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緩和ケア庄内プロジェクト
− 鶴岡のがん患者のために、そして我々一人ひとりの成長のために−
鶴岡地区医師会会長

中

目

千

之

第３次対がん総合戦略研究事業として、厚労省は平成１８年度から「がん対策のための戦略研究」を
実施しております（研究実施期間平成１８年度から平成２２年度までの５年間）
。そのひとつ、
「緩和ケ
アプログラムによる地域介入研究」の公募ならびに選定が今年の４月中旬におこなわれ、荘内病院を中
心とした庄内地方がその介入地域に選ばれました。選定基準は、１．当該地域の医師会が調査及び研究
に協力体制にあること。２。当該地域の保健所が調査及び研究に協力体制にあること。３。介入開始ま
でに地域緩和ケアチームを担当する医師、看護師が確保できること。４。介入開始までに在宅療養支援
看護師を担当する看護師が確保できること。５。介入開始までにがん（腫瘍）サポートセンターを担当
する看護師、ソーシャルワーカーが確保できること。また、目的は、まだがんサポートセンター、在宅
緩和ケアのシステムが不十分な地域に、どのような介入をすれば、緩和ケアが普及し、がん患者のＱＯ
Ｌが向上するか、です。主な介入プログラムとしては、１。在宅療養移行のためのプログラム、教育プ
ログラムなどからなる緩和ケアプログラムの開発と普及。２．がんサポートセンターの設置による患者
の療養生活の支援。３．ＩＴを用いたがんサポートネットワークシステムの構築、などです。
この介入研究を契機に、地域一丸となって、この鶴岡の地域に在宅緩和ケアのシステムを構築し、今
後増え続けるがん患者さんの在宅での療養生活のＱＯＬの向上という期待に答え、患者さん、家族にこ
ころから喜ばれるような地域にしていかなければなりません。そのために、今後、我々は在宅緩和ケア
に必要ないろいろな知識を習得し、恐れることなく、在宅緩和ケアシステムの構築にむかって、邁進し
ていく必要があります。それは、これからは、地域医療の尺度のひとつに、この在宅緩和ケアの充実が
必須条件となる時代が到来するからです。
国立がんセンターの的場先生による全医療機関の個別訪問調査が行われる予定ですので、その際は何
卒、御協力の程よろしくお願い致します。
以下に今後の予定を記します（あくまでも現時点での予定で、進行具合に応じて、若干の変更はあり
ます）。

１、２年目

各種緩和ケアプログラムの開発、実

を行う。

態調査、がんサポートセンターによる地域連携シ
ステムの構築、アウトカム測定方法の実施可能性

１）緩和ケアプログラムの開発

者調査、一般人口に対する啓発

（１）臨床プログラム

本研究の１、２年目には、１）介入で必要とな

下記の臨床プログラムを収集・開発し、地

る各種緩和ケアプログラムの開発、２）実態調査、

域拠点となる少数の施設において実施可能性を

３）がんサポートセンターを中心とした地域連携

検討する。

システムの構築、４）アウトカム測定方法の実施

① 在宅療養移行・地域連携クリニカルパス

可能性調査、および、５）一般事項に対する啓発

（医療・介護サービスの在宅療養環境整

備、服薬指導、栄養指導、リハビリテー

ム

ション等を含む）
② 標準化した評価フォーマット
③ 疼痛など腫瘍による症状と、手術・化学

２）実態調査

療法・放射線治療による症状に対する緩

地域で使用可能なリソースを含む地域連携シ

和マニュアルと看護実施基準（緩和医療

ステムの構築の基盤となる情報を整理し、アウト

学 会 ガ イ ド ラ イ ン 、 Liverpool care

カムの目標を決定するために以下の調査を行う

Pathway 日本語版など）

① 地域の基幹病院で診療を受けている患者・

④ 専門緩和ケアサービスに依頼するときの

家族を対象として、緩和ケア・在宅療養等

コンサルテーション・リコメンデーショ

に関する意識や希望について、インタビュ

ンフォーマット

ーや質問紙での調査を行い、患者・家族か

⑤ 地域の緩和ケアが必要な患者をスクリー

ら見た望ましいアウトカムを明らかにする。

ニングするシステム（自記式スクリーニ

② 医療従事者を対象として、緩和ケア・在宅

ング、入院患者を対象とした電子カルテ

療養に関する意識について、インタビュア

スクリーニング、オピトイド処方のある

ーや質問紙での調査を行い、医療従事者の

患者を対象とした薬剤師スクリーニン

緩和ケア・在宅療養に対するバリアーを明

グ）

らかにする。

⑥ よくない知らせを受けるときのプロトコ
ール（SHERE プロトコールなど）
（２）教育プログラム
下記のプログラムを開発し、小規模のセミ
ナーを行い実施可能性を検討する。

③ 地域で使用可能なリソースを網羅的に調査
する（患者数、患者動態、提供しているサ
ービス、利用しているガイドライン、処方
薬リスト、紹介元医療機関、紹介先医療機
関など）

全ての教育プログラムは、症状緩和のみな
らず、コミュニケーションや具体的なケーススタ

３）「がんサポートセンター」の設置と地域連携

ディーを含む。

システムの構築

① 病院の医師を対象とした教育プログラム
（EPEC-0 日本語版など）
② 病院看護師・訪問看護師を対象とした教
育プログラム（ELNEC 日本語版など）
③ 在宅支援療養所の医師を対象とした教育
プログラム
④ 療養施設職員を対象とした教育プログラ
ム
⑤ 地域薬剤師を対象とした教育プログラム
⑥ 相談員を対象とした教育プログラム
（専門緩和ケアサービスのない地域にお
いては）
⑦ 専門緩和ケアサービスを担当する医師・
精神科医・看護師に対する教育プログラ

がんサポートセンターを地域のがん診療の中
核病院（以下、「中核病院」とする。）に設置し、
地域の連携システムを構築する。
連携システムは、中核病院、それ以外の病院、
在宅療養支援診療所、訪問看護ステーション、調
剤薬局、療養施設などを含む。
（１） がんサポートセンターは以下の機能を
構築する。
① 患者にとって必要な情報の収集・一括管
理・情報提供
地域の利用可能なリソースについての情報な
ど（一般的ながん治療や緩和ケアに関する情報は
国立がんセンターなどにリンクする）
② 地域医療者にとって必要な情報の収集・一

括管理・情報提供
地域のリソース、ステータス（診療可能患者数）

識を普及させるために以下の介入を行う。本介入
は研究期間中継続して行う。
① 市民公開講座

など

② がん診療拠点病院の医療者や諸団体と

③ 専従の医療ソーシャルワーカーが地域の登
録患者を経時的にモニタリングし、適切な

一般人口との意見交換会

緩和ケアが行われているかをフォローアッ

③ 地域マスメディアによる広報

プし必要なリソースにトリアージできるシ

④ 地域がん診療拠点病院の HP での広報

ステムを構築する
④ 地域の専門緩和ケアサービスへのアクセス

３年目

地域での介入戦略の策定、各種プログラ

地域の専門緩和ケアサービス（地域緩和ケアチ

ムの普及、介入前調査

ーム、ペインサービス、サイコオンコロジーサー

本研究の３年目には、１）地域での介入戦略の

ビス、グリーフサービスなど）の referral criteria、

確定、２）各種プログラムの普及準備、および、

紹介・対応経路を明確にする

３）介入前調査を行う。

（２） IT をもちいて地域の医療機関が連携す

１） 地域での介入戦略の策定
１年目に得られた基礎資料を基に各地域に

るシステムを持つ
① 地域連携機関で患者の状態の変化に合せて
即時に意思疎通を行うシステムを構築する

おける具体的な介入のロードマップを策定す
る。

② 定期的なカンファレンスを行い紹介した患

介入の基本的構造は、（１）コンサルテーシ

者の経過のレビューを通じて知識や技術を

ョンチーム、
（２）入院リソース、
（３）がんサポ

向上させ、地域で生じている組織上の問題

ートセンターとし、地域の必要性に応じて変更す

点について討議・解消できる枠組みを構築

る。

する

（１）コンサルテーションチーム
「コンサルテーションチーム」構成員は、医師、

４）アウトカム方法の実施可能性調査

精神科医、看護師、Medical Social Worker 等と

本研究のアウトカム指標としての地域のがん

し、地域によっては、「病院コンサルテーション

死亡者における専門緩和ケアサービスの利用期

チーム」と「地域コンサルテーションチーム」に

間と利用率・在宅死率と在宅療養期間、および、

分け中核病院に置く。機能として、１）中核病院

secondary end-point としての患者・家族・遺族

内からのコンサルテーション、２）地域からのコ

調査による症状評価やケアの質の評価（Care

ンサルテーション、３）中核病院・地域への教育・

Evaluation Scale）の地域におけるサンプリング

研修機能をもち、開発された各種プログラムを実

方法など実施可能性を確立する。また、比較対照

施する。すなわち、中核病院内・地域からのコン

データとして利用可能な在宅死率、医療用麻薬の

サルテーションを受け、在宅療養移行・地域連携

使用量、緩和ケア病棟やがん拠点病院で死亡した

クリニカルパスをもちいて患者の在宅療養を支

患者の遺族の評価などの利用可能性を検討する。

援しながら、地域の病院、診療所、介護施設の職
員に教育・研修を行なう。

５）一般人口に対する啓発

（２）入院リソース

本プログラムが実施されること、および、すで

入院リソースは、機能として、１）ほかの施設

に全国調査により明らかになっている緩和ケア

では対応困難な難治性の苦痛緩和、２）在宅療養

に対する事実に即さない知識を修正し適切な知

を継続するための支援（レスパイトケア、デイケ

ア、ナイトケア）、および、３）終末期ケアをも

数の施設に導入し、介入の準備を行う。

つ。各地域に既存の施設を機能分化させるととも
に、それぞれの施設の連携体制の構築を促す、
「１
ほかの施設では対応困難は難治性の苦痛緩和を
目的とする」施設では、緩和ケアを専門とする医

３）介入前調査
本研究の介入前のエンドポイントの測定を
行う。

師、精神科医、看護師、Medical Social Worker
など多職種が利用できる環境を構築し、中核病院

４− ５年目

に設置されることが望ましい。

ムのまとめと均填化

（３）がんサポートセンター

介入、介入後調査、包括的プログラ

１）各地域に介入を行い、２）介入後調査を行

がんサポートセンターは中核病院に置き、看護

う。さらに、３）介入後調査の解析を行い、他の

師、医療ソーシャルワーカー、事務員からなる。

地域において再現・継続可能な戦略としてパッケ

機能として、１）患者への情報提供、２）医療者

ージとしてまとめて全国のがん診療拠点病院に

への情報提供、３）地域での緩和ケアのモニタリ

配布する。

ングとトリアージ、４）医療機関の連携のコーデ

１）介入

ィネーション機能をもつ。

３年目に策定された介入を行う
２）介入後調査

２）各種プログラムの普及
１、２年目の作成された臨床プログラムを複

本研究のエンドポイントの測定を行う
３）包括的プログラムへのまとめと均填化

鶴岡地区医師会特別勉強会抄録
日時：平成 19 年 5 月 18 日(金)
場所：医師会 3 階講堂

タバコから子どもたちを守るために
− 喫煙防止教育と卒煙外来−
静岡市保健福祉子ども局保健衛生部

加
私は 2002 年、静岡県立こども病院に「卒煙外
来」を開き、タバコをやめられない中学生・高校
生たちを治療してきました。

治

正

行 先生

という、タバコへのあこがれの気持ちが日々イン
プットされているのです。
ですから喫煙防止教育には「早すぎる」という

外来を始めた当初は、「一体どんな子が来るの

ことはありません。物心つくかつかないうちに子

だろう」と多少身構える気持ちもありましたが、

どもたちの脳に刷り込まれている「タバコのプラ

実際に来てくれた子どもたちは、非行歴や不良っ

スイメージ」を、できるだけ早い時期に打ち砕く

ぽい感じもない、普通の印象の中高生ばかりでし

必要があるからです。

た。今ではごく普通の子どもたちが気軽にタバコ
に手を出していることが、よくわかりました。
そんな子どもたちに、「タバコって、どんな害

喫煙防止教育というと、肺ガンなど病気の話が
中心になりがちですが、むしろニコチン依存の恐
ろしさを早い時期から教えることが大切です。

があるか知ってる？」と尋ねても、「うーん、肺

子どもたちにとって、タバコの最大の害はニコチ

ガンかな・・」という程度の答しか返って来ない

ン依存症です。子どもは身体や脳が未熟で薬物の

ことがほとんどです。タバコの害が、まだまだ子

影響を受けやすいため、一旦タバコを吸い始める

どもたちに正しく伝わっていないのです。

と非常に短期間でニコチン依存状態に陥ります。

逆に「タバコはストレス解消に役立つ」「喫煙

そして、一日の大半を「タバコが吸いたい」とい

は格好いい」
「タバコでダイエットできる」など、

う欲求に襲われながら過ごすことになります。そ

喫煙に対する間違ったプラスイメージを多くの

のため常にイライラして、勉強やスポーツに集中

子どもたちが持っています。日本の子どもたちは、

できる精神状態ではなくなり、性格や生活が荒れ

物心つくかつかないかの幼い頃からタバコへの

てしまうのです。それが様々な問題行動につなが

プラスイメージを植え付けられているからです。

ることもあります。

子どもたちの多くは、身近な大人が美味しそう

このように、タバコはストレス解消に役立つど

に喫煙する姿を日常的に見ながら育ちます。また

ころか、逆に普通の生活を送れなくしてしまう薬

「タバコを吸うとホッとする」とか「ストレス解

物であることを、子どもたちにしっかり知らせる

消になる」という言葉をよく聞かされています。

必要があるのです。そうして「大人になるまで吸

テレビドラマにも俳優・女優が格好よく喫煙する

ってはいけない」ではなく、「大人になっても吸

シーンが出てきます。こうして子どもたちの脳に

ってはいけない」と教えることこそ、本当の健康

は「タバコって美味しそうだな。格好いいなあ。」

教育だと思います。

鶴岡地区医師会特別勉強会抄録
日時：平成 19 年 5 月 23 日(水)
場所：ベルナール鶴岡

「脳卒中と誤嚥性肺炎」
東北大学病院

山

老年科

谷

睦

准教授

雄 先生

高齢者肺炎の特徴として、一旦抗生物質で肺炎

生を不足させ、嚥下反射と咳反射という防御機能

が治癒しても、再発を繰り返すため、耐性菌や

が低下して、不顕性誤嚥を生じ、老人性肺炎に到

MRSA などが出現して、いずれ抗生物質による治

るという一連の機序が判明した。

療が困難になり、死亡率が高い。肺炎の既往のな

サブスタンス P の分泌を促進する方法にカプ

い健常人では歯ぐきにペーストと一緒にアイソ

サイシントローチが開発され、嚥下機能が改善す

トープをくっ付けて一晩経過しても、肺の中にア

る。また、ACE（アンジオテンシン変換酵素）阻

イトソープは蓄積しない。これに対して、誤嚥性

害薬はサブスタンス P の分解を抑制し、嚥下改善

肺炎の既往のある患者では肺内にアイソトープ

と肺炎予防効果を有する。アマンタジンは基底核

の蓄積を認める。すなわち、夜間に唾液とともに、

脳梗塞で機能の低下したドーパミン作動性神経

アイソトープが肺内に流れ込んだことになる。肺

の機能を賦活化して肺炎を予防する。抗血小板薬

の中に唾液とともに細菌が流れ込んで肺炎が生

シロスタゾールは脳梗塞の既往のある患者で脳

ずるために、高齢者の肺炎は再発を繰り返す事に

梗塞の再発を抑制し、肺炎の頻度も低下させる。

なる。

さらに、口腔ケアの介護によって嚥下の改善や肺

脳梗塞患者における誤嚥および肺炎の原因を

炎頻度の減少がもたらされる。食後に座位を保つ

探るため、食べ物の飲み込みに関する嚥下反射と、

ことも発熱減少の方法となる。漢方薬・鍼治療藤

気管・気管支に入り込んだ異物の喀出に関係する

も開発中である。

咳反射を調べた。患者に水を飲み込むまでの反応
時間を測定したところ、健常人に比べて延長して
いることがわかった。さらに、クエン酸を倍々希
釈して超音波ネブライザーで吸入させて生じる
咳も低下していた。古くより基礎疾患として脳障
害があり肺炎を起こすとは知られていたがその
機序は不明であった。当教室の Nakagawa らは
大脳基底核の脳血管障害のとき嚥下反射と咳反
射が低下して不顕性誤嚥して肺炎に到ると考え
られている。
嚥下反射と咳反射は迷走神経知覚枝の軽侮神
経節で合成されるサブスタンス P が逆行性に咽
頭や気管に放出されて生ずる事が Sekizawa らに
よって解明された。サブスタンス P の合成はドー
パミンによって刺激されるため、大脳基底核の脳
梗塞主体とした脳血管性障害がドーパミン産生
とドーパミンにより促されるサブスタンス P 産

定時総会・観桜会
日時：平成 19 年 5 月 31 日（木）
場所：グランドエル・サン

時折降る小雨に、木々の緑も一層鮮やかさを増した風薫る 5 月の最終日、エルサンに於いて、定時総
会ならびに観桜会が、初めて同日開催されました。
定時総会は、始めに阿部武先生への黙祷を捧げ、その後の黒羽根議長の慎重かつ速やかな議事進行に
より、滞りなく終了しました。
隣の部屋に会場を移し行われた観桜会では、中目千之会長からのご挨拶ならびに 4 名の新規開業と新
規会員の先生方のご紹介のあと、黒羽根洋司先生のご発声により宴も賑やかに始まりました。
新規開業の諸橋政人先生、和田了先生、新規会員の冨田晋吾先生、吉田幸恵先生からも一言ずつご挨
拶をいただきました。
今年度初めて総会に引き続いた観桜会を開催し、出席者も観桜会では、来賓 3 名、会員 52 名、職員
16 名、総勢 71 名と多く、とても活気のある会となりました。
宴も、鈴木伸男先生の「この活気は医師会の勢いを感じさせる」とのご挨拶と 1 本締めにより散会と
なりました。
会も終わり外に出てみれば、雨に濡れた緑はなんとも清清しく、夏に向かって勢いづいているように
感じました。
検診課長
（※定時総会議事録は 7 月号へ掲載いたします。
）

渡部

恵美

故

山 内 頼 明 先生の御冥福をお祈り申し上げます。
平成 19 年 5 月 13 日午後 4 時 00 分死亡

享年 91 歳

げます。
顧みますと先生は、昭和２２年に日本医科大学
をご卒業された後、一時、酒田市にお住まいにな
り、日本医科大学眼科助手としてのかたわら酒田
市公立酒田病院に勤務されましたが、同病院では
眼科医長代理を歴任されながら早くから小・中・
高の学校医を経験され、児童生徒の健康に留意さ
れました。この経験が後に鶴岡に移ってからも、
当地域では眼科医が少ない状況の中で、数多くの
学校医を引き受けていただいたことに繋がり、当
地域医療に貢献された功績は誠に大きいものと
存じます。
昭和２８年９月には、酒田市から鶴岡市七日

弔

辞

町・現本町二丁目に移住され開業されましたが、
それもしばらくの間で、まもなく現在地に移転改

謹んで鶴岡地区医師会会員 故山内頼明先生の

築されました。以来、酒田市在住当時から含める

ご霊前に弔辞を捧げ、会員を代表して深く哀悼の

と実に５７年有余、学校医としてご活躍し、地域

意を表します。

医療に貢献されました。この間、学校保健功労者

先生は、本年２月１３日に日本医科大学病院に

として再三にわたり県学校保健連合会長並びに

入院されたとお聞きし、その後のご容態はいかば

県医師会長から表彰されたことは、献身的な学校

かりかと案じ申し上げ、いま一度お元気に復帰さ

保健活動を裏付けるものであり、さらに、このよ

れることを、ひたすらお祈りしておりましたが、

うな先生の地域医療に対する功績は、先生の誠実

病院関係者の懸命な治療看護とご家族の願いも

さ・責任感と信念をもって成し遂げられたもので

空しく、１３日の午後 4 時に忽然と永眠されたと

あり、改めて心から敬意と感謝の意を表するもの

いう悲しいお知らせを受けました。

であります。

人の世の定めとは申しながら、私どもは優れた

また、ご家族の皆様にとっては、先生は本業の

先輩を失い、にわかに幽明さかいを異にしたこと

医業ほか絵画の鑑賞とかドライブがお好きだっ

は、当地域医療界にとりましても大きな悲しみで

たとお聞きしていますので、先生のお人柄を偲ぶ

あり、またご家族の方々におかれましても、悲し

におよんで、きっと数多くの楽しい思い出が焼き

みはいかばかりかとご推察いたします。

ついているのではないかとご推察いたします。

先生のお人柄やこれまでのご活躍を知る者に

近年、鶴岡地区医師会においては、会員の若返

とっては、誠に痛惜の念に耐えないところであり、

りが図られているところですが、一方においては

医師会員、職員一同心からご冥福をお祈り申し上

少子高齢化の到来、医療制度の改変、IT 化の推進

による環境の変化、あるいは地域の要請に基づい
て医師会の各種事業は拡大しつつあり、医療界を
取り巻く環境は一変しつつあります。このような
状況の中で、伝統のある鶴岡地区医師会のふるき
よき時代に精通し、語りあってくれる大先輩をま
た、お一人失うことは誠にこころ寂しいことであ
り、残念なことであります。
しかしながら、これまで鶴岡地区医師会を築き
あげてきた伝統を守り、諸先輩のご遺志と情熱を
受け継いで、いろいろな課題や情勢を乗り切って、
さらなる行動を続けていかなければならない正
念場の時勢でもあります。
私どもを、これまでどおり影ながら見守ってい
ただけたら幸いと存じます。
本日のご葬儀に当たり、先生のご逝去を悼み、
生前の輝かしいご功績とご遺徳を偲び、心からご
冥福をお祈り申し上げ、お別れの言葉とします。
どうぞ、先生、安らかにお眠りください。
平成 19 年５月１７日
鶴岡地区医師会
会長
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音楽好きの父の影響なのでしょうか、音楽鑑賞

た。やがて MP３という共通音楽フォーマットが

は私の趣味の大きな部分を占めている様に思え

出 現 し て から は 現 在 に至 る ま で 広い 意 味 で の

ます。聞く音楽のジャンルはというとその時々に

MP3 プレイヤーをもっぱら使用しています。音

よって色々違ってきました。１０代後半から２０

楽フォーマットは最近色々ありますが、私は殆ど

歳代のころはどちらかというと洋楽でした。

MP3 形式で音楽を保存しています。理由は MP

当時ラジオの深夜番組で放送されていたイージ

３で保存しておけばどんなデジタルプレイヤー

ーリスニングやアコースティックギターの曲よ

でも間違いなく再生出来るからです。最初の時は

りはじまり８０年代の当時流行していたアメリ

MP３専用機できくことは殆ど無く携帯デジタル

カンポップスやダンスミュージックに熱狂して

機器を使っていました。というのはいつでも自分

いましたが、３０才代以後はどちらかというとジ

の聞きたい音楽を気軽に聞くことを重要視して

ャズの方向に傾いていきました。そのジャズもピ

いたのでデジタル機器であれば MP３再生機能を

アノ中心の曲が好きであったり、トランペットや

持っていることが多く、専用機を持つとその分だ

サックスの曲や女性ボーカルの渋い曲が良かっ

け普段の持ち物が増えてしまうからです。その様

たり広く浅く聞いていた記憶があります。また少

な訳でポケット PC とかパームとかの MP3 再生

しだけクラシックを聞いた時期もありその節操

機能を持つ携帯情報端末やデジカメなどを使用

のなさに自分のことながら少しあきれています。

していた時期が長く続きました。しかしその状況

最近は J ポップがよかったりしています。

もｉＰｏｄの出現により大きく変わりました。

音楽好きの諸先生は多いと思いますが、私の場
合は音質を求めて重厚なオーディオルームで聞
くのではなく、もっぱら気軽な携帯音楽プレイヤ
ーで聞く場合が多いです。ということで今回は私
の携帯音楽プレイヤーについてお話をします。
携帯音楽プレイヤーの始まりは何と言っても
ウォークマンでしょう。テープにお気に入りの曲
を編集して聞いていました。気に入った曲がある

写真①

と飽きるまで１曲だけ聞くこともしばしばでし

ｉＰｏｄは２００１年１０月にアップルによ

た。その後テープより CD に代わり携帯 CD プレ

り発表された MP3 プレイヤーです。アップルよ

イヤーで聞くことになりましたが、気に入った

りの革新的な製品との宣伝とは裏腹に他者でも

CD を沢山持たねばならずその時期は短期間でし

MP3 プレイヤーがすでに多く発売されている状

態であったため「何をいまさら」というのが第一

ｉＰｏｄ ｍｉｎｉさらにｉＰｏｄ ｎａｎｏで、

印象でした。しかし興味があり実際に購入して使

使いやすさは犠牲にして最小・最軽量にしたのが

用してみると革新的な製品というのもあながち

ｉＰｏｄ ｓｈａｆｆｌｅです。

嘘ではありませんでした。まず携帯できる曲数が

そのｉＰｏｄをどこで聞くのかというともっ

違う。それは他者の記憶容量が２５６M～５１２

ぱら移動中の車の中です。その強い見方が FM ト

M のものが多いため５０～１００曲程度である

ラスミッタです。FM トランスミッタは携帯音楽

のに対して、ｉＰｏｄは５G の１０００曲でした。

機器に接続し音楽を FM 電波に飛ばし、FM ラジ

もう一つの特徴はインターフェースです。液晶画

オから再生させるための機器です。現在主として

面にクリック＆ホイールによるメカニズムで歌

使っているのが写真②に示したものでシガーソ

手名、曲名、アルバムから素早く自分の聞きたい

ケットより電源を取りケーブルでｉＰｏｄに接

局を選曲でき、またⅰＴｕｎｅという無料のパソ

続。これによりｉＰｏｄを従来通りに操作してイ

コンソフトとの連携により好きな様にプレイリ

ヤホンの代わりに FM ラジオから聞くことが出

ストを作成できたり、ケーブル１本で充電と高速

来ます。

データ転送が出来るのも特徴でした。その使いや

最近の携帯音楽機器のお気に入りのもう一つ

すさにより現在でも他の追随を許さない MP３プ

は携帯電話です。携帯電話で音楽を聞くのはもは

レイヤーになっています。現在ではそのｉＰｏｄ

や珍しいことではありま

も５代目です。写真①は私がいままで購入したｉ

せんが、私が現在使用してい

Ｐｏｄです。左から初代、３世代目、５世代目の

る携帯電話（写真③）は音楽

ｉＰｏｄ、ｉＰｏｄ ｍｉｎｉ、ｉＰｏｄ ｎａｎ

再生に特化したもので、サブ

ｏ、２世代目のｉＰｏｄ ｓｈａｆｆｌｅです。

画面の下に９個の音楽再生
のための操作ボタンがあり、
携帯を閉じたままでも真ん
写真③

中のボタンを長押しするこ

とで音楽再生ソフトが起動しボタンを操作する
ことでｉＰｏｄほどではないものの思うがまま
に音楽を楽しめます。１G の内臓メモリがあるた
め本体のみでも２００曲～３００曲保存できパ
ソコンと接続することでプレイリストをいくつ
も作り、楽曲と供に転送できます。ｉＰｏｄとの
写真②

一番の違いはステレオスピーカーが内臓されて

初代と５世代目は正面よりは一見変わりない

いて、ある程度静かな場所であればイヤホンなし

様ですが、５世代目はより薄く軽くなり、カラー

で比較的きれいな音質でそこそこ聞ける点にあ

液晶で８０G の容量で音楽なら最大２万曲と初

ります。

代の２０倍となっています。さらに写真を最大２

すでに魅力的な機器が多いのですが、今年後半

５０００枚、動画を MP４の形式で最大１００時

にはｉＰｏｄと携帯電話とパソコン並みのイン

間保存できます。動画は本体の２．５インチカラ

ターネット機能をもつｉＰｈｏｎｅが米国で発

ー液晶での再生のみならず VHS 程度の画質なが

売される（日本では来年度以後発売？）予定なの

らテレビに出力できる機能も持っています。主と

で私の携帯音楽機器熱はまだまだ冷めそうにあ

して音楽再生機能のみで軽く薄く進化したのが

りません。

私のお勧めの店

その 20

横
前回カレーライスを書いた余勢を買って、今回
はカレー南蛮でいこうと思う。
蕎麦屋に行くと、私はよくカレー南蛮を食べる。

山

靖

どんを食べていれば、自然にどんぶりのスープも
無くなってゆく、そういう感じである。
もうひとつうれしいことがある。これは味とは

初めて行く蕎麦屋ではもちろん最初はザル蕎麦

直接関係がないが、カレー南蛮を食べて、白いワ

を食べる。しかし二回目に行く時は、メニューに

イシャツを黄色に斑点をつけた記憶を持つ人も

あればカレー南蛮を食べる。そう、このメニュー

多いと思う。そう、カレー南蛮は食べるのが難し

にあれば、というのが問題で、蕎麦屋の中でもこ

いのだ。私など食べるのが下手だから、カレー南

のメニューにはまったく興味を示さない店も多

蛮はもちろん、スパゲティのミートソースでも派

い。こういう店は、いわゆる本格的手打ち蕎麦を

手に服を汚してしまう。もう子供のようである。

謳い文句にする蕎麦屋に多い。蕎麦の繊細な香り

その点、なんと『菅沼』さんでは厚くて大きなナ

がカレーの強烈な味でかき消されてしまう、とい

プキンがちゃ～んと付いてくる。これを首からか

うことなのだろう。まあそのこだわりがわからな

け食すれば心配後無用である。ここまで心遣いの

くもないし、蕎麦よりもそれ自体に大きな味や香

行き届いた店も珍しい。それもこれも、カレー南

りのないうどんに適したメニューなのかもしれ

蛮に真剣に取り組んでいる証である。

ない。そのことを示すように、カレー南蛮といっ

そうそう、忘れてた。ここのカレー南蛮には特

ても日本では実際にはカレーうどんが先に生ま

別な具財として、揚げナスと揚げた春雨が載って

れ、その後にカレー南蛮そばが生まれたという歴

いる。特にカレーと揚げナスの取り合わせは絶品

史になっているらしい。

である。蕎麦屋に行ってザル蕎麦を食べた後、誰

さて、そのカレー南蛮だがお店によって多種多

かがカレー南蛮を食べ、その香りにつられた人は

様で、カレーのスパイスだけでカレー風味のそば

いませんか？蕎麦はザル蕎麦などと肩肘張らず、

つゆ程度にとどめる店や、単にかけ蕎麦にカレー

おいしいカレー南蛮はどうでしょう？

ライスのカレーをかけたお手軽カレー南蛮まで
ある。そんな中で第一のお勧めは『菅沼』さんの
カレー南蛮である。（そば、うどん両方ある）こ
こはみなさんご存知のように、蕎麦自体もとても
うまい店である。蕎麦粉やそばつゆのどれをとっ
ても、しっかりした材料を使っている信頼の置け
る店で、もちろんカレー南蛮とて手抜かりはない。
甘みを抑えたカレーのルーは、ダシの効いたそ
ばつゆでしっかり展ばされ、つゆとルーが一体化
されている。単にカレーをかけたカレー南蛮とは
違い、つゆとルーが分離など絶対しないのだ。そ
して一体化したスープだからこそちょうどよい
粘りが生まれ、蕎麦やうどんとおもしろいように
からむのだ。そうからめるのを意識せず蕎麦やう

住
所
電話番号

菅
沼
鶴岡市苗津４− １２
０２３５− ２４− ３６８０

表
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「 山五十川の玉杉 」
佐

藤

洋

司

山五十川部落には現在佐藤委員の山戸出張所として通っていますが、そこには玉杉という大き
な杉があります。診療所から 500ｍ南に歩くと熊野神社の登り口となり、137 段の石段を上がると
見上げるような国指定天然記念物「山五十川の玉杉」が目に入ってきます。これは熊野神社のご
神木として長年祭られてきました。樹齢 1500 年といわれ樹高 36.2ｍで枝張りは 36.2ｍにもなり
全体が半球状を呈しています。樹勢はすこぶる旺盛で今尚新緑生々として太い根が張って拝殿を
傾けています。山戸能、山五十川歌舞伎と並んで玉杉も名物です。一度は見ておいてほしいもの
です。

～

編 集 後 記

～
伊

藤

末

志

関東医療圏から始まった麻疹の流行が地方に飛び火しています。子どもでの流行は近年まで時々み
られていたのですが、今回は成人麻疹の流行であり注目を浴びています。当院でも数例の麻疹感染の確
診が行われていますがいずれも成人例です。4 年前に、麻疹の子どもを診察した当院の小児科医が麻疹
に羅患し入院治療を受けましたが、このときに麻疹ワクチン接種歴のある看護師の抗体価を測定してい
ます。麻疹患者と接触歴がない看護師の抗体かは感染予防ができないほど低値でした。今回は 40 歳以
下の病院勤務者の抗体価の測定を行い希望者全員にワクチン接種（MR ワクチン）を行っています。
荘内病院が新病院として開院して今月いっぱいで丸４年になります。念願であった地域医療支援病院
の資格も、逆紹介率 30％以上はクリアしていたのですが、紹介率 60％以上が高いハードルになってい
ました。しかし、当地区医師会会員の皆様のおかげで取得可能なところまでたどり着くことができまし
た。今後とも連携を強化していきたいと思いますので宜しくお願いいたします。
地域医療連携登録医は現在 45 名です。施設共同利用も実施されています。まだ登録医の手続きをお
済みでない会員の皆様にお願いします。
登録医になることによるメリットは多くはないでしょうが、デメリットは皆無とおもわれますがいか
がでしょうか。病院側では登録医との懇談会の実施を思案していたところ、期せずして、先に医師会側
が全会員と荘内病院勤務医との懇親会を 7 月 5 日に設定してくれました。大勢の会員の皆様の出席を期
待しています。
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