません。また
Ｈ５Ｎ１ではなく別のＨ７型のウイルスがバンデミック（世界的大流行）を起こすと予想する研究
者もいます。

２．Ｈ５Ｎ１鳥インフルエンザより作製されたプレバンデミック（流行前）ワク
チンがすでに備蓄がすすんでおり、医療関係者等を中心に先行接種する計画
がありますが、その有効性は不明であり、副作用等を考慮すると時期早尚で
あるとする研究者もいます。また新型インフルエンザ発生後に作られるバン
デミックワクチンが国民全体に行き渡るのに１年～１年半かかってしまうと
いう問題も残ります。さらにタミフル効果についても不明です。

３．新型インフルエンザ流行については、日本でも色々なシミュレーションが描かれています。国内で
は人口の約１／４の３０００万人がかかり、約６４万人の死亡者がでると推定しています。それに
対する具体的な診療体制は各県レベルでは少しずつ進んでいますが、各市町村や地方の病院・診
療所レベルでの対策は、非常に遅れているのが現状です。実際にバンデラミックが発生すれば、人
的被害だけでなく経済的損害も甚大なものになるだろうと予想されます。ＷＨ O も厚生労働省も
第１～６段階に分けた対策を立てていますが、現実感に乏しいため全国民には十分浸透していませ
ん。政府機関、マスコミ等によるさらなる啓蒙が必要であるが、当院としても地方の中小病院の立
場で啓蒙活動および対策を立てねばならないと思っています。そうしないと日本全体がパニックに
陥ってしまいます。個人のレベルでの予防対策は以前から言われているように、マスク着用、うが
いや手洗いの励行、電車やバス等の人混みを避けること、不必要な海外旅行をしない等の配慮が必
要となります。

　　　今年発生するか１０年先に発生するか不明だが備
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である。

マスクをしよう

予防が大切です
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み ん な

写真集の紹介
ふるさと村憧憬－八塔寺村の四季

河野　宏著

見てみて！

ふるさと村憧景－八塔寺村の四季
河野名誉院長が写真集を出版
古い茅ぶき屋根の家が、過ぎ去った時代への憧憬をいだかせてくれる。
ハ塔寺村の四季折々を切り取った写真集。

岡山市街地から東へ約 30 キロのところに吉永町があり、その町の北
東の外れ標高 539 メートルの八塔寺山中腹に日本の原風景ともいえ
る集落がある。
十数軒の民家と二つの寺、神社、郵便局があり、小さいながらも村
の形体をとっている。
この風景に魅せられた著者は、6 年間通い続け、八塔寺村の四季折々
の姿を写真におさめてきた。
その膨大なフィルムの中から 51 点を選びまとめた写真集。
山腹の静かなたたずまいは、世の中の流れに逆らいながら存続し、
それだけにいっそう魅力を感じさせる。周囲を歩いても 30 分とかか
らない小さな村落だが、季節をとわず訪れてみたい誘惑にかられる。

■著者プロフーィル
河野　宏（こうの・ひろし）
国立岩国医療センター、倉敷リバーサイド病院名誉院長
昭和6年岡山県津山市生まれ
昭和32年岡山大学医学部卒業
昭和48年香川大学教授
昭和62年国立岩国病院（現国立岩国医療センター）院長
平成9年同定年退官、名誉院長
　　　川鉄水島病院（現倉敷リバーサイド病院）院長
平成15年倉敷リバーサイド病院名誉院長、現在に至る

♪院内『ふれあいコーナー』、健康管理センターに置いております。宜しかったら是非ご覧下さい。
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の 広 場

エビピラフ（スープ・ミニサラダ付）

食べてみて～！

食堂がリニューアルしました！

新メニュー
師長さんお勧めメニュー

ワンコインメニュー

480円

500円

コロッケ定食
（味噌汁・漬物付）

天津飯（スープ・漬物付）

他にも五目チャーハン、
中華丼などあります。

親子丼（味噌汁・漬物付）

お待ちしておりま～す。

営業時間：10：00 ～ 16：00　オーダーストップ　15：30

メニュー

店名は軽食・喫茶　リバーサイド宜しくお願いします。

さらに、新メニューも登場しました。

軽食・喫茶 リバーサイド

美味しいよ
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リハビリテーション室　井田　英司

『クリスマスコンサート』
柔らかな音色のハンドベルとトーンチャイムで心癒されました

　今回の出演は金光地区の小学生トゥインクル☆ベ
ルによるミュージックベルの演奏とシングルズによるフルート、クラリネット
の演奏でした。普段あまり聞くことのできない素敵な音色で、曲目もクリスマ
スの季節にピッタリで幻想的な雰囲気に包まれていました。とても多くの方が
参加されており、コンサートが終了したときの笑顔がとても印象的でした。次回のコンサートも今からと
ても楽しみです。

・シナモン

・ベイリーフ

・クローブ

・カルダモン

・クミン

・ターメリック

そんなスパイスの知られざる パワーについて…

腹痛や風邪などに効果がある万能薬として知られています。
また、お腹の中からしっかりと体を温める効能もあります。

すがすがしい香りが特長。肉や魚介類の臭みを消す作用が
あるので、煮込み料理に使うと料理の味がぐんと引き立ち
ます。ローレルとも呼ばれています。

料理に香りのアクセントをつけるほか、胃を温める効果あり。

清涼感のある香りが特長で、体の温度調節を助ける働きが
あります。また、リラックス効果や脂肪の燃焼を促す効果
もあります。

インド料理では基本のスパイスとしてほとんどの料理に
使われています。カレーにも欠かせないスパイスのひとつ
で、まさに「カレーパウダー」の香りです。

日本名の“うこん”でもお馴染み。肝臓の機能を助けま
す。また、カレーの独特の黄色はターメリックを入れるこ
とによって出るものです。

子供も大人も大喜びのお鍋になることうけあいですよ！最後のしめに、ご飯やうどんなどを入れても美味しい！
ぜひ一度お試しください。クセになること間違いなしです。　　　　　　　　　　　　　手術室　小椋　恵美

鍋がおいしい季節。毎年いろいろな鍋が注目され流行となりま
すが、今年は断然、カレー鍋がブームの気配♪
材料（10皿分）●豚肉スライス 200ｇ●ウインナー 8～10本
●大根10cm●しいたけ4個●シメジ1pac●まいたけ1pac●玉
ねぎ1/2個●キャベツ1/4個●小松菜 1/2把
●焼き豆腐 1丁●カレールウ100g
●だし汁(和風)1000ml●醤油 大4●みり
ん 大4●酒 大2●乾燥スライスにんにく 
5～6枚●ローレル 1枚●ガラムマサラ 適宜

作り方 
①大根は皮をむき、5mm厚のイチョウ切りにし、きのこ類は石突きを

とってほぐします。玉ねぎ、キャベツ、小松菜、焼き豆腐はそれぞれ
食べやすい大きさに切っておきます。

②鍋にだし汁、乾燥スライスにんにく、ローレルを入れて沸かし、醤油、
みりん、酒を加え、カレールウを溶かしてスープを作ります。

③２に豚肉、ウインナー、大根、きのこ類、キャベツ、玉ねぎを入れて火
が通るまで煮ます。さらに、焼き豆腐、小松菜を加えて軽く煮込んで
完成です！器に取り分けたら、好みでガラムマサラを振ってお召し上
がりください。

POINT　取り分けたお皿にガラムマサラやカレー粉を振ると、食欲
をそそる香りがグンと高まり、辛味もプラスされます。辛いのが
好きな方は、作り方２の、スライスにんにくローレルを加える段階
で、赤唐辛子(ホール)を1本一緒に加えるのがおすすめです。

スパイスには色々なパワー（作用）があるのをご存じですか？
スパイスの持つ作用には、メジャーなものとして“香り付け”としての役割があり、何かの臭みを消したり、香り
を矯正したりする目的で使われたり、“辛味付け”目的での使用、スパイスの使い方としては他とは異質っぽいも
のとして、黄色くないカレー、黄色くないパエリアが想像できないように着色を目的とする使用法があります。

我が家のじまん料理

12月6日に第11回ミニコンサートが開催されました。
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■編集後記■
●先日、わけあってハイブリッド車に乗る機会がありました。思っていた以上の加

速力で、今後発売されるハイブリッド車・電気自動車に紅葉マークになる前に乗
れること　を夢見ています。　ふれあい隊　近藤　義昭

●今年の目標も１年間健康に気をつけることです。ただ、阪神敗戦後の心痛は何と
かならないですかねぇ・・。　ふれあい隊　阿河　輝雄

●高速道路で使用するＥＴＣを車に取り付けました。さあイザ出陣！って時にカード
がいるの？と、家族はと

・
ん
・

ち
・

ん
・

か
・

ん
・

なことを・・・しかし、『まかせなさい！』と
自慢げに密かに注文したカードを持って出かけた私に待ち受けていたのは、【雪の
ため通行止め】の掲示・・・めずらしく準備万端だったのにぃ (>_<)

　ふれあい隊　渡部　ゆかり

患者のみなさまの権利について
当院では、患者のみなさまとの相互理解により
医療が行われるよう、患者のみなさまの権利を
尊重します。
１. 医療を平等に受ける権利があります。
２. 説明と十分な理解による同意をもとに、

適切な医療を選ぶ権利があります。
３. 当院で行われたご自身の診療に関する情

報の提供を受ける権利があります。
４. 医療の過程で得られた個人情報は厳守され、

患者のみなさまの承諾なしには開示いた
しません。

患者のみなさまへのお願い
私たちが良質で安全かつ効率的な医療を提供する
ために次のことをお願いします。
　１. ご自身の健康に関する正しい情報の提供
　２. ご自身の医療への積極的な参加
　３. ご自身の治療に必要な診療上のルールの遵守
　４. 他の患者のみなさまの診療に支障をきたさ  
　　 ないためのご協力
患者のみなさまが、私たちと力を合せ、治療に専
念され、少しでも早く回復されますよう心よりお
祈り申し上げます。

平成 20 年 10 月改定　


