
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                                                                

    

    

「「「「    鼠ケ関の弁天島鼠ケ関の弁天島鼠ケ関の弁天島鼠ケ関の弁天島    」」」」    

    

    

    

鶴岡地区医師会鶴岡地区医師会鶴岡地区医師会鶴岡地区医師会                    22221111 年年年年    ４４４４月月月月号号号号 



鶴岡地区医療学術懇話会抄録鶴岡地区医療学術懇話会抄録鶴岡地区医療学術懇話会抄録鶴岡地区医療学術懇話会抄録    

日時：平成日時：平成日時：平成日時：平成 21212121 年年年年 3333 月月月月 11111111 日日日日((((水水水水))))    

場所：東京第一ホテル鶴岡場所：東京第一ホテル鶴岡場所：東京第一ホテル鶴岡場所：東京第一ホテル鶴岡    

「「「「認知症：診断と治療の進歩認知症：診断と治療の進歩認知症：診断と治療の進歩認知症：診断と治療の進歩」」」」    

    

弘前大学大学院医学研究科弘前大学大学院医学研究科弘前大学大学院医学研究科弘前大学大学院医学研究科    附属脳神経血管病態研究施設附属脳神経血管病態研究施設附属脳神経血管病態研究施設附属脳神経血管病態研究施設    

脳神経内科学講座脳神経内科学講座脳神経内科学講座脳神経内科学講座    教授教授教授教授    東海林東海林東海林東海林    幹幹幹幹    夫夫夫夫    先生先生先生先生    

    

    先進各国とアジア諸国では人口の高齢化とともに認知症が爆発的に増加している。認知症は世界の先進各国とアジア諸国では人口の高齢化とともに認知症が爆発的に増加している。認知症は世界の先進各国とアジア諸国では人口の高齢化とともに認知症が爆発的に増加している。認知症は世界の先進各国とアジア諸国では人口の高齢化とともに認知症が爆発的に増加している。認知症は世界の

60606060 歳以上の歳以上の歳以上の歳以上の 11.211.211.211.2％で、脳血管障害（％で、脳血管障害（％で、脳血管障害（％で、脳血管障害（9.5%9.5%9.5%9.5%）、筋・骨疾患（）、筋・骨疾患（）、筋・骨疾患（）、筋・骨疾患（8.98.98.98.9％）、循環器血管疾患（％）、循環器血管疾患（％）、循環器血管疾患（％）、循環器血管疾患（5555％）、悪性腫瘍（％）、悪性腫瘍（％）、悪性腫瘍（％）、悪性腫瘍（2.42.42.42.4％）％）％）％）

より多いとされ、現在より多いとされ、現在より多いとされ、現在より多いとされ、現在 2,4302,4302,4302,430 万人が認知症と推計されている。毎年万人が認知症と推計されている。毎年万人が認知症と推計されている。毎年万人が認知症と推計されている。毎年 460460460460 万人ずつ増加万人ずつ増加万人ずつ増加万人ずつ増加し、し、し、し、2040204020402040 年には年には年には年には

8,1108,1108,1108,110 万人に達すると予想されている。本邦でも既に万人に達すると予想されている。本邦でも既に万人に達すると予想されている。本邦でも既に万人に達すると予想されている。本邦でも既に 200200200200 万人を超しており、少子高齢化時代を迎える万人を超しており、少子高齢化時代を迎える万人を超しており、少子高齢化時代を迎える万人を超しており、少子高齢化時代を迎える

15151515 年後には人口の年後には人口の年後には人口の年後には人口の 11111111％、％、％、％、400400400400 万人と推計されている。今後、インド、中国、南アジアでは万人と推計されている。今後、インド、中国、南アジアでは万人と推計されている。今後、インド、中国、南アジアでは万人と推計されている。今後、インド、中国、南アジアでは 100100100100％の増％の増％の増％の増

加、西太平洋地域で加、西太平洋地域で加、西太平洋地域で加、西太平洋地域で 300300300300％の増加と見込まれており、特に開発途上国の認知症の増加が懸念されている。％の増加と見込まれており、特に開発途上国の認知症の増加が懸念されている。％の増加と見込まれており、特に開発途上国の認知症の増加が懸念されている。％の増加と見込まれており、特に開発途上国の認知症の増加が懸念されている。

現在、イギリスでは現在、イギリスでは現在、イギリスでは現在、イギリスでは 82828282 億ドル、アメリカでは億ドル、アメリカでは億ドル、アメリカでは億ドル、アメリカでは 1000100010001000 億ドル、日本では億ドル、日本では億ドル、日本では億ドル、日本では 4444 兆円の年間医療費が費やされ兆円の年間医療費が費やされ兆円の年間医療費が費やされ兆円の年間医療費が費やされ

ており、今世紀の中頃には、経済、宗教、人口や環境問題とならぶ大きな問題の１つと考えられている。ており、今世紀の中頃には、経済、宗教、人口や環境問題とならぶ大きな問題の１つと考えられている。ており、今世紀の中頃には、経済、宗教、人口や環境問題とならぶ大きな問題の１つと考えられている。ており、今世紀の中頃には、経済、宗教、人口や環境問題とならぶ大きな問題の１つと考えられている。

最近の統計では最近の統計では最近の統計では最近の統計では、この認知症の半数が、この認知症の半数が、この認知症の半数が、この認知症の半数が AlzheimerAlzheimerAlzheimerAlzheimer病（病（病（病（ADADADAD）である。さらに、この上に軽度認知障害（）である。さらに、この上に軽度認知障害（）である。さらに、この上に軽度認知障害（）である。さらに、この上に軽度認知障害（Mild Mild Mild Mild 

Cognitive impaiCognitive impaiCognitive impaiCognitive impairment:MCIrment:MCIrment:MCIrment:MCI）と言われる）と言われる）と言われる）と言われる ADADADAD 予備軍が存在し、有病率は予備軍が存在し、有病率は予備軍が存在し、有病率は予備軍が存在し、有病率は 75757575歳以上の歳以上の歳以上の歳以上の 15151515％、％、％、％、60606060歳以上歳以上歳以上歳以上

のののの 3333％と推計されている。本邦では介護保険の開始と塩酸ドネペジル（アリセプト）の発売を機に、全％と推計されている。本邦では介護保険の開始と塩酸ドネペジル（アリセプト）の発売を機に、全％と推計されている。本邦では介護保険の開始と塩酸ドネペジル（アリセプト）の発売を機に、全％と推計されている。本邦では介護保険の開始と塩酸ドネペジル（アリセプト）の発売を機に、全

国各地のもの忘れ外来や集団検診も盛んとなり、デイケアやグループホームなどの施設、かかりつけ医、国各地のもの忘れ外来や集団検診も盛んとなり、デイケアやグループホームなどの施設、かかりつけ医、国各地のもの忘れ外来や集団検診も盛んとなり、デイケアやグループホームなどの施設、かかりつけ医、国各地のもの忘れ外来や集団検診も盛んとなり、デイケアやグループホームなどの施設、かかりつけ医、

ケアマネージャーやサポーターの育成などの社会的な支援制度も充実してきた。病態と診断・治療の面ケアマネージャーやサポーターの育成などの社会的な支援制度も充実してきた。病態と診断・治療の面ケアマネージャーやサポーターの育成などの社会的な支援制度も充実してきた。病態と診断・治療の面ケアマネージャーやサポーターの育成などの社会的な支援制度も充実してきた。病態と診断・治療の面

ではではではでは AAAAββββの代謝とその異常によるの代謝とその異常によるの代謝とその異常によるの代謝とその異常による ADADADAD の発症機序に基づいた治療法の開発、脳アミロイドの画像化や脳の発症機序に基づいた治療法の開発、脳アミロイドの画像化や脳の発症機序に基づいた治療法の開発、脳アミロイドの画像化や脳の発症機序に基づいた治療法の開発、脳アミロイドの画像化や脳

脊髄液（脊髄液（脊髄液（脊髄液（cerebrospinal fluid: CScerebrospinal fluid: CScerebrospinal fluid: CScerebrospinal fluid: CSFFFF））））AAAAββββやタウ蛋白（やタウ蛋白（やタウ蛋白（やタウ蛋白（tautautautau）などのバイオマーカーの開発などの重要な）などのバイオマーカーの開発などの重要な）などのバイオマーカーの開発などの重要な）などのバイオマーカーの開発などの重要な

発展があり、より早朝の発展があり、より早朝の発展があり、より早朝の発展があり、より早朝の ADADADAD の診断やレビー小体型認知症（の診断やレビー小体型認知症（の診断やレビー小体型認知症（の診断やレビー小体型認知症（Dementia with Lewy bodies:DLBDementia with Lewy bodies:DLBDementia with Lewy bodies:DLBDementia with Lewy bodies:DLB）、前頭）、前頭）、前頭）、前頭

側頭葉性変性症（側頭葉性変性症（側頭葉性変性症（側頭葉性変性症（Frontotemporal lober degeneration:FTLDFrontotemporal lober degeneration:FTLDFrontotemporal lober degeneration:FTLDFrontotemporal lober degeneration:FTLD）などの非）などの非）などの非）などの非 ADADADAD型認知症の病態解明にも飛型認知症の病態解明にも飛型認知症の病態解明にも飛型認知症の病態解明にも飛

躍的な進歩がみられている。最近ではこれらの認知症を早期に確実に診断・鑑別するための神経心理学躍的な進歩がみられている。最近ではこれらの認知症を早期に確実に診断・鑑別するための神経心理学躍的な進歩がみられている。最近ではこれらの認知症を早期に確実に診断・鑑別するための神経心理学躍的な進歩がみられている。最近ではこれらの認知症を早期に確実に診断・鑑別するための神経心理学

的検査の標準化やより客観的な診断のための的検査の標準化やより客観的な診断のための的検査の標準化やより客観的な診断のための的検査の標準化やより客観的な診断のためのバイオマーカーや画像診断に関する研究が進んでいる。脳バイオマーカーや画像診断に関する研究が進んでいる。脳バイオマーカーや画像診断に関する研究が進んでいる。脳バイオマーカーや画像診断に関する研究が進んでいる。脳

アミロイドにアミロイドにアミロイドにアミロイドに対する根本的な治療法も臨床治験段階に入っていることなどの理由から、早期診断・治療対する根本的な治療法も臨床治験段階に入っていることなどの理由から、早期診断・治療対する根本的な治療法も臨床治験段階に入っていることなどの理由から、早期診断・治療対する根本的な治療法も臨床治験段階に入っていることなどの理由から、早期診断・治療

の可能性への期待が高まっている。本公演では認知症について簡単に説明した後、実際の診断の過程をの可能性への期待が高まっている。本公演では認知症について簡単に説明した後、実際の診断の過程をの可能性への期待が高まっている。本公演では認知症について簡単に説明した後、実際の診断の過程をの可能性への期待が高まっている。本公演では認知症について簡単に説明した後、実際の診断の過程を

示し、最近の進歩について述べる。現在の治療である抗アセチルコリンエステラーゼについて紹介し、示し、最近の進歩について述べる。現在の治療である抗アセチルコリンエステラーゼについて紹介し、示し、最近の進歩について述べる。現在の治療である抗アセチルコリンエステラーゼについて紹介し、示し、最近の進歩について述べる。現在の治療である抗アセチルコリンエステラーゼについて紹介し、

ここ数年に著しい発展が見込まれている免疫治療についても言及する。ここ数年に著しい発展が見込まれている免疫治療についても言及する。ここ数年に著しい発展が見込まれている免疫治療についても言及する。ここ数年に著しい発展が見込まれている免疫治療についても言及する。    



日時：平成日時：平成日時：平成日時：平成 21212121 年年年年 3333 月月月月 27272727 日日日日((((金金金金))))    

場所：マリカ市民ホール場所：マリカ市民ホール場所：マリカ市民ホール場所：マリカ市民ホール    

総会後の懇親会、米寿・喜寿祝賀会並びに病・医院永年勤続者表彰式総会後の懇親会、米寿・喜寿祝賀会並びに病・医院永年勤続者表彰式総会後の懇親会、米寿・喜寿祝賀会並びに病・医院永年勤続者表彰式総会後の懇親会、米寿・喜寿祝賀会並びに病・医院永年勤続者表彰式    

    

【【【【米寿・米寿・米寿・米寿・喜寿を迎えられた会員】喜寿を迎えられた会員】喜寿を迎えられた会員】喜寿を迎えられた会員】    

米寿米寿米寿米寿    佐藤佐藤佐藤佐藤        擴擴擴擴    先生先生先生先生        松浦松浦松浦松浦    英夫英夫英夫英夫    先生先生先生先生    

喜寿喜寿喜寿喜寿    高橋高橋高橋高橋    良士良士良士良士    先生先生先生先生        鈴木鈴木鈴木鈴木    伸伸伸伸男男男男    先生先生先生先生    後藤後藤後藤後藤    興治興治興治興治    先生先生先生先生    佐久間佐久間佐久間佐久間    正昭正昭正昭正昭    先生先生先生先生    

【永年勤続者表彰受賞者【永年勤続者表彰受賞者【永年勤続者表彰受賞者【永年勤続者表彰受賞者】】】】    

黒羽根整形外科黒羽根整形外科黒羽根整形外科黒羽根整形外科    坂井坂井坂井坂井    純子純子純子純子    鶴岡地区医師会鶴岡地区医師会鶴岡地区医師会鶴岡地区医師会    難波難波難波難波    秋夫秋夫秋夫秋夫    

黒羽根整形外科黒羽根整形外科黒羽根整形外科黒羽根整形外科    渡部渡部渡部渡部    和子和子和子和子    鶴岡地区医師会鶴岡地区医師会鶴岡地区医師会鶴岡地区医師会    芳賀芳賀芳賀芳賀    直美直美直美直美    

こどもｸﾘﾆｯｸすずきこどもｸﾘﾆｯｸすずきこどもｸﾘﾆｯｸすずきこどもｸﾘﾆｯｸすずき    鈴木鈴木鈴木鈴木    まきまきまきまき    鶴岡地区医師会鶴岡地区医師会鶴岡地区医師会鶴岡地区医師会    宮崎宮崎宮崎宮崎    純子純子純子純子    

宮原病院宮原病院宮原病院宮原病院    阿部阿部阿部阿部    順子順子順子順子    鶴岡地区医師会鶴岡地区医師会鶴岡地区医師会鶴岡地区医師会    御橋御橋御橋御橋    慶治慶治慶治慶治    

宮原病院宮原病院宮原病院宮原病院    斎藤斎藤斎藤斎藤    章子章子章子章子    鶴岡地区医師会鶴岡地区医師会鶴岡地区医師会鶴岡地区医師会    渡部渡部渡部渡部    はつせはつせはつせはつせ    

宮原病院宮原病院宮原病院宮原病院    佐藤佐藤佐藤佐藤    真理真理真理真理    鶴岡地区医師会鶴岡地区医師会鶴岡地区医師会鶴岡地区医師会    石井石井石井石井    千佳子千佳子千佳子千佳子    

三井病院三井病院三井病院三井病院    原崎原崎原崎原崎    妙子妙子妙子妙子    鶴岡地区医師会鶴岡地区医師会鶴岡地区医師会鶴岡地区医師会    佐藤佐藤佐藤佐藤    和子和子和子和子    

三井病院三井病院三井病院三井病院    五十嵐五十嵐五十嵐五十嵐    香苗香苗香苗香苗    鶴岡地区医師会鶴岡地区医師会鶴岡地区医師会鶴岡地区医師会    田村田村田村田村        安安安安    

三井病院三井病院三井病院三井病院    本間本間本間本間    由紀由紀由紀由紀    鶴岡地区医師会鶴岡地区医師会鶴岡地区医師会鶴岡地区医師会    木村木村木村木村    由美由美由美由美    

鶴岡地区医師会鶴岡地区医師会鶴岡地区医師会鶴岡地区医師会    佐々木佐々木佐々木佐々木    幸一幸一幸一幸一    鶴岡地区医師会鶴岡地区医師会鶴岡地区医師会鶴岡地区医師会    菅原菅原菅原菅原    由紀由紀由紀由紀    

鶴岡地区医師会鶴岡地区医師会鶴岡地区医師会鶴岡地区医師会    池田池田池田池田    順子順子順子順子            

    

謝謝謝謝        辞辞辞辞    

宮原病院宮原病院宮原病院宮原病院    阿阿阿阿    部部部部    順順順順    子子子子    

本日は、このように永年勤続の表彰式をあげていただきましてありがとうございます。本日は、このように永年勤続の表彰式をあげていただきましてありがとうございます。本日は、このように永年勤続の表彰式をあげていただきましてありがとうございます。本日は、このように永年勤続の表彰式をあげていただきましてありがとうございます。    
厚くお礼を申し上げます。厚くお礼を申し上げます。厚くお礼を申し上げます。厚くお礼を申し上げます。    
この日を迎えることが出来ましたのも、先生方をはじめ、職場スタッフ皆様方のご指導、ご支援があったお陰であこの日を迎えることが出来ましたのも、先生方をはじめ、職場スタッフ皆様方のご指導、ご支援があったお陰であこの日を迎えることが出来ましたのも、先生方をはじめ、職場スタッフ皆様方のご指導、ご支援があったお陰であこの日を迎えることが出来ましたのも、先生方をはじめ、職場スタッフ皆様方のご指導、ご支援があったお陰であ
ると感謝致しております。ると感謝致しております。ると感謝致しております。ると感謝致しております。    
医療事務の仕事につき、医療事務の仕事につき、医療事務の仕事につき、医療事務の仕事につき、22222222年という月日の中で、医療を取りまく環境も変化してまいりましたが、その中で充実し年という月日の中で、医療を取りまく環境も変化してまいりましたが、その中で充実し年という月日の中で、医療を取りまく環境も変化してまいりましたが、その中で充実し年という月日の中で、医療を取りまく環境も変化してまいりましたが、その中で充実し
た日々を送ることができた事を実感し、誇りに思っています。た日々を送ることができた事を実感し、誇りに思っています。た日々を送ることができた事を実感し、誇りに思っています。た日々を送ることができた事を実感し、誇りに思っています。    
また、仕事をしてきた中でたくさんの方々と出会えたことは、私にとって大きな財産になっております。また、仕事をしてきた中でたくさんの方々と出会えたことは、私にとって大きな財産になっております。また、仕事をしてきた中でたくさんの方々と出会えたことは、私にとって大きな財産になっております。また、仕事をしてきた中でたくさんの方々と出会えたことは、私にとって大きな財産になっております。    
これからも、医療人の責務として、各自の果たす役割を認識し、患者さんに安心な医療を提供し、満足して頂これからも、医療人の責務として、各自の果たす役割を認識し、患者さんに安心な医療を提供し、満足して頂これからも、医療人の責務として、各自の果たす役割を認識し、患者さんに安心な医療を提供し、満足して頂これからも、医療人の責務として、各自の果たす役割を認識し、患者さんに安心な医療を提供し、満足して頂く事く事く事く事
ができるよう努力をしてまいりたいと思います。ができるよう努力をしてまいりたいと思います。ができるよう努力をしてまいりたいと思います。ができるよう努力をしてまいりたいと思います。    
今後もよろしく今後もよろしく今後もよろしく今後もよろしくお願い致します。お願い致します。お願い致します。お願い致します。    
本日は誠にありがとうございました。本日は誠にありがとうございました。本日は誠にありがとうございました。本日は誠にありがとうございました。    

    

    



新型インフルエンザ対策新型インフルエンザ対策新型インフルエンザ対策新型インフルエンザ対策を考えるときに必要なことを考えるときに必要なことを考えるときに必要なことを考えるときに必要なこと    

    

鶴岡地区医師会感染症対策委員会鶴岡地区医師会感染症対策委員会鶴岡地区医師会感染症対策委員会鶴岡地区医師会感染症対策委員会    岡岡岡岡    田田田田    恒恒恒恒    人人人人    

    

平成平成平成平成 21212121 年年年年 3333 月月月月 23232323 日に日に日に日に“庄内地域新型インフルエンザ対策行動要領”改訂版“庄内地域新型インフルエンザ対策行動要領”改訂版“庄内地域新型インフルエンザ対策行動要領”改訂版“庄内地域新型インフルエンザ対策行動要領”改訂版が庄内保健所のが庄内保健所のが庄内保健所のが庄内保健所の HPHPHPHP にににに

掲載されました。掲載されました。掲載されました。掲載されました。今回は行動今回は行動今回は行動今回は行動要領のみならず一般市民要領のみならず一般市民要領のみならず一般市民要領のみならず一般市民の方の方の方の方へへへへ向け向け向け向けたたたたガイドもガイドもガイドもガイドも掲示さ掲示さ掲示さ掲示されれれれ、一般、一般、一般、一般の方の方の方の方へへへへこのこのこのこの

疾患に対する疾患に対する疾患に対する疾患に対する理解を理解を理解を理解を広げていこうとする広げていこうとする広げていこうとする広げていこうとする行政機関の行政機関の行政機関の行政機関の努力努力努力努力がががが感じ感じ感じ感じられられられられる内容となる内容となる内容となる内容となっていますっていますっていますっています。。。。    

今回の行動要領今回の行動要領今回の行動要領今回の行動要領のののの変更は変更は変更は変更は、、、、平成平成平成平成 21212121年年年年 2222月に改訂された月に改訂された月に改訂された月に改訂された国の国の国の国の“新型インフルエンザ対策行動計画”を“新型インフルエンザ対策行動計画”を“新型インフルエンザ対策行動計画”を“新型インフルエンザ対策行動計画”を

受けての受けての受けての受けての内容とな内容とな内容とな内容となりましたりましたりましたりました。過去の。過去の。過去の。過去の行動要領行動要領行動要領行動要領との大きな違いはとの大きな違いはとの大きな違いはとの大きな違いは、流行段階をフェーズ、流行段階をフェーズ、流行段階をフェーズ、流行段階をフェーズ 1111から６段階にわから６段階にわから６段階にわから６段階にわ

け海外発生をけ海外発生をけ海外発生をけ海外発生を AAAA・・・・国内発生を国内発生を国内発生を国内発生を BBBBとしていたとしていたとしていたとしていた表現表現表現表現方法方法方法方法から表１のように未発生期から小康期から表１のように未発生期から小康期から表１のように未発生期から小康期から表１のように未発生期から小康期へへへへと分けてと分けてと分けてと分けてイイイイ

メージしやすくメージしやすくメージしやすくメージしやすくしたことしたことしたことしたこと、、、、対策の対策の対策の対策の主軸主軸主軸主軸を流行阻止から流行した場合の対応へを流行阻止から流行した場合の対応へを流行阻止から流行した場合の対応へを流行阻止から流行した場合の対応へ移したことです移したことです移したことです移したことです。。。。具体的に具体的に具体的に具体的に

はははは表表表表 2222の“の“の“の“庄内地域の医療体制庄内地域の医療体制庄内地域の医療体制庄内地域の医療体制”に示”に示”に示”に示されているように発生段階に応じされているように発生段階に応じされているように発生段階に応じされているように発生段階に応じたたたた対応策対応策対応策対応策のようになりますのようになりますのようになりますのようになります。。。。しししし

かしかしかしかし実際に新型インフルエンザが流行し始めたときに実際に新型インフルエンザが流行し始めたときに実際に新型インフルエンザが流行し始めたときに実際に新型インフルエンザが流行し始めたときにこのようなこのようなこのようなこのような対応対応対応対応ができるかについてができるかについてができるかについてができるかについては、は、は、は、まだ不透まだ不透まだ不透まだ不透

明な部分明な部分明な部分明な部分があることも事実です。があることも事実です。があることも事実です。があることも事実です。特に発熱外来の運営については我々医師会の役割特に発熱外来の運営については我々医師会の役割特に発熱外来の運営については我々医師会の役割特に発熱外来の運営については我々医師会の役割がががが大きく、大きく、大きく、大きく、各会員が各会員が各会員が各会員が

発熱外来へ発熱外来へ発熱外来へ発熱外来へ参加参加参加参加協協協協力いただけるか、また力いただけるか、また力いただけるか、また力いただけるか、またその運用その運用その運用その運用にににについてなどついてなどついてなどついてなど今後も今後も今後も今後も十分な議論を十分な議論を十分な議論を十分な議論をしなくてはいけないしなくてはいけないしなくてはいけないしなくてはいけない

ものとものとものとものと思われます思われます思われます思われます。。。。新型インフルエンザは新型インフルエンザは新型インフルエンザは新型インフルエンザは地震などの自然災害と同じように地震などの自然災害と同じように地震などの自然災害と同じように地震などの自然災害と同じようにいずれ必ず出現し避けるこいずれ必ず出現し避けるこいずれ必ず出現し避けるこいずれ必ず出現し避けるこ

とのできないとのできないとのできないとのできない災厄災厄災厄災厄ですですですです。その被害（重症度）はどの程度のものなのかまだまったくわかりませんが。その被害（重症度）はどの程度のものなのかまだまったくわかりませんが。その被害（重症度）はどの程度のものなのかまだまったくわかりませんが。その被害（重症度）はどの程度のものなのかまだまったくわかりませんが、恐、恐、恐、恐

れすぎず侮らずれすぎず侮らずれすぎず侮らずれすぎず侮らず実行性のある対策に実行性のある対策に実行性のある対策に実行性のある対策に育てていくために育てていくために育てていくために育てていくために今後も今後も今後も今後も御御御御協力おねがいいたします。協力おねがいいたします。協力おねがいいたします。協力おねがいいたします。    

４月に入り暖かくなってき４月に入り暖かくなってき４月に入り暖かくなってき４月に入り暖かくなってきたたたたにもかかわらずにもかかわらずにもかかわらずにもかかわらず診療所や休日診療所へ診療所や休日診療所へ診療所や休日診療所へ診療所や休日診療所へ、、、、多くの多くの多くの多くの AAAA 型や型や型や型や BBBB 型のインフルエ型のインフルエ型のインフルエ型のインフルエ

ンザ患者さんが受診されています。ンザ患者さんが受診されています。ンザ患者さんが受診されています。ンザ患者さんが受診されています。大人の大人の大人の大人の患者さんは孫や子供から感染したことが疑われ、その子供た患者さんは孫や子供から感染したことが疑われ、その子供た患者さんは孫や子供から感染したことが疑われ、その子供た患者さんは孫や子供から感染したことが疑われ、その子供た

ちは春休みに入りちは春休みに入りちは春休みに入りちは春休みに入り間もなく間もなく間もなく間もなく発症していました。発症していました。発症していました。発症していました。卒業式などの集会で罹患したようでした。卒業式などの集会で罹患したようでした。卒業式などの集会で罹患したようでした。卒業式などの集会で罹患したようでした。その卒業式にその卒業式にその卒業式にその卒業式に

ははははインフルエンザに罹患しているにも関わらず出席していたインフルエンザに罹患しているにも関わらず出席していたインフルエンザに罹患しているにも関わらず出席していたインフルエンザに罹患しているにも関わらず出席していたケースケースケースケースももももあったあったあったあったようです。ようです。ようです。ようです。そこで罹患しそこで罹患しそこで罹患しそこで罹患しささささ

らに家族に広がった様子が想像されます。らに家族に広がった様子が想像されます。らに家族に広がった様子が想像されます。らに家族に広がった様子が想像されます。インフルエンザ感染予防よりも卒業式が優先されるインフルエンザ感染予防よりも卒業式が優先されるインフルエンザ感染予防よりも卒業式が優先されるインフルエンザ感染予防よりも卒業式が優先されるように一ように一ように一ように一

般の方の感染予防の意識は般の方の感染予防の意識は般の方の感染予防の意識は般の方の感染予防の意識はまだまだまだまだまだまだまだまだ低低低低くくくく、このままの状態では、このままの状態では、このままの状態では、このままの状態では新型インフルエンザが発生した場合の患新型インフルエンザが発生した場合の患新型インフルエンザが発生した場合の患新型インフルエンザが発生した場合の患

者数は膨大な数になることが想像され者数は膨大な数になることが想像され者数は膨大な数になることが想像され者数は膨大な数になることが想像され、、、、せっかくの行動要領も画餅となってしまいます。せっかくの行動要領も画餅となってしまいます。せっかくの行動要領も画餅となってしまいます。せっかくの行動要領も画餅となってしまいます。新型インフ新型インフ新型インフ新型インフルルルル

エンザ対策は医療器具の充実や、新薬の開発で対応できるものではなく、地域における医療機関の協力エンザ対策は医療器具の充実や、新薬の開発で対応できるものではなく、地域における医療機関の協力エンザ対策は医療器具の充実や、新薬の開発で対応できるものではなく、地域における医療機関の協力エンザ対策は医療器具の充実や、新薬の開発で対応できるものではなく、地域における医療機関の協力

と一般の方々の感染予防意識の向上が最も重要で必要な武器でと一般の方々の感染予防意識の向上が最も重要で必要な武器でと一般の方々の感染予防意識の向上が最も重要で必要な武器でと一般の方々の感染予防意識の向上が最も重要で必要な武器であると思われますあると思われますあると思われますあると思われます。。。。    

    



表１表１表１表１    感染拡大の段階感染拡大の段階感染拡大の段階感染拡大の段階    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

表表表表 2222    庄内地域の医療体制庄内地域の医療体制庄内地域の医療体制庄内地域の医療体制    

    

    



新健診センター建設準備室便り新健診センター建設準備室便り新健診センター建設準備室便り新健診センター建設準備室便り    No3No3No3No3    

    

    3333 月上旬より敷地測量・土質調査が実施され、月上旬より敷地測量・土質調査が実施され、月上旬より敷地測量・土質調査が実施され、月上旬より敷地測量・土質調査が実施され、3333 月月月月 31313131 日にはそれぞれの業者から成果品日にはそれぞれの業者から成果品日にはそれぞれの業者から成果品日にはそれぞれの業者から成果品

の引渡しと業務完了報告を受けました。の引渡しと業務完了報告を受けました。の引渡しと業務完了報告を受けました。の引渡しと業務完了報告を受けました。    

    3333月月月月 18181818日（水）には会員の先生方への第日（水）には会員の先生方への第日（水）には会員の先生方への第日（水）には会員の先生方への第 1111回説明会が行われ、新健診センター建設委員回説明会が行われ、新健診センター建設委員回説明会が行われ、新健診センター建設委員回説明会が行われ、新健診センター建設委員

会の立ち上げと体制、新センターのコンセプト、設計業者選定会の立ち上げと体制、新センターのコンセプト、設計業者選定会の立ち上げと体制、新センターのコンセプト、設計業者選定会の立ち上げと体制、新センターのコンセプト、設計業者選定((((プロポーザル方式プロポーザル方式プロポーザル方式プロポーザル方式))))結果と現結果と現結果と現結果と現

況報告、建設予定地・今後の建設スケジュールについての説明を行いました。また設計業況報告、建設予定地・今後の建設スケジュールについての説明を行いました。また設計業況報告、建設予定地・今後の建設スケジュールについての説明を行いました。また設計業況報告、建設予定地・今後の建設スケジュールについての説明を行いました。また設計業

者による建物・環境を含めた基本構想についてプレゼンテーションも行われ、質疑では会者による建物・環境を含めた基本構想についてプレゼンテーションも行われ、質疑では会者による建物・環境を含めた基本構想についてプレゼンテーションも行われ、質疑では会者による建物・環境を含めた基本構想についてプレゼンテーションも行われ、質疑では会

員の先生方から多くのご意見員の先生方から多くのご意見員の先生方から多くのご意見員の先生方から多くのご意見・ご質問を頂きました。なお、「第・ご質問を頂きました。なお、「第・ご質問を頂きました。なお、「第・ご質問を頂きました。なお、「第 2222回会員説明会」は回会員説明会」は回会員説明会」は回会員説明会」は 6666月に月に月に月に

予定されていますので多数ご参加くださいますようよろしくお願いいたします。予定されていますので多数ご参加くださいますようよろしくお願いいたします。予定されていますので多数ご参加くださいますようよろしくお願いいたします。予定されていますので多数ご参加くださいますようよろしくお願いいたします。    

会員説明会後の第会員説明会後の第会員説明会後の第会員説明会後の第 7777 回建設委員会では設計業者も交えて、今後の基本設計に関する打合回建設委員会では設計業者も交えて、今後の基本設計に関する打合回建設委員会では設計業者も交えて、今後の基本設計に関する打合回建設委員会では設計業者も交えて、今後の基本設計に関する打合

せのスケジュール、検討内容についての確認が行われました。また、レディースフロアのせのスケジュール、検討内容についての確認が行われました。また、レディースフロアのせのスケジュール、検討内容についての確認が行われました。また、レディースフロアのせのスケジュール、検討内容についての確認が行われました。また、レディースフロアの

考え方について検討を行い、男女別検診フロアも視野にいれながら、進めていくことにな考え方について検討を行い、男女別検診フロアも視野にいれながら、進めていくことにな考え方について検討を行い、男女別検診フロアも視野にいれながら、進めていくことにな考え方について検討を行い、男女別検診フロアも視野にいれながら、進めていくことにな

りました。りました。りました。りました。    

    3333月の下旬から基本設計に入り、現在建設委員会では各室の名称・室数・現センターとの月の下旬から基本設計に入り、現在建設委員会では各室の名称・室数・現センターとの月の下旬から基本設計に入り、現在建設委員会では各室の名称・室数・現センターとの月の下旬から基本設計に入り、現在建設委員会では各室の名称・室数・現センターとの

機能分担について機能分担について機能分担について機能分担について検討を行っています。これを基にして検討を行っています。これを基にして検討を行っています。これを基にして検討を行っています。これを基にして 6666月末まで設計業者と各室の配置・月末まで設計業者と各室の配置・月末まで設計業者と各室の配置・月末まで設計業者と各室の配置・

面積・レイアウト等について詳細な打ち合わせを行い、基本設計を終え、実施設計に入る面積・レイアウト等について詳細な打ち合わせを行い、基本設計を終え、実施設計に入る面積・レイアウト等について詳細な打ち合わせを行い、基本設計を終え、実施設計に入る面積・レイアウト等について詳細な打ち合わせを行い、基本設計を終え、実施設計に入る

ことになります。ことになります。ことになります。ことになります。    

    4444 月月月月 5555 日（日）には建設委員の先生方と職員とで酒田の山形県結核成人病予防協会庄内日（日）には建設委員の先生方と職員とで酒田の山形県結核成人病予防協会庄内日（日）には建設委員の先生方と職員とで酒田の山形県結核成人病予防協会庄内日（日）には建設委員の先生方と職員とで酒田の山形県結核成人病予防協会庄内

検診センターの視察に行ってきました。同じ庄内地域の健診センターという事もあり、受検診センターの視察に行ってきました。同じ庄内地域の健診センターという事もあり、受検診センターの視察に行ってきました。同じ庄内地域の健診センターという事もあり、受検診センターの視察に行ってきました。同じ庄内地域の健診センターという事もあり、受

診者・スタッフの動線やハード面等、どのような工夫・配慮をしているのかを見学でき、診者・スタッフの動線やハード面等、どのような工夫・配慮をしているのかを見学でき、診者・スタッフの動線やハード面等、どのような工夫・配慮をしているのかを見学でき、診者・スタッフの動線やハード面等、どのような工夫・配慮をしているのかを見学でき、

今後基本設計を進めていく上で大変参考になりました。今後基本設計を進めていく上で大変参考になりました。今後基本設計を進めていく上で大変参考になりました。今後基本設計を進めていく上で大変参考になりました。    

    



◆◆◆◆◆◆◆◆    連載連載連載連載    庄内プロジェクト庄内プロジェクト庄内プロジェクト庄内プロジェクト    第第第第 7777 回回回回    ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆    

庄内プロジェクトにおける庄内プロジェクトにおける庄内プロジェクトにおける庄内プロジェクトにおける ITITITIT 化の状況ついて化の状況ついて化の状況ついて化の状況ついて    

株式会社ストローハット株式会社ストローハット株式会社ストローハット株式会社ストローハット    

代表取締役代表取締役代表取締役代表取締役    鈴鈴鈴鈴    木木木木        哲哲哲哲    

    

    このこのこのこの 4444 月からは月からは月からは月からは 2222 年目を迎える庄内プロジェク年目を迎える庄内プロジェク年目を迎える庄内プロジェク年目を迎える庄内プロジェク

ト。地域で支えるがん緩和医療を、地域の医療機ト。地域で支えるがん緩和医療を、地域の医療機ト。地域で支えるがん緩和医療を、地域の医療機ト。地域で支えるがん緩和医療を、地域の医療機

関が一体となって推進する本プロジェクトですが、関が一体となって推進する本プロジェクトですが、関が一体となって推進する本プロジェクトですが、関が一体となって推進する本プロジェクトですが、

医師、看護師、訪問看護師、薬剤師、メディカル医師、看護師、訪問看護師、薬剤師、メディカル医師、看護師、訪問看護師、薬剤師、メディカル医師、看護師、訪問看護師、薬剤師、メディカル

ソーシャルワーカー、ケアマネージャー等々、様々ソーシャルワーカー、ケアマネージャー等々、様々ソーシャルワーカー、ケアマネージャー等々、様々ソーシャルワーカー、ケアマネージャー等々、様々

な立場の医療機関や医療関係者が関わる必要があな立場の医療機関や医療関係者が関わる必要があな立場の医療機関や医療関係者が関わる必要があな立場の医療機関や医療関係者が関わる必要があ

るところが非常に難しいところでもあり、それはるところが非常に難しいところでもあり、それはるところが非常に難しいところでもあり、それはるところが非常に難しいところでもあり、それは

言いかえれば非常に進歩的なところでもあります。言いかえれば非常に進歩的なところでもあります。言いかえれば非常に進歩的なところでもあります。言いかえれば非常に進歩的なところでもあります。    

    そのそのそのそのような様々な立場の人が集まり、同じ目標ような様々な立場の人が集まり、同じ目標ような様々な立場の人が集まり、同じ目標ような様々な立場の人が集まり、同じ目標

に向かって進むためには、どのようにして情報をに向かって進むためには、どのようにして情報をに向かって進むためには、どのようにして情報をに向かって進むためには、どのようにして情報を

共有していくかということが、プロジェクトを前共有していくかということが、プロジェクトを前共有していくかということが、プロジェクトを前共有していくかということが、プロジェクトを前

進させるためにはひとつの大きなポイントとなり進させるためにはひとつの大きなポイントとなり進させるためにはひとつの大きなポイントとなり進させるためにはひとつの大きなポイントとなり

ます。当地区が長年培ってきたます。当地区が長年培ってきたます。当地区が長年培ってきたます。当地区が長年培ってきた Net4UNet4UNet4UNet4U を中心としを中心としを中心としを中心とし

たたたた ITITITIT 技術は、それを支える有用なツール群であり、技術は、それを支える有用なツール群であり、技術は、それを支える有用なツール群であり、技術は、それを支える有用なツール群であり、

他他他他のののの戦略研究介入地域からも注目される重要なト戦略研究介入地域からも注目される重要なト戦略研究介入地域からも注目される重要なト戦略研究介入地域からも注目される重要なト

ピックとなっています。ピックとなっています。ピックとなっています。ピックとなっています。    

以下に、現在行っている以下に、現在行っている以下に、現在行っている以下に、現在行っている ITITITIT 化の取り組みの経過化の取り組みの経過化の取り組みの経過化の取り組みの経過

報告をさせて頂きたいと思います。報告をさせて頂きたいと思います。報告をさせて頂きたいと思います。報告をさせて頂きたいと思います。    

    

（１）（１）（１）（１）    Net4UNet4UNet4UNet4U の活用と推進の活用と推進の活用と推進の活用と推進    

    地域の病院、診療所、訪問看護ステーション等地域の病院、診療所、訪問看護ステーション等地域の病院、診療所、訪問看護ステーション等地域の病院、診療所、訪問看護ステーション等

が患者情報を共有し、施設や職種が患者情報を共有し、施設や職種が患者情報を共有し、施設や職種が患者情報を共有し、施設や職種を越えて診療方を越えて診療方を越えて診療方を越えて診療方

針の共有が実現できるインターネットツール針の共有が実現できるインターネットツール針の共有が実現できるインターネットツール針の共有が実現できるインターネットツール

「「「「Net4UNet4UNet4UNet4U」は、病院において緩和ケアが始まり、退」は、病院において緩和ケアが始まり、退」は、病院において緩和ケアが始まり、退」は、病院において緩和ケアが始まり、退

院カンファレンスを経て、かかりつけ医、訪問看院カンファレンスを経て、かかりつけ医、訪問看院カンファレンスを経て、かかりつけ医、訪問看院カンファレンスを経て、かかりつけ医、訪問看

護ステーション、ケアマネージャーによる在宅緩護ステーション、ケアマネージャーによる在宅緩護ステーション、ケアマネージャーによる在宅緩護ステーション、ケアマネージャーによる在宅緩

和ケアを行っていく庄内プロジェクトにおいては、和ケアを行っていく庄内プロジェクトにおいては、和ケアを行っていく庄内プロジェクトにおいては、和ケアを行っていく庄内プロジェクトにおいては、

まさにうってつけのツールであり、他の地域からまさにうってつけのツールであり、他の地域からまさにうってつけのツールであり、他の地域からまさにうってつけのツールであり、他の地域から

も注目され羨望する当地区独特のも注目され羨望する当地区独特のも注目され羨望する当地区独特のも注目され羨望する当地区独特の ITITITIT ツールです。ツールです。ツールです。ツールです。    

庄内プロジェクトでは庄内プロジェクトでは庄内プロジェクトでは庄内プロジェクトでは ITITITIT 活用委員会を早期に活用委員会を早期に活用委員会を早期に活用委員会を早期に

立ち上げ、介入患者全例を立ち上げ、介入患者全例を立ち上げ、介入患者全例を立ち上げ、介入患者全例を Net4UNet4UNet4UNet4U 登録登録登録登録し情報共有し情報共有し情報共有し情報共有

を行ってきています。を行ってきています。を行ってきています。を行ってきています。Net4UNet4UNet4UNet4U 上には退院カンファ上には退院カンファ上には退院カンファ上には退院カンファ

レンスシートや紹介状、看護サマリーが添付されレンスシートや紹介状、看護サマリーが添付されレンスシートや紹介状、看護サマリーが添付されレンスシートや紹介状、看護サマリーが添付され

るとともに、病院主治医、在宅主治医、訪問看護るとともに、病院主治医、在宅主治医、訪問看護るとともに、病院主治医、在宅主治医、訪問看護るとともに、病院主治医、在宅主治医、訪問看護

師の間でのコミュニケーションが実現されていま師の間でのコミュニケーションが実現されていま師の間でのコミュニケーションが実現されていま師の間でのコミュニケーションが実現されていま

す。す。す。す。    

今までの今までの今までの今までの Net4UNet4UNet4UNet4U ではではではでは主として医師、看護師の利主として医師、看護師の利主として医師、看護師の利主として医師、看護師の利

用を前提としておりましたが、地域で緩和ケアを用を前提としておりましたが、地域で緩和ケアを用を前提としておりましたが、地域で緩和ケアを用を前提としておりましたが、地域で緩和ケアを

支えるためには、調剤薬局や介護・福祉の領域ま支えるためには、調剤薬局や介護・福祉の領域ま支えるためには、調剤薬局や介護・福祉の領域ま支えるためには、調剤薬局や介護・福祉の領域ま

でその範囲を広げる必要があります。それに向けでその範囲を広げる必要があります。それに向けでその範囲を広げる必要があります。それに向けでその範囲を広げる必要があります。それに向け

て現在、て現在、て現在、て現在、Net4UNet4UNet4UNet4U の利用規約やセキュリティガイドの利用規約やセキュリティガイドの利用規約やセキュリティガイドの利用規約やセキュリティガイド

ラインラインラインラインののののアップデートアップデートアップデートアップデートのののの検討を進めて検討を進めて検討を進めて検討を進めており、今後おり、今後おり、今後おり、今後

はさらに大きな枠組みでのはさらに大きな枠組みでのはさらに大きな枠組みでのはさらに大きな枠組みでの Net4UNet4UNet4UNet4U の活用が実現での活用が実現での活用が実現での活用が実現で

きるようになる予定です。きるようになる予定です。きるようになる予定です。きるようになる予定です。    

    

（２）（２）（２）（２）    地域リソースデータベースの作成地域リソースデータベースの作成地域リソースデータベースの作成地域リソースデータベースの作成    

    「「「「地域にどのような医療機関があり、そこ地域にどのような医療機関があり、そこ地域にどのような医療機関があり、そこ地域にどのような医療機関があり、そこでどでどでどでど

のような医療がのような医療がのような医療がのような医療が提供されているのかがわ提供されているのかがわ提供されているのかがわ提供されているのかがわからなからなからなからな

いいいい」。このような」。このような」。このような」。このような声は声は声は声は、、、、一般市民はもちろん一般市民はもちろん一般市民はもちろん一般市民はもちろんですがですがですがですが、、、、

医療者から医療者から医療者から医療者からも多く聞かれており、このような情報も多く聞かれており、このような情報も多く聞かれており、このような情報も多く聞かれており、このような情報

の不足が昨今騒がれている医療崩壊の一因ともなの不足が昨今騒がれている医療崩壊の一因ともなの不足が昨今騒がれている医療崩壊の一因ともなの不足が昨今騒がれている医療崩壊の一因ともな

っていることは否めません。緩和ケアに関してもっていることは否めません。緩和ケアに関してもっていることは否めません。緩和ケアに関してもっていることは否めません。緩和ケアに関しても

同様で、どの病院、診療所ではどのような医療が同様で、どの病院、診療所ではどのような医療が同様で、どの病院、診療所ではどのような医療が同様で、どの病院、診療所ではどのような医療が

提供されているのか、提供されているのか、提供されているのか、提供されているのか、どこの介護福祉施設ではどどこの介護福祉施設ではどどこの介護福祉施設ではどどこの介護福祉施設ではど

こまでの医療行為ができるか、どの調剤薬局に麻こまでの医療行為ができるか、どの調剤薬局に麻こまでの医療行為ができるか、どの調剤薬局に麻こまでの医療行為ができるか、どの調剤薬局に麻

薬の処方が可能であるか等々、治療やケアに必要薬の処方が可能であるか等々、治療やケアに必要薬の処方が可能であるか等々、治療やケアに必要薬の処方が可能であるか等々、治療やケアに必要

な情報が十分に提供されていない状況であります。な情報が十分に提供されていない状況であります。な情報が十分に提供されていない状況であります。な情報が十分に提供されていない状況であります。    

    当地区では、既に開業医の先生方にはアンケー当地区では、既に開業医の先生方にはアンケー当地区では、既に開業医の先生方にはアンケー当地区では、既に開業医の先生方にはアンケー

トのご協力をお願いしてあり御存じのことかと思トのご協力をお願いしてあり御存じのことかと思トのご協力をお願いしてあり御存じのことかと思トのご協力をお願いしてあり御存じのことかと思

いますが、庄内プロジェクトと医師会が一丸とないますが、庄内プロジェクトと医師会が一丸とないますが、庄内プロジェクトと医師会が一丸とないますが、庄内プロジェクトと医師会が一丸とな

り、地域の医療情報を共有し活用できるような、り、地域の医療情報を共有し活用できるような、り、地域の医療情報を共有し活用できるような、り、地域の医療情報を共有し活用できるような、

地域リソースデータベースの作成に取り掛かって地域リソースデータベースの作成に取り掛かって地域リソースデータベースの作成に取り掛かって地域リソースデータベースの作成に取り掛かって

います。緩和ケアに関わらず、どのような治療がいます。緩和ケアに関わらず、どのような治療がいます。緩和ケアに関わらず、どのような治療がいます。緩和ケアに関わらず、どのような治療が

提供できるかといった情報、所在地の情報、診療提供できるかといった情報、所在地の情報、診療提供できるかといった情報、所在地の情報、診療提供できるかといった情報、所在地の情報、診療

時間の情報を、医師会イントラネット上で検索で時間の情報を、医師会イントラネット上で検索で時間の情報を、医師会イントラネット上で検索で時間の情報を、医師会イントラネット上で検索で

きるようになります。また今後はその情報の一部きるようになります。また今後はその情報の一部きるようになります。また今後はその情報の一部きるようになります。また今後はその情報の一部



を市民にも公開できるようにし、医療者にとってを市民にも公開できるようにし、医療者にとってを市民にも公開できるようにし、医療者にとってを市民にも公開できるようにし、医療者にとって

も市民にとっても、地域の医療資源についての情も市民にとっても、地域の医療資源についての情も市民にとっても、地域の医療資源についての情も市民にとっても、地域の医療資源についての情

報不足のために不便を感じない報不足のために不便を感じない報不足のために不便を感じない報不足のために不便を感じないような情報を提供ような情報を提供ような情報を提供ような情報を提供

していく予定です。していく予定です。していく予定です。していく予定です。    

    

（３）（３）（３）（３）    庄内プロジェクトホームページの作成庄内プロジェクトホームページの作成庄内プロジェクトホームページの作成庄内プロジェクトホームページの作成    

    「緩和ケア」とはまだまだ市民にとっては聞き「緩和ケア」とはまだまだ市民にとっては聞き「緩和ケア」とはまだまだ市民にとっては聞き「緩和ケア」とはまだまだ市民にとっては聞き

慣れていない言葉です。また、当地区では「庄内慣れていない言葉です。また、当地区では「庄内慣れていない言葉です。また、当地区では「庄内慣れていない言葉です。また、当地区では「庄内

プロジェクト」という名のもとに、緩和ケアにつプロジェクト」という名のもとに、緩和ケアにつプロジェクト」という名のもとに、緩和ケアにつプロジェクト」という名のもとに、緩和ケアにつ

いて地域が協力して支えていくという体制をとり、いて地域が協力して支えていくという体制をとり、いて地域が協力して支えていくという体制をとり、いて地域が協力して支えていくという体制をとり、

多くの医療機関が協力しているということも、ま多くの医療機関が協力しているということも、ま多くの医療機関が協力しているということも、ま多くの医療機関が協力しているということも、ま

だまだ市民に十分に知られている状況とは言えなだまだ市民に十分に知られている状況とは言えなだまだ市民に十分に知られている状況とは言えなだまだ市民に十分に知られている状況とは言えな

いのが現状です。いのが現状です。いのが現状です。いのが現状です。    

    まずは「緩和ケア」そして「庄内プロジェクト」まずは「緩和ケア」そして「庄内プロジェクト」まずは「緩和ケア」そして「庄内プロジェクト」まずは「緩和ケア」そして「庄内プロジェクト」

を知って頂くことが、地域での緩和ケアを浸透さを知って頂くことが、地域での緩和ケアを浸透さを知って頂くことが、地域での緩和ケアを浸透さを知って頂くことが、地域での緩和ケアを浸透さ

せるための第一歩であり、そのために庄内プロジせるための第一歩であり、そのために庄内プロジせるための第一歩であり、そのために庄内プロジせるための第一歩であり、そのために庄内プロジ

ェクトではホームペーェクトではホームペーェクトではホームペーェクトではホームページを開設しました。ジを開設しました。ジを開設しました。ジを開設しました。    

    

http://www.shonaihttp://www.shonaihttp://www.shonaihttp://www.shonai----project.net/project.net/project.net/project.net/    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

ホームページ上では、「緩和ケアとはどんなことなホームページ上では、「緩和ケアとはどんなことなホームページ上では、「緩和ケアとはどんなことなホームページ上では、「緩和ケアとはどんなことな

のか？」といった基本的なことから、「実際に庄内のか？」といった基本的なことから、「実際に庄内のか？」といった基本的なことから、「実際に庄内のか？」といった基本的なことから、「実際に庄内

プロジェクトとして当地区ではどのような活動がプロジェクトとして当地区ではどのような活動がプロジェクトとして当地区ではどのような活動がプロジェクトとして当地区ではどのような活動が

行われているのか？」といったこと、そしてなに行われているのか？」といったこと、そしてなに行われているのか？」といったこと、そしてなに行われているのか？」といったこと、そしてなに

より「まずどこに相談すればいいのか？」といっより「まずどこに相談すればいいのか？」といっより「まずどこに相談すればいいのか？」といっより「まずどこに相談すればいいのか？」といっ

た情報まで、市民にとって当地区において緩和ケた情報まで、市民にとって当地区において緩和ケた情報まで、市民にとって当地区において緩和ケた情報まで、市民にとって当地区において緩和ケ

アを受けるに当たって必要アを受けるに当たって必要アを受けるに当たって必要アを受けるに当たって必要な情報を公開していまな情報を公開していまな情報を公開していまな情報を公開していま

す。また、緩和ケアスキルアップセミナーや地域す。また、緩和ケアスキルアップセミナーや地域す。また、緩和ケアスキルアップセミナーや地域す。また、緩和ケアスキルアップセミナーや地域

カンファレンスといった、市民だけではなく医療カンファレンスといった、市民だけではなく医療カンファレンスといった、市民だけではなく医療カンファレンスといった、市民だけではなく医療

関係者にとっても必要な情報を共有できる情報共関係者にとっても必要な情報を共有できる情報共関係者にとっても必要な情報を共有できる情報共関係者にとっても必要な情報を共有できる情報共

有サイトも作成しており、地域全体での緩和ケア有サイトも作成しており、地域全体での緩和ケア有サイトも作成しており、地域全体での緩和ケア有サイトも作成しており、地域全体での緩和ケア

への取り組みをサポートするへの取り組みをサポートするへの取り組みをサポートするへの取り組みをサポートする ITITITIT ツールとしてもツールとしてもツールとしてもツールとしても

機能して行く予定です。機能して行く予定です。機能して行く予定です。機能して行く予定です。    

    

    はじめに述べました通り、様々な立場の医療機はじめに述べました通り、様々な立場の医療機はじめに述べました通り、様々な立場の医療機はじめに述べました通り、様々な立場の医療機

関や職種が同じ目的に向かって取り組むためには、関や職種が同じ目的に向かって取り組むためには、関や職種が同じ目的に向かって取り組むためには、関や職種が同じ目的に向かって取り組むためには、

どのように情報を共有していき、目標を共有してどのように情報を共有していき、目標を共有してどのように情報を共有していき、目標を共有してどのように情報を共有していき、目標を共有して

いくかが非常に大切になります。いくかが非常に大切になります。いくかが非常に大切になります。いくかが非常に大切になります。庄内プロジェク庄内プロジェク庄内プロジェク庄内プロジェク

トでは、「緩和ケア教育」「市民啓発」「地域連携」トでは、「緩和ケア教育」「市民啓発」「地域連携」トでは、「緩和ケア教育」「市民啓発」「地域連携」トでは、「緩和ケア教育」「市民啓発」「地域連携」

「専門緩和ケアの充実「専門緩和ケアの充実「専門緩和ケアの充実「専門緩和ケアの充実」という」という」という」という、、、、プロジェクトをプロジェクトをプロジェクトをプロジェクトを

推進するための四本柱推進するための四本柱推進するための四本柱推進するための四本柱（図）（図）（図）（図）をををを軸として軸として軸として軸として、、、、様々な様々な様々な様々な

取り組みが検討され、実施されています。取り組みが検討され、実施されています。取り組みが検討され、実施されています。取り組みが検討され、実施されています。どの取どの取どの取どの取

り組みにおいても、り組みにおいても、り組みにおいても、り組みにおいても、ITITITIT はそれらを横断してサポーはそれらを横断してサポーはそれらを横断してサポーはそれらを横断してサポー

トするツールとして、プロジェクト全体を支えるトするツールとして、プロジェクト全体を支えるトするツールとして、プロジェクト全体を支えるトするツールとして、プロジェクト全体を支える

役割を担います。当地区は医療役割を担います。当地区は医療役割を担います。当地区は医療役割を担います。当地区は医療 ITITITIT の先進地域であの先進地域であの先進地域であの先進地域であ

るという特性を活かし、るという特性を活かし、るという特性を活かし、るという特性を活かし、ITITITIT 活用の面では他の地域活用の面では他の地域活用の面では他の地域活用の面では他の地域

をリードしていくという認識を持ってをリードしていくという認識を持ってをリードしていくという認識を持ってをリードしていくという認識を持って、、、、今後も広今後も広今後も広今後も広

くくくく緩和ケアにおける緩和ケアにおける緩和ケアにおける緩和ケアにおける ITITITIT の活用の活用の活用の活用を進めていく予定を進めていく予定を進めていく予定を進めていく予定

です。です。です。です。    

緩和ケア教育 市⺠啓発 地域連携 専門緩和ケアの充実
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日常診療における笑いの活用日常診療における笑いの活用日常診療における笑いの活用日常診療における笑いの活用    

黒羽根整形外科黒羽根整形外科黒羽根整形外科黒羽根整形外科    黒羽根黒羽根黒羽根黒羽根    洋司洋司洋司洋司    

    

    

    

    

    

日常診療におけるスキルの一つとして、“笑い”日常診療におけるスキルの一つとして、“笑い”日常診療におけるスキルの一つとして、“笑い”日常診療におけるスキルの一つとして、“笑い”

のもつ意味とその有効な使い方について述べる。のもつ意味とその有効な使い方について述べる。のもつ意味とその有効な使い方について述べる。のもつ意味とその有効な使い方について述べる。    

    

【いま、なぜ“笑い”か】【いま、なぜ“笑い”か】【いま、なぜ“笑い”か】【いま、なぜ“笑い”か】    

    まずは、私たち医療従事者を囲む環境から笑いまずは、私たち医療従事者を囲む環境から笑いまずは、私たち医療従事者を囲む環境から笑いまずは、私たち医療従事者を囲む環境から笑い

の意味を考えてみる。の意味を考えてみる。の意味を考えてみる。の意味を考えてみる。    

    

１．病気・対象疾患の変化と健康管理・治療内容１．病気・対象疾患の変化と健康管理・治療内容１．病気・対象疾患の変化と健康管理・治療内容１．病気・対象疾患の変化と健康管理・治療内容

の変化の変化の変化の変化    

    日本は世界一の長寿国となった。この急激な社日本は世界一の長寿国となった。この急激な社日本は世界一の長寿国となった。この急激な社日本は世界一の長寿国となった。この急激な社

会構造の変化とそれに即応した形で進歩した医会構造の変化とそれに即応した形で進歩した医会構造の変化とそれに即応した形で進歩した医会構造の変化とそれに即応した形で進歩した医

療は、私たちが対象とする病気・疾患の内容を否療は、私たちが対象とする病気・疾患の内容を否療は、私たちが対象とする病気・疾患の内容を否療は、私たちが対象とする病気・疾患の内容を否

応なしに変えてきている。応なしに変えてきている。応なしに変えてきている。応なしに変えてきている。    

    これまで多くを占めていた感染症、急性疾患はこれまで多くを占めていた感染症、急性疾患はこれまで多くを占めていた感染症、急性疾患はこれまで多くを占めていた感染症、急性疾患は

減減減減少し、環境起因疾患、生活習慣病や心因性疾患少し、環境起因疾患、生活習慣病や心因性疾患少し、環境起因疾患、生活習慣病や心因性疾患少し、環境起因疾患、生活習慣病や心因性疾患

が増え、高齢者に至っては認知症が大きな問題とが増え、高齢者に至っては認知症が大きな問題とが増え、高齢者に至っては認知症が大きな問題とが増え、高齢者に至っては認知症が大きな問題と

なっている。なっている。なっている。なっている。    

    疾患地図の変化は、必然私たちが果たすべき治疾患地図の変化は、必然私たちが果たすべき治疾患地図の変化は、必然私たちが果たすべき治疾患地図の変化は、必然私たちが果たすべき治

療内容にも影響を与えている。病気の治癒を第一療内容にも影響を与えている。病気の治癒を第一療内容にも影響を与えている。病気の治癒を第一療内容にも影響を与えている。病気の治癒を第一

義においたこれまでの医療は、予防ひいては健康義においたこれまでの医療は、予防ひいては健康義においたこれまでの医療は、予防ひいては健康義においたこれまでの医療は、予防ひいては健康

増進をはかるものとなった。対象は有病者ばかり増進をはかるものとなった。対象は有病者ばかり増進をはかるものとなった。対象は有病者ばかり増進をはかるものとなった。対象は有病者ばかり

でなく全員となり、問題発見の場は日常生活全般でなく全員となり、問題発見の場は日常生活全般でなく全員となり、問題発見の場は日常生活全般でなく全員となり、問題発見の場は日常生活全般

となった。となった。となった。となった。    

    

２．医師と患者の関係と医師の役割の変化２．医師と患者の関係と医師の役割の変化２．医師と患者の関係と医師の役割の変化２．医師と患者の関係と医師の役割の変化    

    １から導かれる医師―患者の関係も、これまで１から導かれる医師―患者の関係も、これまで１から導かれる医師―患者の関係も、これまで１から導かれる医師―患者の関係も、これまで

の治療者と被治療者という縦のものから、共同作の治療者と被治療者という縦のものから、共同作の治療者と被治療者という縦のものから、共同作の治療者と被治療者という縦のものから、共同作

業者すなわち横の関係となる。医師には「科学者」業者すなわち横の関係となる。医師には「科学者」業者すなわち横の関係となる。医師には「科学者」業者すなわち横の関係となる。医師には「科学者」

「技「技「技「技術者」のみならず「援助者」としての資質も術者」のみならず「援助者」としての資質も術者」のみならず「援助者」としての資質も術者」のみならず「援助者」としての資質も

要求されるようになったといえよう。要求されるようになったといえよう。要求されるようになったといえよう。要求されるようになったといえよう。    

    「援助者」たる医師の能力の一つに「援助者」たる医師の能力の一つに「援助者」たる医師の能力の一つに「援助者」たる医師の能力の一つに「患者を笑「患者を笑「患者を笑「患者を笑

わせる」わせる」わせる」わせる」ことも含まれてもいいのではないかと笑ことも含まれてもいいのではないかと笑ことも含まれてもいいのではないかと笑ことも含まれてもいいのではないかと笑

い療法士３級の筆者は考える。い療法士３級の筆者は考える。い療法士３級の筆者は考える。い療法士３級の筆者は考える。    

    

【笑いがもたらすもの】【笑いがもたらすもの】【笑いがもたらすもの】【笑いがもたらすもの】    

    笑いにはさまざまな効用があるが、井上宏氏に笑いにはさまざまな効用があるが、井上宏氏に笑いにはさまざまな効用があるが、井上宏氏に笑いにはさまざまな効用があるが、井上宏氏に

よる４作用が至当である。（『笑いは心の治癒力』よる４作用が至当である。（『笑いは心の治癒力』よる４作用が至当である。（『笑いは心の治癒力』よる４作用が至当である。（『笑いは心の治癒力』

海竜社）海竜社）海竜社）海竜社）    

１．親和作用：ともに笑うことで気持ちが和らぎ、１．親和作用：ともに笑うことで気持ちが和らぎ、１．親和作用：ともに笑うことで気持ちが和らぎ、１．親和作用：ともに笑うことで気持ちが和らぎ、

口も軽くなる。口も軽くなる。口も軽くなる。口も軽くなる。    

２．誘引作用：笑いの絶えない楽しい人には人が２．誘引作用：笑いの絶えない楽しい人には人が２．誘引作用：笑いの絶えない楽しい人には人が２．誘引作用：笑いの絶えない楽しい人には人が

集まる。集まる。集まる。集まる。    

３．浄化作用：つらい時、腹が立つ時でも笑いが３．浄化作用：つらい時、腹が立つ時でも笑いが３．浄化作用：つらい時、腹が立つ時でも笑いが３．浄化作用：つらい時、腹が立つ時でも笑いが

立ち直りを早くする。立ち直りを早くする。立ち直りを早くする。立ち直りを早くする。    

４．解放作４．解放作４．解放作４．解放作用：ものの見方を相対化し複眼的にし用：ものの見方を相対化し複眼的にし用：ものの見方を相対化し複眼的にし用：ものの見方を相対化し複眼的にし

てくれる。てくれる。てくれる。てくれる。    

    こうして笑いは人の頭と心を柔軟にする作用こうして笑いは人の頭と心を柔軟にする作用こうして笑いは人の頭と心を柔軟にする作用こうして笑いは人の頭と心を柔軟にする作用

があり、この力を日常診療に使わない手はない。があり、この力を日常診療に使わない手はない。があり、この力を日常診療に使わない手はない。があり、この力を日常診療に使わない手はない。

笑いは伝染力が強いものであるから、いつの間に笑いは伝染力が強いものであるから、いつの間に笑いは伝染力が強いものであるから、いつの間に笑いは伝染力が強いものであるから、いつの間に

か患者も笑い、不安や緊張感が解け、医者の説明か患者も笑い、不安や緊張感が解け、医者の説明か患者も笑い、不安や緊張感が解け、医者の説明か患者も笑い、不安や緊張感が解け、医者の説明

も良く頭に入るようになるのである。も良く頭に入るようになるのである。も良く頭に入るようになるのである。も良く頭に入るようになるのである。    

    

【会話に笑いを添えて【会話に笑いを添えて【会話に笑いを添えて【会話に笑いを添えて    

ー医者が笑えば患者も笑うー】ー医者が笑えば患者も笑うー】ー医者が笑えば患者も笑うー】ー医者が笑えば患者も笑うー】    

    笑いはどこでも誰にでも使え、何の道具も必要笑いはどこでも誰にでも使え、何の道具も必要笑いはどこでも誰にでも使え、何の道具も必要笑いはどこでも誰にでも使え、何の道具も必要

としない料理でいえば調味料のようなものであとしない料理でいえば調味料のようなものであとしない料理でいえば調味料のようなものであとしない料理でいえば調味料のようなものであ

る。あいさつに入れても、会話に添えても、表情る。あいさつに入れても、会話に添えても、表情る。あいさつに入れても、会話に添えても、表情る。あいさつに入れても、会話に添えても、表情

や態度に振りかけても、独特の風味を醸し出す。や態度に振りかけても、独特の風味を醸し出す。や態度に振りかけても、独特の風味を醸し出す。や態度に振りかけても、独特の風味を醸し出す。    

    笑いは食感や味を引き出す“つなぎ”でもある。笑いは食感や味を引き出す“つなぎ”でもある。笑いは食感や味を引き出す“つなぎ”でもある。笑いは食感や味を引き出す“つなぎ”でもある。

笑いを活用することで、医者と患者の間、ひいて笑いを活用することで、医者と患者の間、ひいて笑いを活用することで、医者と患者の間、ひいて笑いを活用することで、医者と患者の間、ひいて

は医療従事者同士をうまく調和させ、親密度を強は医療従事者同士をうまく調和させ、親密度を強は医療従事者同士をうまく調和させ、親密度を強は医療従事者同士をうまく調和させ、親密度を強

める。人と人とを結ぶ大きな絆、それが微笑みでめる。人と人とを結ぶ大きな絆、それが微笑みでめる。人と人とを結ぶ大きな絆、それが微笑みでめる。人と人とを結ぶ大きな絆、それが微笑みで

ある。ある。ある。ある。    

【いい笑いを人に送るために】【いい笑いを人に送るために】【いい笑いを人に送るために】【いい笑いを人に送るために】    

笑顔を忘れず、必ず相手の目を見て話すこと。医者が笑えば患者も笑い、穏やかな会話はより良笑顔を忘れず、必ず相手の目を見て話すこと。医者が笑えば患者も笑い、穏やかな会話はより良笑顔を忘れず、必ず相手の目を見て話すこと。医者が笑えば患者も笑い、穏やかな会話はより良笑顔を忘れず、必ず相手の目を見て話すこと。医者が笑えば患者も笑い、穏やかな会話はより良

い医師対患者の関係を生むことにない医師対患者の関係を生むことにない医師対患者の関係を生むことにない医師対患者の関係を生むことになる。患者に接する者はすべて、常に温和で魅力ある顔を作るトる。患者に接する者はすべて、常に温和で魅力ある顔を作るトる。患者に接する者はすべて、常に温和で魅力ある顔を作るトる。患者に接する者はすべて、常に温和で魅力ある顔を作るト

レーニングをするべきであるレーニングをするべきであるレーニングをするべきであるレーニングをするべきである。 



    忙しい日常診療だけに、患者との短い対面に笑忙しい日常診療だけに、患者との短い対面に笑忙しい日常診療だけに、患者との短い対面に笑忙しい日常診療だけに、患者との短い対面に笑

いを有効に使い活かすには日頃から心がけが大いを有効に使い活かすには日頃から心がけが大いを有効に使い活かすには日頃から心がけが大いを有効に使い活かすには日頃から心がけが大

切である。切である。切である。切である。    

笑顔のポイントは目と口である。必ず目を見て話笑顔のポイントは目と口である。必ず目を見て話笑顔のポイントは目と口である。必ず目を見て話笑顔のポイントは目と口である。必ず目を見て話

すことであり、目を見てニッコリの積み重ねは、すことであり、目を見てニッコリの積み重ねは、すことであり、目を見てニッコリの積み重ねは、すことであり、目を見てニッコリの積み重ねは、

まわりに集まって来る人を間違いなく明るくしまわりに集まって来る人を間違いなく明るくしまわりに集まって来る人を間違いなく明るくしまわりに集まって来る人を間違いなく明るくし

てくれる。「目は口ほどにものを言い」、「口も目てくれる。「目は口ほどにものを言い」、「口も目てくれる。「目は口ほどにものを言い」、「口も目てくれる。「目は口ほどにものを言い」、「口も目

ほどに訴える」のであほどに訴える」のであほどに訴える」のであほどに訴える」のである。口に微笑みを浮かべ、る。口に微笑みを浮かべ、る。口に微笑みを浮かべ、る。口に微笑みを浮かべ、

相手の反応を確かめながら話せば、決して早口に相手の反応を確かめながら話せば、決して早口に相手の反応を確かめながら話せば、決して早口に相手の反応を確かめながら話せば、決して早口に

ならず、ひいては相手にじっくりと考える時間をならず、ひいては相手にじっくりと考える時間をならず、ひいては相手にじっくりと考える時間をならず、ひいては相手にじっくりと考える時間を

与えることになる。与えることになる。与えることになる。与えることになる。    

さらに、いい笑顔美人でいるためには私たち自身さらに、いい笑顔美人でいるためには私たち自身さらに、いい笑顔美人でいるためには私たち自身さらに、いい笑顔美人でいるためには私たち自身

が感性を磨いておくことが大切である。美しいもが感性を磨いておくことが大切である。美しいもが感性を磨いておくことが大切である。美しいもが感性を磨いておくことが大切である。美しいも

のを見て素直に感動する。単純な楽しみを味わっのを見て素直に感動する。単純な楽しみを味わっのを見て素直に感動する。単純な楽しみを味わっのを見て素直に感動する。単純な楽しみを味わっ

て喜ぶ。心に残るいい話、身近な話題のなかに、て喜ぶ。心に残るいい話、身近な話題のなかに、て喜ぶ。心に残るいい話、身近な話題のなかに、て喜ぶ。心に残るいい話、身近な話題のなかに、

他者と共感できることのストックを増やしてお他者と共感できることのストックを増やしてお他者と共感できることのストックを増やしてお他者と共感できることのストックを増やしてお

くべきである。くべきである。くべきである。くべきである。    

    



    

                                                                                                                                                            No1No1No1No1    

    

中中中中    村村村村    秀秀秀秀    幸幸幸幸    

中学に入学したての頃、生物学の授業がえらく中学に入学したての頃、生物学の授業がえらく中学に入学したての頃、生物学の授業がえらく中学に入学したての頃、生物学の授業がえらく

まぶしく楽しかった。というのは学問とかいう大まぶしく楽しかった。というのは学問とかいう大まぶしく楽しかった。というのは学問とかいう大まぶしく楽しかった。というのは学問とかいう大

それたものではなく、担当の斉藤栄輔先生が偉くそれたものではなく、担当の斉藤栄輔先生が偉くそれたものではなく、担当の斉藤栄輔先生が偉くそれたものではなく、担当の斉藤栄輔先生が偉く

て素敵でかっこよかった。細胞の各名称や、生物て素敵でかっこよかった。細胞の各名称や、生物て素敵でかっこよかった。細胞の各名称や、生物て素敵でかっこよかった。細胞の各名称や、生物

の分類（種属科目網門界ってな感じで）、被子植の分類（種属科目網門界ってな感じで）、被子植の分類（種属科目網門界ってな感じで）、被子植の分類（種属科目網門界ってな感じで）、被子植

物や裸子植物、リンネの系統樹、花の各部の名称物や裸子植物、リンネの系統樹、花の各部の名称物や裸子植物、リンネの系統樹、花の各部の名称物や裸子植物、リンネの系統樹、花の各部の名称

など、今から考えると系統だった学問と呼べる代など、今から考えると系統だった学問と呼べる代など、今から考えると系統だった学問と呼べる代など、今から考えると系統だった学問と呼べる代

物ではなかったが、ただ「覚える」ことが楽しか物ではなかったが、ただ「覚える」ことが楽しか物ではなかったが、ただ「覚える」ことが楽しか物ではなかったが、ただ「覚える」ことが楽しか

った。試験を受けるとクラスで一番よい点数をもった。試験を受けるとクラスで一番よい点数をもった。試験を受けるとクラスで一番よい点数をもった。試験を受けるとクラスで一番よい点数をも

らえた。らえた。らえた。らえた。その先生は頭をなでるようにしてほめてその先生は頭をなでるようにしてほめてその先生は頭をなでるようにしてほめてその先生は頭をなでるようにしてほめて

くれた。褒められることがうれしかった。もっとくれた。褒められることがうれしかった。もっとくれた。褒められることがうれしかった。もっとくれた。褒められることがうれしかった。もっと

いろいろなことが知りたくなった。今は無き酒田いろいろなことが知りたくなった。今は無き酒田いろいろなことが知りたくなった。今は無き酒田いろいろなことが知りたくなった。今は無き酒田

青山堂や大火で消失してしまった中町の本屋に青山堂や大火で消失してしまった中町の本屋に青山堂や大火で消失してしまった中町の本屋に青山堂や大火で消失してしまった中町の本屋に

は高校に入ってからも帰り道に講談社ブルーバは高校に入ってからも帰り道に講談社ブルーバは高校に入ってからも帰り道に講談社ブルーバは高校に入ってからも帰り道に講談社ブルーバ

ックシリーズなどを読み漁った。ックシリーズなどを読み漁った。ックシリーズなどを読み漁った。ックシリーズなどを読み漁った。    

大学受験は一浪して東北大学理学部に晴れて大学受験は一浪して東北大学理学部に晴れて大学受験は一浪して東北大学理学部に晴れて大学受験は一浪して東北大学理学部に晴れて

合格、米袋の下宿まで下見して仙台片平キャンパ合格、米袋の下宿まで下見して仙台片平キャンパ合格、米袋の下宿まで下見して仙台片平キャンパ合格、米袋の下宿まで下見して仙台片平キャンパ

スを闊歩する夢を描いていた。ところが国立大学スを闊歩する夢を描いていた。ところが国立大学スを闊歩する夢を描いていた。ところが国立大学スを闊歩する夢を描いていた。ところが国立大学

が一期校、二期校時代で、両親が熱心に勧めてくが一期校、二期校時代で、両親が熱心に勧めてくが一期校、二期校時代で、両親が熱心に勧めてくが一期校、二期校時代で、両親が熱心に勧めてく

れた山形大学の医学部の受験にまぐれで受かっれた山形大学の医学部の受験にまぐれで受かっれた山形大学の医学部の受験にまぐれで受かっれた山形大学の医学部の受験にまぐれで受かっ

てしまった。僕は医学部へ進む気はなかったのだてしまった。僕は医学部へ進む気はなかったのだてしまった。僕は医学部へ進む気はなかったのだてしまった。僕は医学部へ進む気はなかったのだ

が、当時借金にが、当時借金にが、当時借金にが、当時借金に追われていた両親に説得され、医追われていた両親に説得され、医追われていた両親に説得され、医追われていた両親に説得され、医

学部でも「生物学」の分野もあるんだとか何とか学部でも「生物学」の分野もあるんだとか何とか学部でも「生物学」の分野もあるんだとか何とか学部でも「生物学」の分野もあるんだとか何とか

そそのかされ泣く泣く山大に進学した。そそのかされ泣く泣く山大に進学した。そそのかされ泣く泣く山大に進学した。そそのかされ泣く泣く山大に進学した。    

山大に入学後も、特に教養部の山大に入学後も、特に教養部の山大に入学後も、特に教養部の山大に入学後も、特に教養部の 2222年間はテニス年間はテニス年間はテニス年間はテニス

と本読みの毎日が続いた。根本和夫君という相馬と本読みの毎日が続いた。根本和夫君という相馬と本読みの毎日が続いた。根本和夫君という相馬と本読みの毎日が続いた。根本和夫君という相馬

高出身のきれものがいて「読書会」を月高出身のきれものがいて「読書会」を月高出身のきれものがいて「読書会」を月高出身のきれものがいて「読書会」を月 1111回日曜回日曜回日曜回日曜

に開催した。残念ながらこの会はドキュメンタリに開催した。残念ながらこの会はドキュメンタリに開催した。残念ながらこの会はドキュメンタリに開催した。残念ながらこの会はドキュメンタリ

ーや論説、小説などが主体で科学物はほとんどなーや論説、小説などが主体で科学物はほとんどなーや論説、小説などが主体で科学物はほとんどなーや論説、小説などが主体で科学物はほとんどな

く、というか読書会にはもともとなじまないものく、というか読書会にはもともとなじまないものく、というか読書会にはもともとなじまないものく、というか読書会にはもともとなじまないもの

だった。確かに医学部の基礎科目としての生化学だった。確かに医学部の基礎科目としての生化学だった。確かに医学部の基礎科目としての生化学だった。確かに医学部の基礎科目としての生化学

や分子生物学の授業はとても興味深いものだっや分子生物学の授業はとても興味深いものだっや分子生物学の授業はとても興味深いものだっや分子生物学の授業はとても興味深いものだっ

たが、現在もその生物学者になる「夢」はいまだたが、現在もその生物学者になる「夢」はいまだたが、現在もその生物学者になる「夢」はいまだたが、現在もその生物学者になる「夢」はいまだ

持ち続けている。一昨年からはまった海のダイビ持ち続けている。一昨年からはまった海のダイビ持ち続けている。一昨年からはまった海のダイビ持ち続けている。一昨年からはまった海のダイビ

ングも、この世とは思えない神秘的な海底の世界ングも、この世とは思えない神秘的な海底の世界ングも、この世とは思えない神秘的な海底の世界ングも、この世とは思えない神秘的な海底の世界

にどこか、綿々と続く進化や多様なにどこか、綿々と続く進化や多様なにどこか、綿々と続く進化や多様なにどこか、綿々と続く進化や多様なの生き物の形の生き物の形の生き物の形の生き物の形

に、生物学においを嗅ぎ取っているのかもしれなに、生物学においを嗅ぎ取っているのかもしれなに、生物学においを嗅ぎ取っているのかもしれなに、生物学においを嗅ぎ取っているのかもしれな

い。い。い。い。    

リチャード・ドーキンス「利己的な遺伝子」、リチャード・ドーキンス「利己的な遺伝子」、リチャード・ドーキンス「利己的な遺伝子」、リチャード・ドーキンス「利己的な遺伝子」、

バージェス頁岩での壮大なカンブリア紀の生命バージェス頁岩での壮大なカンブリア紀の生命バージェス頁岩での壮大なカンブリア紀の生命バージェス頁岩での壮大なカンブリア紀の生命

爆発を描いた爆発を描いた爆発を描いた爆発を描いた SSSS・・・・JJJJ・グールド「ワンダフル・ワ・グールド「ワンダフル・ワ・グールド「ワンダフル・ワ・グールド「ワンダフル・ワ

ールド」、リチャード・フォーティの「三葉虫のールド」、リチャード・フォーティの「三葉虫のールド」、リチャード・フォーティの「三葉虫のールド」、リチャード・フォーティの「三葉虫の

謎」、マット・リドレー「やわらかな遺伝子」、ア謎」、マット・リドレー「やわらかな遺伝子」、ア謎」、マット・リドレー「やわらかな遺伝子」、ア謎」、マット・リドレー「やわらかな遺伝子」、ア

ンドルー・ンドルー・ンドルー・ンドルー・HHHH・ノール「生命・ノール「生命・ノール「生命・ノール「生命    最初の最初の最初の最初の 30303030 億年」億年」億年」億年」

など強烈な印象を受けた書物は枚挙に暇がありなど強烈な印象を受けた書物は枚挙に暇がありなど強烈な印象を受けた書物は枚挙に暇がありなど強烈な印象を受けた書物は枚挙に暇があり

ません。つい先日の朝日新聞にもフォーティの新ません。つい先日の朝日新聞にもフォーティの新ません。つい先日の朝日新聞にもフォーティの新ません。つい先日の朝日新聞にもフォーティの新

刊案内がでていました。医者の生活をしていると、刊案内がでていました。医者の生活をしていると、刊案内がでていました。医者の生活をしていると、刊案内がでていました。医者の生活をしていると、

夏休みや年末年始などまとまった時間がなくっ夏休みや年末年始などまとまった時間がなくっ夏休みや年末年始などまとまった時間がなくっ夏休みや年末年始などまとまった時間がなくっ

て、この至福のて、この至福のて、この至福のて、この至福の時間が持てないのが残念ですが、時間が持てないのが残念ですが、時間が持てないのが残念ですが、時間が持てないのが残念ですが、

この今年の正月に読んだシャロン・モレアムのこの今年の正月に読んだシャロン・モレアムのこの今年の正月に読んだシャロン・モレアムのこの今年の正月に読んだシャロン・モレアムの

「迷惑な進化＝病気の遺伝子はどこから来たの「迷惑な進化＝病気の遺伝子はどこから来たの「迷惑な進化＝病気の遺伝子はどこから来たの「迷惑な進化＝病気の遺伝子はどこから来たの

か」（か」（か」（か」（NHKNHKNHKNHK出版）は久しぶりにわくわくしました。出版）は久しぶりにわくわくしました。出版）は久しぶりにわくわくしました。出版）は久しぶりにわくわくしました。

著者は新進気鋭の（進化医学）遺伝子学者ですが、著者は新進気鋭の（進化医学）遺伝子学者ですが、著者は新進気鋭の（進化医学）遺伝子学者ですが、著者は新進気鋭の（進化医学）遺伝子学者ですが、

内科の日常の臨床で疾患を扱う医師の臨床感覚内科の日常の臨床で疾患を扱う医師の臨床感覚内科の日常の臨床で疾患を扱う医師の臨床感覚内科の日常の臨床で疾患を扱う医師の臨床感覚

に十分に訴えるものがありますし、内容も十分にに十分に訴えるものがありますし、内容も十分にに十分に訴えるものがありますし、内容も十分にに十分に訴えるものがありますし、内容も十分に

納得できる範囲の内容です。「人間」をホモサピ納得できる範囲の内容です。「人間」をホモサピ納得できる範囲の内容です。「人間」をホモサピ納得できる範囲の内容です。「人間」をホモサピ

エンスというひとつの種として俯瞰し、鉄分や血エンスというひとつの種として俯瞰し、鉄分や血エンスというひとつの種として俯瞰し、鉄分や血エンスというひとつの種として俯瞰し、鉄分や血

糖値、血中コレステロール、親からの遺伝の話な糖値、血中コレステロール、親からの遺伝の話な糖値、血中コレステロール、親からの遺伝の話な糖値、血中コレステロール、親からの遺伝の話な

どトピックが満載で一気に読み終わりました。おどトピックが満載で一気に読み終わりました。おどトピックが満載で一気に読み終わりました。おどトピックが満載で一気に読み終わりました。お

勧めですよ。興味のある方はぜひ一読を。勧めですよ。興味のある方はぜひ一読を。勧めですよ。興味のある方はぜひ一読を。勧めですよ。興味のある方はぜひ一読を。    

    



スキースキースキースキー同好会同好会同好会同好会紹介紹介紹介紹介    
日時：平成日時：平成日時：平成日時：平成 21212121 年年年年 3333 月月月月 14(14(14(14(土土土土))))・・・・15(15(15(15(日日日日))))    

場所：湯殿山スキー場場所：湯殿山スキー場場所：湯殿山スキー場場所：湯殿山スキー場    

検診課検診課検診課検診課    今今今今    野野野野    篤篤篤篤    子子子子    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

恒例の医師会スキー同好会の合宿が、３月１４恒例の医師会スキー同好会の合宿が、３月１４恒例の医師会スキー同好会の合宿が、３月１４恒例の医師会スキー同好会の合宿が、３月１４

日（土）、１５日（日）の２日間にわた日（土）、１５日（日）の２日間にわた日（土）、１５日（日）の２日間にわた日（土）、１５日（日）の２日間にわたって湯殿って湯殿って湯殿って湯殿

山スキー場で行われました。今年で１５回目とな山スキー場で行われました。今年で１５回目とな山スキー場で行われました。今年で１５回目とな山スキー場で行われました。今年で１５回目とな

りましたがりましたがりましたがりましたが、、、、先生方の参加も少なく、先生方の参加も少なく、先生方の参加も少なく、先生方の参加も少なく、総勢総勢総勢総勢２０名２０名２０名２０名

と少し寂しい合宿となりました。と少し寂しい合宿となりました。と少し寂しい合宿となりました。と少し寂しい合宿となりました。    

    １日目は天候に恵ま１日目は天候に恵ま１日目は天候に恵ま１日目は天候に恵まれず、朝から雨でした。それず、朝から雨でした。それず、朝から雨でした。それず、朝から雨でした。そ

のため、午前中は滑らずに終わり、朝からビールのため、午前中は滑らずに終わり、朝からビールのため、午前中は滑らずに終わり、朝からビールのため、午前中は滑らずに終わり、朝からビール

を飲んでいた人も多かったようですを飲んでいた人も多かったようですを飲んでいた人も多かったようですを飲んでいた人も多かったようです。昼食。昼食。昼食。昼食は例年は例年は例年は例年

通りクラブハウスで通りクラブハウスで通りクラブハウスで通りクラブハウスでにぎやかににぎやかににぎやかににぎやかに行われまし行われまし行われまし行われました。た。た。た。今今今今

年の昼食は年の昼食は年の昼食は年の昼食はステーキで、朝から飲んでいた人達はステーキで、朝から飲んでいた人達はステーキで、朝から飲んでいた人達はステーキで、朝から飲んでいた人達は

更に酒量も捗ったようです。更に酒量も捗ったようです。更に酒量も捗ったようです。更に酒量も捗ったようです。    

午後は雪になり、ゲレンデに繰り出す人も多く午後は雪になり、ゲレンデに繰り出す人も多く午後は雪になり、ゲレンデに繰り出す人も多く午後は雪になり、ゲレンデに繰り出す人も多く

なりました。なりました。なりました。なりました。私は午後からの参加だったので、少私は午後からの参加だったので、少私は午後からの参加だったので、少私は午後からの参加だったので、少

しでもたくさんリフトに乗りたいという気持ちしでもたくさんリフトに乗りたいという気持ちしでもたくさんリフトに乗りたいという気持ちしでもたくさんリフトに乗りたいという気持ち

が強かったのですが強かったのですが強かったのですが強かったのですが、が、が、が、雪・風ともに雪・風ともに雪・風ともに雪・風ともに強く、まだま強く、まだま強く、まだま強く、まだま

だ初心者の私にはとても過酷なコンディションだ初心者の私にはとても過酷なコンディションだ初心者の私にはとても過酷なコンディションだ初心者の私にはとても過酷なコンディション

でした。外に出るのがとてもでした。外に出るのがとてもでした。外に出るのがとてもでした。外に出るのがとても億劫億劫億劫億劫だったのですがだったのですがだったのですがだったのですが、、、、

一度滑り出すと楽しくなり一度滑り出すと楽しくなり一度滑り出すと楽しくなり一度滑り出すと楽しくなり夢中になっていまし夢中になっていまし夢中になっていまし夢中になっていまし

た。天気が悪いのは残念でしたが、ゲレンデにあた。天気が悪いのは残念でしたが、ゲレンデにあた。天気が悪いのは残念でしたが、ゲレンデにあた。天気が悪いのは残念でしたが、ゲレンデにあ

まり人が居ないため、周りを気にせず自由に滑れまり人が居ないため、周りを気にせず自由に滑れまり人が居ないため、周りを気にせず自由に滑れまり人が居ないため、周りを気にせず自由に滑れ

た点はとても満足でした。た点はとても満足でした。た点はとても満足でした。た点はとても満足でした。    

宿泊は宿泊は宿泊は宿泊は例年通り「例年通り「例年通り「例年通り「民宿民宿民宿民宿なかだい」で、なかだい」で、なかだい」で、なかだい」で、宴会は６宴会は６宴会は６宴会は６

時から時から時から時から壽一先生の乾杯で始まりました。壽一先生の乾杯で始まりました。壽一先生の乾杯で始まりました。壽一先生の乾杯で始まりました。今年はみ今年はみ今年はみ今年はみ

ずばしょうからの参加者も多く、たくさんのおいずばしょうからの参加者も多く、たくさんのおいずばしょうからの参加者も多く、たくさんのおいずばしょうからの参加者も多く、たくさんのおい

しい料理とお酒の中で職員同士の交流が深まりしい料理とお酒の中で職員同士の交流が深まりしい料理とお酒の中で職員同士の交流が深まりしい料理とお酒の中で職員同士の交流が深まり

ました。ました。ました。ました。    

２日目は朝食後に解散しましたが、前日２日目は朝食後に解散しましたが、前日２日目は朝食後に解散しましたが、前日２日目は朝食後に解散しましたが、前日滑り滑り滑り滑り足足足足

りなかったせいか、りなかったせいか、りなかったせいか、りなかったせいか、またゲレンデに繰り出した人またゲレンデに繰り出した人またゲレンデに繰り出した人またゲレンデに繰り出した人

もたくさんいもたくさんいもたくさんいもたくさんいました。今年も全員怪我なく合宿をました。今年も全員怪我なく合宿をました。今年も全員怪我なく合宿をました。今年も全員怪我なく合宿を

終えることができて何よりでした。終えることができて何よりでした。終えることができて何よりでした。終えることができて何よりでした。    

最後に、合宿の準備と運営に当たられた幹事の最後に、合宿の準備と運営に当たられた幹事の最後に、合宿の準備と運営に当たられた幹事の最後に、合宿の準備と運営に当たられた幹事の

皆様に厚くお礼を申し上げます。皆様に厚くお礼を申し上げます。皆様に厚くお礼を申し上げます。皆様に厚くお礼を申し上げます。    

来年の合宿は蔵王という案も出ているような来年の合宿は蔵王という案も出ているような来年の合宿は蔵王という案も出ているような来年の合宿は蔵王という案も出ているような

ので、経験者も未経験者もので、経験者も未経験者もので、経験者も未経験者もので、経験者も未経験者も大勢で参加しましょう。大勢で参加しましょう。大勢で参加しましょう。大勢で参加しましょう。    

    



◆ ホームページホームページホームページホームページリニューアルのおリニューアルのおリニューアルのおリニューアルのお知知知知らせらせらせらせ    ◆◆◆◆    

学術広報部長学術広報部長学術広報部長学術広報部長    中村秀幸中村秀幸中村秀幸中村秀幸    

    

このたび鶴岡地区医師会ホームページをより分かりやすく使いやすくするためにデザインの刷新を行いまこのたび鶴岡地区医師会ホームページをより分かりやすく使いやすくするためにデザインの刷新を行いまこのたび鶴岡地区医師会ホームページをより分かりやすく使いやすくするためにデザインの刷新を行いまこのたび鶴岡地区医師会ホームページをより分かりやすく使いやすくするためにデザインの刷新を行いま

した。した。した。した。    

今後ともコンテンツの充実に努め、皆様のお役に立てるホームページになるよう心がけていきたいと思い今後ともコンテンツの充実に努め、皆様のお役に立てるホームページになるよう心がけていきたいと思い今後ともコンテンツの充実に努め、皆様のお役に立てるホームページになるよう心がけていきたいと思い今後ともコンテンツの充実に努め、皆様のお役に立てるホームページになるよう心がけていきたいと思い

ますのでよろしくお願いいたします。ますのでよろしくお願いいたします。ますのでよろしくお願いいたします。ますのでよろしくお願いいたします。    

尚、リニューアルに伴う尚、リニューアルに伴う尚、リニューアルに伴う尚、リニューアルに伴う URLURLURLURLの変更はありません。の変更はありません。の変更はありません。の変更はありません。    

鶴岡地区医師会ホームページ鶴岡地区医師会ホームページ鶴岡地区医師会ホームページ鶴岡地区医師会ホームページ URLURLURLURL            ：：：：                http://www15.ocn.ne.jp/~tsurumed/http://www15.ocn.ne.jp/~tsurumed/http://www15.ocn.ne.jp/~tsurumed/http://www15.ocn.ne.jp/~tsurumed/    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

    

    

～～～～    編編編編    集集集集    後後後後    記記記記    ～～～～    

中村中村中村中村    秀幸秀幸秀幸秀幸    

    

ようやく春めいてきました。そよぐ風の香りも春、梅の花が満開です。桜のつぼみもふくらんできまようやく春めいてきました。そよぐ風の香りも春、梅の花が満開です。桜のつぼみもふくらんできまようやく春めいてきました。そよぐ風の香りも春、梅の花が満開です。桜のつぼみもふくらんできまようやく春めいてきました。そよぐ風の香りも春、梅の花が満開です。桜のつぼみもふくらんできま

した。した。した。した。    

4444 月の幕開けは「テポドン」狂騒曲でした。日本は向こうの思惑通りのリアクション、右往左往でし月の幕開けは「テポドン」狂騒曲でした。日本は向こうの思惑通りのリアクション、右往左往でし月の幕開けは「テポドン」狂騒曲でした。日本は向こうの思惑通りのリアクション、右往左往でし月の幕開けは「テポドン」狂騒曲でした。日本は向こうの思惑通りのリアクション、右往左往でし

たが、オバマ大統領は「ミサイル」と明言し非難しています。韓国やアメリカの徴兵制のない日本ってたが、オバマ大統領は「ミサイル」と明言し非難しています。韓国やアメリカの徴兵制のない日本ってたが、オバマ大統領は「ミサイル」と明言し非難しています。韓国やアメリカの徴兵制のない日本ってたが、オバマ大統領は「ミサイル」と明言し非難しています。韓国やアメリカの徴兵制のない日本って

平和ぼけなのでしょう。「情報」をいかに正確に伝達することの難しさを痛感しました。平和ぼけなのでしょう。「情報」をいかに正確に伝達することの難しさを痛感しました。平和ぼけなのでしょう。「情報」をいかに正確に伝達することの難しさを痛感しました。平和ぼけなのでしょう。「情報」をいかに正確に伝達することの難しさを痛感しました。    

今月号から、新しい企画、リレーエッセー「大切な本、思い出の曲」を始めます。まずは私からとい今月号から、新しい企画、リレーエッセー「大切な本、思い出の曲」を始めます。まずは私からとい今月号から、新しい企画、リレーエッセー「大切な本、思い出の曲」を始めます。まずは私からとい今月号から、新しい企画、リレーエッセー「大切な本、思い出の曲」を始めます。まずは私からとい

ううううことですが、気楽なことですが、気楽なことですが、気楽なことですが、気楽な 1111 ページ程度の散文です。声をかけられましたら気楽に投稿の程お願い致します。ページ程度の散文です。声をかけられましたら気楽に投稿の程お願い致します。ページ程度の散文です。声をかけられましたら気楽に投稿の程お願い致します。ページ程度の散文です。声をかけられましたら気楽に投稿の程お願い致します。

一人でも多くの会員の先生にお願いしたいと思っております。一人でも多くの会員の先生にお願いしたいと思っております。一人でも多くの会員の先生にお願いしたいと思っております。一人でも多くの会員の先生にお願いしたいと思っております。    

いよいよ新健診センターの設計が本格化します。基本設計はいよいよ新健診センターの設計が本格化します。基本設計はいよいよ新健診センターの設計が本格化します。基本設計はいよいよ新健診センターの設計が本格化します。基本設計は 4444 月からの月からの月からの月からの 3333 ヶ月間が勝負で、おおよそヶ月間が勝負で、おおよそヶ月間が勝負で、おおよそヶ月間が勝負で、おおよそ

の骨格がこの時期で決定します。の骨格がこの時期で決定します。の骨格がこの時期で決定します。の骨格がこの時期で決定します。6666 つの建設コンセプトを基本として、建設委員会のメンバーは、各部つの建設コンセプトを基本として、建設委員会のメンバーは、各部つの建設コンセプトを基本として、建設委員会のメンバーは、各部つの建設コンセプトを基本として、建設委員会のメンバーは、各部

署毎の現状の把握、問題点の洗い出しや他施設の視察、プラバシーを保つ動線と部屋の配置にこれから署毎の現状の把握、問題点の洗い出しや他施設の視察、プラバシーを保つ動線と部屋の配置にこれから署毎の現状の把握、問題点の洗い出しや他施設の視察、プラバシーを保つ動線と部屋の配置にこれから署毎の現状の把握、問題点の洗い出しや他施設の視察、プラバシーを保つ動線と部屋の配置にこれから

悪戦苦闘の日々です。悪戦苦闘の日々です。悪戦苦闘の日々です。悪戦苦闘の日々です。20202020----30303030 年先にも残る「成果物」ですし先見性も大切です。年先にも残る「成果物」ですし先見性も大切です。年先にも残る「成果物」ですし先見性も大切です。年先にも残る「成果物」ですし先見性も大切です。    

今年度も、同じ学術広報担当のスタッフで、広報活動や学術関係の仕事を進めていきます。現在医師今年度も、同じ学術広報担当のスタッフで、広報活動や学術関係の仕事を進めていきます。現在医師今年度も、同じ学術広報担当のスタッフで、広報活動や学術関係の仕事を進めていきます。現在医師今年度も、同じ学術広報担当のスタッフで、広報活動や学術関係の仕事を進めていきます。現在医師

会は多くのプロジェクトを抱えております。タイムリーな勉強会や講演会の企画、会員への確実なアナ会は多くのプロジェクトを抱えております。タイムリーな勉強会や講演会の企画、会員への確実なアナ会は多くのプロジェクトを抱えております。タイムリーな勉強会や講演会の企画、会員への確実なアナ会は多くのプロジェクトを抱えております。タイムリーな勉強会や講演会の企画、会員への確実なアナ

ウンスに励んでまいります。多くの参加を期待しております。今年度も自重をこめて「藪医者：メディウンスに励んでまいります。多くの参加を期待しております。今年度も自重をこめて「藪医者：メディウンスに励んでまいります。多くの参加を期待しております。今年度も自重をこめて「藪医者：メディウンスに励んでまいります。多くの参加を期待しております。今年度も自重をこめて「藪医者：メディ

カストル」、ご愛読ください。カストル」、ご愛読ください。カストル」、ご愛読ください。カストル」、ご愛読ください。    

    

    

    

    「「「「鼠ヶ関の弁天島鼠ヶ関の弁天島鼠ヶ関の弁天島鼠ヶ関の弁天島    」」」」    
佐佐佐佐    藤藤藤藤    元元元元    昭昭昭昭    

 

2009200920092009 年年年年 1111 月月月月 11111111 日日日日    新潟県側より撮影。新潟県側より撮影。新潟県側より撮影。新潟県側より撮影。    
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