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院　長　井　須　和　男　

　新年おめでとうございます。

　年初より天候不順、事件が相次ぎ今

年もいろいろな変化が予想される年と

なりそうです。当院は、独立行政法人

地域医療推進機構JCHOの一員として

再出発してから、間もなく1年が過ぎ

ようとしています。厚生年金病院時代

からの課題はまだ解決にほど遠い状態

ですが、地域の皆様の信頼をいただけ

る病院となりますよう努めていきたい

と思います。昨年4月からは運営病床

を3病棟140床として、整形外科、内

科の急性期医療、回復期リハビリテー

ション、自宅、施設で療養中の症状悪

化時のバックアップ機能を中心として

運営して参りました。人件費の見直し、

入院患者数の増加などにより赤字幅の

縮小がみられていましたが、10月以後

は入院患者数の減少があり赤字幅が拡

大傾向にあります。今後より一層の努

力が必要と考えています。

　当院の属する西胆振医療圏では今後

も高齢化が進行すると予想され、病院

のみで完結した従来型の医療ではなく

地域の医療機関、介護施設などと連携

し、医療と介護の両面で生活を支えて

いくことが必要となります。JCHO登

別病院も、訪問看護ステーション、訪

問リハビリテーション、通所リハビリ

テーションなどの分野を強化していき

たいと考えています。

　高齢化は平均寿命の延長がもたらし

たもので、本来喜ばしいもののはずで

す。問題となっているのは、身体や精

神の機能が低下して日常生活が不自由

になり介護などの支援が必要になるか

らです。その原因には、運動器の疾患、

脳血管障害、認知症があげられます。

病気になってからの治療も重要ですが

予防がより重要であると認識されるよ

うになってきています。平成15年に、

厚生労働省は生活習慣病予防を目標と

して「健康日本21」を提唱しました。

メタボ検診などもこれに沿った対策で

す。当院でも検診機能の強化で対応し、

利用者数も増加してきています。脳血

管障害が原因となる介護の割合が減少

するなど、一定の成果がみられ、平成

24年から第2次となり、健康寿命の延

長を目指して運動機能の維持が目標に

加えられました。1日の歩行距離（歩

数）を増やすなど生活の中で体を使う

ようにすることが重要ですが、より積

極的に体操などを行う習慣をつけるこ

とが有効です。また、ある程度運動機

能が落ちてしまった場合には専門的な

指導を受けることも大切です。当院で

も、運動機能の改善、維持を図るため

の通所リハビリテーション、短期入院

による運動器リハビリテーションをお

こなっています。当院は温泉地に立地

しており温泉プールもあることからリ

ハビリテーションを特色としています。

歩行などに不安を感じた場合にはご相

談下さい。

新たな年を迎えて

初日の出、ポンアヨロ海岸
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整形外科部長　小　澤　慶　一

　本年もよろしくお願い申し上げます。

　様々な病気で歩行がしづらい、痛い

から歩きたくない、沢山の患者様がい

らっしゃいます。歩かないと、運動不

足になる、肥満になる、そして悪循環

となり、さらに痛みが増す、血圧やコ

レステロール、糖尿病が出てきたり、

悪化したりする。腰や膝といった運動

器の疾患が、内科的な全身状態を悪化

させたり、その人の日常生活を不自由

にしたり、少しずつ要介護の状態とな

るということが、「ロコモティブシン

ドローム」という定義で社会的に注目

されております。

　膝が痛い。社会の高齢化とともに、

膝の変形で痛みが強い、あるいはまっ

すぐ伸びない、O脚で歩きづらい。痛

いから歩かないという人も沢山いらっ

しゃいます。現代の人工関節手術は進

歩しております。早めに治療をし、快

適な生活を送りましょう。

　歩くと腰、おしり、ふともも、ふく

らはぎが痛くなる、しびれる。これは

「腰部脊柱管狭窄症（ようぶせきちゅ

うかんきょうさくしょう）」。受診し

て頂ければ、MRI検査で悪い場所を特

定し、治療することが出来ます。

　歩くとき、あしが思うように進まな

い。頚椎（くびの骨）が悪い場合があ

ります。整形外科の中でも専門の医師

でないとわからない場合もあります。

また、当院には神経内科外来もありま

すので、脳疾患やパーキンソン病など

の歩行に障害を来す疾患も同時に検査

できます。

　高齢者の骨折。特に腰の圧迫骨折、

股関節など下肢の骨折は、適切な初期

治療と、十分なリハビリ、またその後

の骨粗鬆症の治療が必要です。少しで

も今までの生活レベルを落とさないよ

うに治療していくことが重要です。

　歩くことが不自由になる整形外科の

疾患はまだまだ沢山あり、治療が遅く

なると、生活全体に影響が出て、快適

な生活の維持が出来なくなり、ゆくゆ

くは介護が必要な状態につながってし

まう恐れがあります。

　本年も地域の皆様の健康のサポート

が出来れば幸いです。

ロコモティブシンドローム

施設外観「早春」 中登別・桜　三種開花
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　　　　　　神経内科　鈴　木　秀一郎

　神経内科が主に診療している病気は、

脳・脊髄・末梢神経・筋肉の病気になり

ますが、近年人口の高齢化と共に患者数

が増えています。具体的な病気としては

アルツハイマー型認知症やレビー小体型

認知症などの認知症疾患、パーキンソン

病や他のパーキンソン症候群、多発性硬

化症、重症筋無力症、ギラン･バレー症

候群などの免疫介在性神経疾患、脳血管

障害、筋疾患、末梢神経疾患、内科疾患

に伴う神経疾患などを中心に診断と治療

を行っています。神経疾患に関しては新

聞やテレビあるいは web 等でいわゆる

難病として紹介される機会が増え、神経

難病や神経内科に対する社会の理解も広

がっているように診療場面で感じる様に

なってきました．しかし、まだまだわか

りにくい、どういった症状の時に相談し

たらよいのかわかりにくい診療科なので

はないかと思います。一部の神経疾患で

は適切な時期に治療を受けることができ

れば後遺症なく完治できる病気も少なか

らずあります。精神的な問題ではなく手

足に力が入らない、思うように動かすこ

とができないなど体が不自由になった場

合、あるいは体の一部分の感覚が低下し

た場合などは神経疾患の可能性もありま

すので外来までご連絡下さい。また当院

はリハビリスタッフ、看護師、ソーシャ

ルワーカーの連携力が極めて高いことが

特徴です。日常生活動作（ADL）の低

下のためこれ以上在宅療養が難しいと思

われた神経疾患患者でもチーム一丸で支

援し在宅療養継続が可能になったケース

もあります。また神経内科医は常勤では

ありませんが必要時には神経疾患であっ

ても常勤の先生の協力のもと状況に応じ

て入院することも可能です。神経内科医

も当院のチームの一員として情報共有を

密に行い、より良い医療が提供出来る立

場でありたいと考えています。

神経内科について

施設外観「初秋」 田園風景のアキアカネ
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　12月19日、登別中央福音教会のボラン

ティアのみなさまによる、クリスマス

キャロルが行われました。この奉仕活

動は牧師の高橋さまを中心に毎年行わ

れており、今では当院の恒例行事の一

環と位置づけられております。

　院内３つの病棟を順に回っていただ

き、キャンドルを手に「きよしこの

夜」などおなじみの曲を披露していた

だきました。とかく楽しみの少ない入

院患者さんはこの日を心待ちにしてい

た方も多く、中には感激して目頭を熱

くする患者さまもいらっしゃいました。

子供 6名を含めたすばらしいハーモ

ニーは入院患者さまに安らぎと喜びを

与えていただけたものと思います。登

別中央福音教会のみなさま、これから

もよろしくお願いいたします。

　

　平成26年 4月に「登別厚生年金病

院」から「JCHO登別病院」（いずれ

も略称）に名称が変わりました。バス

停の名称変更については道南バスが窓

口となり関係省庁の変更手続きをお願

いしておりましたがこのたび準備が整

い、12月より「 JCHO（ジェイコー）

登別病院

登別病院前」とバス停の表示等と車内

アナウンスが変更となりました。

　地域にJCHO（ジェイコー）の名前

が少しずつ浸透してきた感があります

が、これを好機とし一層地域に根ざし

た病院運営を目指したいと考えており

ます。

お 知 ら せ

慈恵と博愛のこころ

病院のバス停の名称が変わりました。
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副看護師長　只　野　ま　み

　昨年8月より短時間通所リハビリ

「トレイユ」を開始致しました。平成

27年1月現在、45名の方々が週に1～

3回ご利用されています。

　担当医による利用時初回の診察、血

圧測定などの健康チェックから始まり、

運動時間を含め90分、リハビリテー

ションスタッフによる指導のもと、歩

行訓練や、筋力訓練、バランス訓練、

ストレッチに加え、ホットパックなど

の物理療法、自転車等のマシンを使っ

たトレーニング、レクリエーション的

要素を加えた活動や、洗濯物干し等の

日常生活動作訓練、時には漢字クイズ

などの頭の体操や、口腔体操などなど

バラエティーに富んだメニューを提供

しております。

　さらには送迎車両から体育館までの

行き帰り、100m以上ある長い斜廊を

歩く事も立派なリハビリテーションの

メニューとなっております。中には1

階から4階までの階段の上り下りをさ

れる方もいらっしゃいます。

　このように書きますと、「皆さんお

元気な方がいらっしゃっているので

しょう…」と思われがちですが、日常

生活から車椅子や歩行器が手放せない

と思っておられた方もたくさんいらっ

しゃいます。

　見学はいつでも承っておりますので、

ぜひ足を運んでみてくださいね。

JCHO登別病院 短時間通所リハビリ「トレイユ」の紹介

歩行機能のチェック 担当医（井須和男院長）による問診の様子
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登別市地域包括支援センターゆのか　菊　池　　　豪

　登別市地域包括支援センターゆのか

は、“高齢者の方が住み慣れた地域で

安心した生活を送れるように”、さま

ざまなご相談を受け、専門的な視点で

支援を行っている機関です。本年も変

わらず活動していきますので、どうぞ

よろしくお願い致します。

　さて、昨年の話しになりますが、ゆ

のかでは平成26年1月から11月までの

期間で、208件のご相談をお受けしま

した。最も多いご相談内容は、介護

サービスの利用に関することですが、

施設入所に関することや認知症介護に

関すること、また高齢者虐待等、相談

内容は多岐に渡ります。

　しかし、私たちは相談を受ける仕事

ばかりではありません。住み慣れた地

域で安心した生活を送れる社会を目指

し、市や各包括支援センターと連携し

て、色々と企画しています。

①認知症支援に関すること

　→登別市のSOSネットワークを活用

　　した「はいかい高齢者等捜索模擬

　　訓練の実施」

　→認知症サポーター養成講座の開催

　　26年度は、登別明日中等教育学校

　　の２回生80名が認知症サポーター

　　になりました！

　→認知症疾患医療センターとの連携

　→家族交流会の開催

②地域ケア会議

　→個人の生活課題について地域の中

　　で行う会議です。

　→26年度は、富士町５丁目にお住ま

　　いの全住民を対象に案内をさせて

　　もらい、30名を超える方々と交流

　　する会を開きました。

③介護の日

　→26年は、11月11日（いい日、い

　　い日は介護の日）に市民会館で、

　　口腔と栄養のイキイキ講座を開催

　　しました！

④出前講座

　→町内会やいきいきサロン、老人ク

　　ラブさん等に声を掛けていただき、

　　講座を開催しています。

　平成27年は、介護保険制度の改正が

行われます。大きな改正になります

が、私たちは地道な活動を地域の中で

積み上げ、お一人お一人からお話しを

伺い、丁寧な対応を心がけて支援して

まいります。何かご相談があれば、下

記へご連絡ください。５人の職員が役

割を発揮し、サポートします！

「住み慣れた地域で安心した生活を送れるように」

　登別市地域包括支援センターゆのか
　〒059－0016

　登別市片倉町 6丁目 9番地 1
　総合福祉センターしんた 21内　2階

　   　TEL（0 1 4 3）8 8－ 2 1 0 6
      　FAX（0 1 4 3）8 8－2 1 0 8
【担当者】
　　菊 池 　 豪 　赤 川 朋 美　 川 村 照 美

　牧 田 　 大　　大 江 智 子
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保　育　室　伊　東　知恵子

　街のあちこちがX
,
マスモードに入る

12月。保育室も皆でツリーを飾り、今

月の歌「あわてんぼうのサンタクロー

ス」を毎日歌い子供達の気持ちを盛り

上げて来ました。

　待ちに待った12月25日、ドレスアッ

プした子供達は朝から弾んでいます。

朝の会でX
,
マスにちなんだ絵本の読み

聞かせに目を輝かせて見入るかわいい

視線。1ページ目を開くとサンタさん

からのお手紙「今年は病気でプレゼン

ト届けられなくなりました。ごめんな

さい」と。“サンタさん大丈夫？かわ

いそう！”と心配する子供達。“で

も、ここにはお手紙届いていないか

ら、きっと、もう治ったと思うよ”と

伝えると、4歳児君“60肩なんじゃな

い？”そこで爆笑する保育士。一瞬言

葉に詰まる伊東は気を取り戻し、

“じゃあ、いつもよりハンドベル高～

く上げ元気いっぱい、あわてんぼうの

サンタクロースを歌って待とうネ”

“サンタさ～ん、ここだよ～間違わな

いでネ～”と一番大きな声でドアに向

い叫んでいた2歳児さんの目に飛び込

んで来たのはドアの窓からの手。途端

に大泣きは連鎖の渦に。0歳児君はこ

の世の終わり状態。2歳児さんはしが

みついたまま落ち着いて大泣き。そん

な様子を見て、さすが4歳児君は大丈

夫だよ、サンタさんこわくないよ。プ

レゼント届けてくれたんだよとなだめ

る場面も。「ありがとう！又、来年も

来て下さ～い！」と立派でした。サン

タさん最初の小窓からの手は不審者か

おおかみの手（七ひきの子やぎ）を連

想させたのかも知れません。

　こうして無事サンタさんが今年も来

てくれた事は子供達の心の中に残った

に違いありません。若木さん、時には

不審者、時には鬼、今年はサンタさん

迄。子供達の為、行事にはいつも快く

協力して下さいまして、本当に一同感

謝しています。ありがとうございまし

た。

★

★★ ★ ★ ★

★
★

★
★

★★
★「今年ももれなくサンタがやって来た～！」

号泣しながらもサンタブーツはしっかりもらいます。 サンタに寄って来たのは4歳児くんだけでした。
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　登別川を歩いて遡るなど、よほど酔狂な
ことに違いありません。あらためて前号の
続きです。
　「プルプルケ」からさらに上流をめざしま
した。するとあたりは視界が広く開けてき
て、川の分岐点ペトコピに到着です。アイ
ヌ語地名のペトコピは、「二股（ふたまた）」
と訳されているところです。川の流路が、
そこでみごとに分かれています。鳥の目に
なれたら、大地に刻まれた巨大な Y の文字
がわかるでしょう。
　ペトコピから左手の方は、オロフレ岳・
カルルス温泉からの清流ペケルペッ川（｢明
るい川｣、千歳川）です。右手は大湯沼から
流れ出る鉛色のクスリサンベッ川（注 1）、
まったく異質の川です。
　室蘭市水道局の取水施設は、左手のペケ
ルペッ川を少し遡ったところにあります。
そこからながめる登別新大橋は、絵本の挿
絵のように幻想的です。天空に一筋の赤い
橋が、弧を描き架かっています。
　そのペケルペッ川を見送り、クスリサン
ベッ川に分け入りました。とたんに川の様
子が一変、温泉の混濁したにおいが鼻を突
きます。また散在する流木や転石などが進
路を大きく妨げます。覚悟していたことと
はいえ、難儀さはそれまでとは比較になり
ません。加えて川は鋭く蛇行し、狭く暗く
なりました。
　ペトコピ地点から、二百メートルも進ん
だあたりでしょうか、地鳴りのような響き

が届いてきました。クスリサンベッ・ソー
（滝）です。落ち口へ近づくにしたがって、
水音は狭い谷間に共鳴し、舞い上がる水煙
りで、滝の輪郭は一瞬閉ざされてしまいま
す。気がつくと水温は上昇していました。
　｢登別温泉までの途中に滝がある｣とは、
以前からうすうす聞いていました。また愛
用する『幌別町のアイヌ語地名』（知里真志
保、山田秀三）でも、その位置は確認して
いました。しかしそれ以上のことは、わか
らずじまいだったのです。
　滝は目測七メートルほどの高さで、進路
に立ち塞がっています。赤色の溶結凝灰岩
の壁は、水を含んでさらに色濃く発色して
います。思案の末、なんとか左側の急斜面
をよじ登り、滝上面にでることができまし
た。凝灰岩には苔が密生し、河床は抉られ
たようにいく筋かの溝が刻まれています。
亀穴のようなものも確認できました。その
あたりから楽に進むことができたのですが、
それ以上の踏査は中止することにしました。
体の冷えや汚れを考えてのことです。
　クスリサンベッ・ニセイ（紅葉谷）の急
斜面を登り、中登別のカムイワッカに着き
ました。それまでクスリサンベッのまった
だ中だったからでしょう、カムイワッカは
まさに「神の水」でした。
　山田秀三先生にこの報告を差し上げたと
ころ、さっそくご親切な返信がありました。
それには『幌別町のアイヌ語地名』にふれ
ていて、知里高吉翁（知里真志保ご父君）
のご案内の成果であること、そして「それ
を使って歩いてくれた」、喜びが認められて
いました。
　古典の辞書でクスリ（薬）を調べると、「ク
スシ（奇し）と同根。人体や物品に神秘的
な効果、変化のあるもの」とあります。ア
イヌ語との近似性は確かなようです。また
当院がクスリサンベッに隣接して建つこと
も意義深く、ありがたく思います。　　　　
　　　　　　　　　　　　　（1・7，　地虫）

 

クスリサンベッの滝

（注 1）『幌別町のアイヌ語地名』（知里真志保、山田秀三）によると、もとクスリ・エ・サン・ペッ（意味は「薬湯・そこを通って・出てく
　　　る・川」）だったのを、和人がエという補助語を落とし、またなまってクスリサンベッと呼んだらしい。

クスリサンベッの滝 滝をのぼった所の流れ
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■道央自動車道：登別東インターより7分
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TEL(0143)84－2165　FAX(0143)84－3206

　新年あけましておめでとうございます。

　今年も皆様にとりましてよいお年でありますよう、心からお祈り申し上げます。

　悲喜こもごもの世相の中で昨年も暮れましたが、そのような中で青色発光ダイ

オード（LED）の発明が人類に比類なき利益をもたらした発明であると評価され、

日本では二年振りにノーベル物理学賞が三人の研究者に授与され、科学技術立国を

標榜する日本の力量を大いに発揮して、世界にまたも我国の実力を証明してくれた

ことに感激したところですが、非常に興味をおぼえたのは、成功の訳を聞かれた受

賞者の方のコメントです。「未来をイメージして、誰もが出来ないことをあきらめ

ずに挑戦していたら、天からラッキーの神様が降りてきた」と言っておられたの

が、物事の「成功の鍵」として我々の仕事や生活の中でも、大いに参考となる言葉

であろうと感じ入ったところであります。

　先き行きがなかなか見えない世情にあって、今年も喜ばしいニュースを期待した

いものです。

　当院においても地域に信頼される病院づくりで、地域の皆様から努力賞を頂ける

よう、一層精を出して佳き年にしたいとの思いを強くした、今回のノーベル賞の受賞

でありました。
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