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7月 より東京女子医大より出向し、勤務させてい

ただいている南ひろみと申します。出身は岩手県で

すが、大学入学で上京し、初期研修医は縁あって九

州に行きました。入局を機に東京に戻 り、現在吉祥

寺病院でお世話になっています。

私が精神科を選んだ理由は、簡単に言えば父が精

神科医だからというのが大きいかも知れません。そ

のせいか小さい頃から精神科に対する偏見なく過ご

していたように思います。今まで興味を持った科は

い くつもありましたが、精神科 と決めたのは2011

年3月 の東日本大震災が起こった後でした。岩手県

の沿岸部でクリニックを開業 していた父は、直接の

津波被害は受けなかったものの今まで通院していた

患者 さんやその家族が亡 くなるという状況を目の

当たりにしながら診療をしていました。震災直後の

3月 下旬、私は父に懇願 し診察に同席 しました。命

からがら助かった方や家族が行方不明の方、家族を

亡 くした方などが多数おり当時の私は横で聞いてい

るのが精一杯でした。しかし患者さんは自分の思い

を吐露した後、涙を流しながらも「少し楽になりま

した。ありがとうございました」 と言つて診察室を

出て行 く方が多 く、その様子を見て、これが治療の

一つになるんだと思い精神科に進もうかなと決めま

した。実際精神科に進み、もちろん薬物療法は大切

ではありますが、患者さんの思いや考えを聞 くこと

が診察、治療において重要なことだと実感 していま

す。

話は戻 りますが、私は東北～九州まで新 しい環境

に飛び込んでもすく
゛
に適応 して来 られたのですが、

吉祥寺病院に出向すると告げられた後は正直不安が

た くさんありました。大学病院勤務時代から緊急性

が高い方、治療に長い時間のかかる方、なかなか退

院出来ない方など主治医をしていた患者さんの何人

も吉祥寺病院にお世話になっていました。自分が上

手 く治療できなかった患者さんの受け皿になって く

れる、そのような病院で私はやつていけるのだろう

医局 医師 南 ひろみ

か…という不安があったのです。かつて吉祥寺病院

に出向していた先輩方に聞いてみると、「正直色々

な患者 さんがいて忙 しいけどとても働 きやすいよ。

スタッフも皆一生懸命だし、助けて くれるよ。Jと
いつた話が多 く聞かれました。実際に勤務を始めて

約 4ヶ 月になりますが、まさにその通 りだなと感じ

ています。最初の頃は、ナースステーションで突っ

立っていると「大丈夫ですか ?何かありますか ?J

と声をかけていただくことも多 く非常に助かりまし

た。患者さんのことで相談するとすく
゛
にカンフアレ

ンスを開いてさまざまな視点から意見を出してもら

えるため、患者さんに対してよりよい方針を決める

ことが出来ています。看護師、薬剤師、ソーシャル

ワーカー、作業療法士などなど患者さんに関わる全

ての方が患者さんのことを真剣に考え、熱′らに関

わつているのだなと感じています。急性期～退院支

援、退院後の生活、外来までを通して患者さんを診

られるのは非常に勉強になります。正直一筋縄では

行かない場合も多 く四苦八苦していますが、根気強

く頑張っていきたいと思いますので、どうぞよろし

くお願い申し上げます。

じんだい第53号において、次の誤りがございました。謹んでお詫び申し上げ、ここに訂正いたします。

【Plの最上部】 (誤 )り |1東 聖成→ (正 )り‖東 聖哉
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10月よりF敷地内全面禁煙1を実施いたします禁煙推進委員会小松晃

この夏、受動喫煙防止に関して、罰則規定を含む

2つ の法令が成立 しました。1つ は7月 に成立した

「改正健康増進法Jです。「たばこの規制に関する世

界保健機関枠組条約Jに加盟していながら、これま

で日本には屋内全面禁煙義務の法律がなく、受動喫

煙対策が国際的に最低レベルとWHOか ら評価され

てきました。改正健康増進法の成立により、ようや

く屋内全面禁煙義務が法的に示されました。ただ、

事業所や飲食店、公共交通機関などで喫煙室の設置

を認める等の例外を多 く含み、国際レベルは 1段階

改善されたに過ぎないそうです。飲食店における禁

煙、分煙の議論が紛糾し、最終的に当初案よりかな

り喫煙者に譲歩した内容 となったことが国際的にど

う評価されているのか、日本人 としては気になる所

です。

一方、健康増進法改正法案を見据えて6月 に先に

成立した「東京都受動喫煙防止条例」は、飲食店で

の喫煙等に関して国の法律より厳しく規制されてお

り話題 となりました。政治的な思惑も絡んでいるよ

うではありますが、健康の象徴であるスポーツの祭

典、オリンピックの開催を控えた国際都市 としては

面目躍如といったところでしようか。

2つ の法案いずれでも、病院は“敷地内禁煙 "と

されており、これは当初案から議論の余地はなかっ

たようです。喫煙がもたらす受動喫煙 という不特定

多数の他者への悪影響の事実 と、健康の回復 と増進

を目的とする医療機関の使命からすれば、敷地内全

面禁煙は当然 と言えます。

当院では、喫煙される患者様が相当数おられるこ

とを考慮し、院内の喫煙に関してはこれまで分煙に

より対応 してまいりましたが、簡単な喫煙室や喫煙

所の設置だけでは分煙の徹底が難 しいことが科学的

にわかってきました。さらに前述の国や都の法制化

の動きも勘案し、医療機関としてさらなる治療環境

の改善を図り、来院されるすべての皆様の健康増進

を追求するため、3年前に禁煙推進委員会を立ち上

げ、日々議論しながら院内の禁煙化を段階的に進め

てまいりました。一昨年9月 の「A4病棟終日禁煙、

他病棟夜間帯禁煙」の実施の後、昨年 10月 に第2

ステップである「全病棟 (24時間)全面禁煙」へ と

進みました。しかし、患者様の中には喫煙者、それ

もヘビースモーカーである方々が少なか らずお ら

れ、つらそうに喫煙をガマンされている姿を見るた

びに、何度も気持ちが揺らぎそうになったのもまた

事実です。それでも、我々が医療者であることを自

覚 し、すべての患者様に心身ともに健康になり早 く

退院していただきたいとの信念に立ち返る時、敷地

内禁煙はぜひとも達成 しなければならない目標だと

気持ちを引き締め邁進してまいりました。喫煙され

る患者様からの “よく眠れるようになった "“ 食事

がおいしくなった "“ 禁煙 しようと思う"と の声は、

それを大きく後押 しして くれました。皆様のご理解

とご協力により、幸い大きな トラブルな く現在に

至っています。

そして、本年 10月 か ら、いよいよ最終ステップ

である「敷地内全面禁煙」が実施されます。喫煙者

の皆様には、今一度ご自身の健康への悪影響 と、受

動喫煙による他者への悪影響を考えていただきたい

と思います。長期間にわた り喫煙 していた方でも、

禁煙によって健康寿命が延びるという科学的なデー

タもあります。非喫煙者の方には、改めて喫煙や受

動喫煙による人体への悪影響を学んでいただき、受

動喫煙から自身を守ること、そして、周 りにいらっ

しやる喫煙する配偶者や恋人、友人、知人の健康

のことも改めて考えていただきたいと思います。遅

すぎることはありません。この機会に、健康への新

たな一歩をみんなで踏み出しませんか。吉祥寺病院

は、た くさんの喫煙する患者様 と、た くさんの喫煙

しない患者様のご協力のもと本年 10月 より駐車場

を含む「敷地内全面禁煙」を実施いたします。

敷地内(24時間)

全面禁煙

開始時期

平成30年 10月 1日 (月)～
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毎年恒例、我が家の夏体み…何年か前にここで書

かせてもらっていたように、○○○○に行きたかっ

たのですが、諸般の事情により、名古屋 。京都 。大

阪に行 くことに～♪ 京都や大阪は、観る物も食べ

る物もた くさんある、一大的な観光地…なぜ ?に名

古屋 ?と 思われる人も多いかと思います。しかしな

がら、今年の名古屋、ひと味違って、どえりゃ～こ

とになっとりました l! ということで、京都 。大阪

にも行きましたが、あえてココは、名古屋だけにス

ポットをあてた夏体みレポー トを書きたいと思いま

す。

さて、名古屋 と言えば…喫茶店文化の発展・進

化の地であ り、最近では東京でもあちらこちらで

目にするようになった、コメダ珈琲店のことを思い

浮かべる人もいるかもしれません。でも、やっぱり

ここは、名古屋城、そして金のシャチホコ !!と い

うのが、定番…。いやいや "今年の名古屋、ひと味

違 う"と 言わせておいて、金のシャチホコというの

は、ちょつと定石すぎる ?・ …どえりゃ～ことになっ

とるよ !lと いうのには、それだけの「モノ」がある

のですよね～～

そうです、今年の6月 8日 か ら一般公開された

「名古屋城本丸御殿」が、10年 に及ぶ歳月をかけて

の復元工事が終わ り、 とうとう完成に至ったので

す H

名古屋城はご存知の方も多いかと思いますが、徳

川家康が天下統一の最後の布石 として築いた城で

す。 江戸幕府が体制を確立する激動の時代に、濃

尾平野を見晴るかす高台に忽然 と巨大な城郭を築

き、「名古屋城本丸御殿」は、初代尾張藩主・徳川

義直 (家康の九男)の住まいとして今か ら400年以

上も前、慶長 20(1615)年 に建てられ、名古屋城の

本丸、天守閣の南側に建てられた壮大な建築物でし

た。この本丸御殿は、近世城郭御殿の最高傑作 と言

われ、国宝に指定されていた建物で、現在、国宝に

なっている京都二条城の二の丸御殿 と並ぶ武家風書

院造の双璧 と言われていました。

勇壮な天守閣と優美な御殿が並び建つことで、名

古屋城は城郭建築 としての風格を形成 していること

から、1930年 (昭和 5年 )に は、近世城郭御殿の最

高傑作 として、城郭 としての国宝第一号に指定さ

じんだい 第 54号

れます。しかし1945年 (昭和 20年 )5月 14日 未明、

第二次世界大戦の名古屋大空襲により、天守閣 。本

丸御殿 ともに全焼 し、石垣だけが残されました。戦

後の復興にともない、1959年 (昭和 34年 )に 天守

閣は再建されました。本丸御殿についても、江戸時

代の文献のほか、多 くの写真、実測図などを、第二

次世界大戦末期、空襲などによる被害から守るため

に疎開させておいたことで、残されていた資料を基

に、在 りし日の姿を忠実に蘇 らせることが可能に

し、2009年 (平成 21年 )1月 に復元に着手 し、今年

6月 の完成公開となったのです。

お城マニアに限らず、この「名古屋城本丸御殿」、

何がどえりゃ～ことなのかというと…普段、歴史的

な建築物を現代の私たちが見るとき、思い浮かべる

のは築ウン百年の建物…当然色が薄 くなった部分を

塗 りなおした り、欠けた部分を補強したりというい

わゆる「修復」された状態。 ところが今回、約 10

年をかけて完成 した「名古屋城本丸御殿Jは、ヒノ

キの香 りが漂 う新築のピッカピカ ! まさに、その

当時のお殿様たちと同じ景色が見られる完全復元の

状態なのです H

江戸時代初期の最新技術 と最高峰の芸術を結集 し

作られた本丸御殿。障壁画は当時もっとも旬な狩野

派の面々、デザイン・設計等は400年前の名工た

ち、その魂 と技術を受け継いだ現代の名工たちが平

成の本丸御殿を作 り上げたのです。今観ても全 く古

くない、むしろとても崇高な日本美術 と伝統建築 と

デザインの展覧会を観賞しているような気にさえな

ります。

金や漆など贅を尽 くした装飾に、天才絵師と言わ

れた狩野探幽をはじめとした狩野派による障壁画。

400年前には決 して一般庶民が見 ることのできな

かつた徳川家御用達の景色を、現代にタイムスリッ

プして見ることができるなんて、なんていい時代に

私たちはいるのでしょう H

「名古屋城本丸御殿」、 とにか くヒノキの香 りが漂

う新築のピッカピカのウチに観るに限ります H

その後で、“ひつまぶ し"で も“エビフリャ～"

でも食べて、名古屋メシを満喫して ください I! 我

が家もそうしたように…。

3 1
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流瘍四褥躙 A3病棟 看護師 昇 秀子

mi

今年の夏体みは、韓国に行きました。韓国はこれで3度 目にな ります。韓国は日本 と違って湿気が少な く、

日本 と同じく
゛
らいの暑さでしたが、 とても過ごしやすい2泊 3日 でした。韓国は日本人観光者がとても多 く、2

時間ほどで行けるので、気楽な気持ちで行ける外国です。

宿泊したホテルは5つ星ホテルの新羅ホテルというところに宿泊 しました。日本語が話せるスタッフもきち

んと用意されていてきめ細やかなサービスがあり、満足できました。

明洞でご飯 も食べましたが とても安 く食べることが出来、大満足でした。ロッテ百貨店にも行きましたが、

食品の陳列の仕方が全 く違い、やはり国によって違 うのだなあと堪能することができました。こんなに満喫で

きた旅行は久しぶ りで、こんなにしっか りと夏休みを頂けた吉祥寺病院、体みを調節して くださった師長、体

みの間迷惑をかけてしまったスタッフに心から感謝 します。本当にありがとうございました。

5 1 じんだい 第54号
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サビ猫 十鍵 しっぱの

Qち ゃん。3年前 に、

川の中州で保護 して

から、我が家の女王

様。人生初のペット

に毎日癒されていま

す。

爵

撃

裔

IP_本家の猫さんはワガママボディの♂兄弟

です。黒いキジ トラが「しずく」さん、グ

レーのサバ トラが 「つららJさんです。しず

くは体重 8 9kg。 お霞頭のあんこと生クリー

ムが大好き。つららは体重 7.8kg。 カットメ

ロンが大好きな気の強い喧嘩坊主です。

多

″
で

，

可愛いですね。

さくらんばに興味津々です。

ちゃんとわがまま放題に

育つてくれました。

可愛いですね。

IN・
い

―
1饗 L

姫ちゃんと

ご自慢の我が家の家族の写真 。原稿を募集しています。

蘭ちゃんです
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e じんだい編集 0 最近ハマっていること

平成30 年度 吉祥寺病院行事予定 I 

行事関係 行事関係 行事関係

48(木）レク（運動会） 1日（木）インフルIンザ予防接種~11/30(金） 8日（土）ファミリ ーサボートセミナ一

68(土）受水槽点検•清掃 4日（日）受電設備定期点検（停電作業） 138(木）レク（クリスマス）

7日(8)貯潟槽点検・満掃 108 (土）ファミリ ーサポー トセミナ一 15日（土）家族会
13日（土）ファミリーサポー トセミナ一 118 (8)受雹設備定期点検（停霞作業）予備B 26日（水）忘年会
20日（土）家族会 158 (木）文化祭 12/29 (金） ~1/3 (火）年末年始
23日（火）束精協学会 17日（土）家族会

24日（水）東精協レク（ゲートボール） 28日（水）束精協レク（オセ□) 研修関係（予定）
27日（土）家族教室 看證研修（看護研究④）

研修関係（予定） 看護研修（新採用者：身体症状観察）

研修関係（予定） 看護研修(4年目：アサ ー ション②） 看護研修（看護事例検討会④）

看護研修（看護事例検討会③） 召護研修（新採用者：精神症状観察） 看護研修( 3年目④）
看護研修（プリセプティ@+アサーション｝ 看護研修（実践研修：チームカ②ー1) 看護研修⑪戟曳研修：チームカ②—2)
看護研修（プリセプタ ー⑤） 看護研修（実践研修：患者の思い①） 院内教育研修（感染対策）
呑護研修(4年目：リフレクション） 君護研修（実践研修：薬物病法）

呑護研修( 2年目②） 院内教育研修（症例検討会）

院内教育研修（医療安全対策）
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櫃憮心エリンギ魏靡め鯰

饉置爾題口因園■

チンゲン菜とエ リンギは下処理がいらないので、調理が しや

すい食材です。チンゲン菜は春と秋に旬を迎える食材で、カル

シウムとビタミン kが同時に取れます。またエ リンギは癖もな

く、油との相性も良いので炒め物には適 しています。きのこの

中では癖もなく、どんな料理にも適応でき、食物繊維も多いの

で。ダイエット効果や、美容効果も期待でき意す。チンゲン菜

もエ リンギも夏の疲れが残っているこの季節には、免疫力を高

める働きがあるので最適です。

もやし………………………… 100g
青梗菜………………………… 80g(中 1株)

えりんぎ…… … …… … 40g(中 1本)

人参……………・・……………… 20g(ノ 」ヽ1/4)

おろしにんにく………………… 少々

オイスターソース… 10g(4ヽさじ2)

醤,由・…………………2g(」 さヽじ1/2弱 )

化学調味料……………………………… 少々

サラダ)由 ………………………… 少々

0もやしを洗っておく

0青梗菜を洗い3olla位に切っておく
③ えりんぎは長さを半分に切り、

さらに手で締に2～4つにさく

の人参はたんざくに切6
0フライノヾンにサラダ油を熱しおろしにたにく奄

入れ番をだし、火の通りにくい野菜から惨める
0調 llk料を加える
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診察室 (1)  原藤 院長 小木

診察室 (2)1  市川 市川 岡 田 市川

診察室 (3) 田澤 西 岡 西岡 田澤

診察室 (4)1森 /森 (栄 ) 岡田 /渡邊  森 /森 (栄)  高岡

診察室 (5) 南 山室 /南  山室 /清野   山室

診察室 (6).  土丼 土丼 西山

午前 9時～11時 (初診 。再診)

午後 1時～ 3時 (初診)

午前 9時～11時
午後も入院は受け入れています

10月 より「敷地内全面禁煙」となります。

原藤 原藤

市川 亀山

西 岡 西 岡

山室

土丼   岡田 /土丼

鯰ID鯰IJ
私は先日某テーマパークヘ行き、た

くさん歩いたため筋肉痛になりました。

そしてその日はとても寒 く、秋を感じ

た日でもありました。これから更に寒

くなっていきますが、皆様ご体調には

お気をつけてお過ごしください。

(や )

涼しく感じられる季節 となりました。

これからはまた秋の味覚探 しに没頭 し

ようと思います。気温の差で体調を崩

さないようにお気を付け下さい。

(ふ じ)

森森

南

蝙

蝙

人見街道

東八道路

●調布北高校
神代植物公園

●深大寺

中央自動車道

甲州街道

Jヒロ

武
蔵
境
通
り

調布市深大寺北町 4… 17… 1
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