
三九朗病院の名前の由来は？
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365日リハビリテーション始めました

医療法人三九会　三九朗病院

おしらせ S A N K U R O  I N F O R M A T I O N

『 めだか 』が今回で 50 号と
なりました。そこで、記念すべ
き当院の広報誌第 1 号を、当
時の職員にお借りしてきました

（ 右写真 ）。42年前の 1969（ 昭
和 44）年から 1992（平成 4）年
まで『 すこやか 』という名前で
院内広報誌として発行されてい
たようです。現理事長の院長就
任パーティーや現院長の新入職
時のスタッフとしての紹介、職

員の俳句や短歌、職員旅行など
の職員イベントなど、興味深い
内容でした。

お借りした職員のように何
年たっても大事に保管しても
らえるような広報誌を目指し て、今後も作成していきます。

昭和 29 年6月1日、三九朗
は個人病院（三九朗診療所）
を開設した。これが三九朗病
院の始まりである。 三九朗診
療所の名前であるが、「 加藤
診療所 」や「 加藤クリニック」
などと考えたが、市内にすで
に「 加藤医院 」が 2 か所あり、 
困ったあげく、三九朗は往診
中に子供達が「 三九朗さんが
来た、三九朗さんが来た 」と
言っているのを思い出し、 「こ
れだ 」ということで三九朗診
療所が始まったのである。

三九朗は明治に生まれた
日本人の典型的な人だと私は
思っている。何事にも熱心で努
力家である。 趣味は医者だと
言って、寝職を忘れて患者さ
んの事を考えての生活であっ
た。このような考えで一生懸命

やっていたので、患者さんから
はとても親しまれていた。

広報誌名「めだか」は、当院の中庭でみんなに愛でられ育つめだかのように、親しんでいただきたいという思いから名付けられました。
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病院広報誌が発行50号を迎えました

三九朗病院健診センター 検索

「すこやか」をお借りした三九朗 OG さま談
先代の院長 加藤三九朗先生、健先生の時代は職員が現在より少
なく全体が家族的で、昼食時など畳の部屋で皆でおしゃべりし
ながら和やかな雰囲気で過ごしました。とてもなつかしく、三九
朗病院に勤めて良かったと感謝しております。

「すこやか」発行時に初代院長三九朗と仕事していた看護師談

「加藤三九朗物語」（著者：加藤健）より抜粋

私の知っている三九朗先生は、あいさつするといつも笑顔で「やぁ」
と答えてくれました。すでに一線を退かれて
いましたが、愛車のスバルを自分で運転し、
胃透視の監修にみえていました。独特のペン
さばきで胃のスケッチを描かれていたのを思
い出します。そう、富士山を描くように…

初代院長
加藤 三九朗

二代目院長
加藤 健

祝
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365日リハビリテー  ション始めました
特
集

リハビリテーション部　理学療法士　宇
う さ み

佐美 友
ゆ り

里

回復期リハビリテーション病棟で

は、2011年４月１日より365日リ

ハビリテーションを開始しました。

なぜ365日リハビリテーションを

行うことが大切なのでしょうか？

回復期リハビリテーション病棟の

役割は、患者さまができるだけ早く

日常生活を送ることができるように

することです。食事・排
はいせつ

泄などは毎

日行うもので休みはありません。専

門スタッフが毎日リハビリテーショ

ンを行うことでより早い回復が期待

できます。

これまでの日曜日は、ご家族の協

力を得ながら、外出や外泊などの実

践的な訓練と、それが難しい方には、

お体の状態にあわせた自主トレーニ

ングを行ってきました。

しかし、日曜日のリハビリテーショ

ンが始まってからは、外出や外泊を

されない患者さまには、院内で専門

のスタッフによるリハビリテーショ

ンをお受けいただけるようになりま

した。

すでに開始から数か月が経ち、患

者さまから「日曜日にリハビリテー

ションができるなんてうれしいねえ」

という声をいただくことがあります。

私たちにとって、大きな喜びである

とともに、気が引き締まる思いです。

実際に訓練回数、訓練時間が長い

ほど、回復も早く、入院期間が短く

なるという統計も出ています。

私たちは、日曜日もリハビリテー

ションにご協力していただけること

に感謝し、1日でも早く回復してい

ただきたいという気持ちで取り組ん

でいます。

365日のリハビリテーションがよ

り充実したものになり、「ここでリ

ハビリテーションをやってよかった」

と思っていただけるように日々努力

しています。

日曜日のリハビリ開始とス
タッフの増員により、リハ
ビリ時間が、昨年よりおよ
そ120分も増えました。

■ 365日リハビリテーションの効果

800 850 900 950 1,000 1,050
分

2010年
5月

2011年
5月

およそ120分増加

1週間のリハビリテーション時間



当院の医師を紹介します Topics

薬ではなかなか治らない腕や腰の痛み
止めにブロック注射をすると本当に楽
になるので、ご相談ください。
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－医師を志したきっかけを教え
ていただけますか。

岩崎：実家が外科の病院をやって
いたからです。

－もし、医師になっていなかっ
たら、何になりたかったですか。

岩崎：両親の希望でもあり、子ど
もの頃から医師になる以外は考え
ていませんでした。

－数ある診療科から整形外科を
専門に選んだ理由をお聞かせいた
だけますか。

岩崎：何か技術が身につく診療科
を希望していたからです ｡

－当院に来る前は病理医として
も働いていたとお伺いしています
が、病理医を選んだきっかけをお
聞かせいただけますか。

岩崎：病理学の教授からリウマチ
の病理研究の手伝いを依頼された
のがきっかけです。およそ 10年
で 200 体の病理解剖もしました。

－日頃の診療で心がけているこ
とは、何でしょうか。

岩崎：どんな患者さんも平等に診
察することを心掛けています。

－感染委員会のメンバーとして
活躍されていますが、今後、なさ
りたいことはありますか。

岩崎：2007 年に感染対策委員会
のメンバーになってから、感染に
関するマニュアルの見直しを行っ
てきました。この数年、ノロウィ

ルスの集団発生や新型インフル
エンザなど大きな感染に関する
ニュースがあり、感染対策がます
ます重要になっています。今後も、
院内の感染対策のために努力をし
ていきます。

－ご出身はどちらですか。

岩崎：愛知県一宮市です。今は合
併で市になりましたが、住んでい
た頃は中島郡でした。当時お会い
したことはありませんが、当院
の健診医の岡本医師とは同じ頃、
同じ町内に住んでいたようです。
育ったのは関ケ原の戦いで有名
な、毛利秀元などの武将の陣地と
なった垂井町です。

－好きなものは何ですか

岩崎：ココアです。売店に行くと
必ずといっていいほど買います。

－趣味は何ですか。

岩崎：仕事帰りや休日にローカル

線に乗り、知らない町で降りて散
歩することです。名鉄はもちろん
近鉄の名古屋線や吉野線、近江鉄
道、天竜浜名湖鉄道などいろいろ
なローカル線に乗りました。ある
時、ふらりと降りた駅で登山者リ
ストを記載するような登山口を見
つけて登ってみましたが、あまり
の崖にさすがに断念しました。残
念ながら災害で休止中の三重県を
走る名松線だけは乗ることができ
ていません。

－プライベートでのマイブームは？

岩崎：来年あたりから家庭菜園を
始めようかと考えています。隣に
後継ぎのいない農地があるので購
入する予定です。家庭菜園をした
い方に無料でお貸ししますよ。お
いしい野菜の作り方を教えてくだ
さい。

岩
いわさき

崎  慎
しんいち

一　医師
愛知医科大学卒、整形外科一般

慢性的な膝や肩、関節など主に運動器の疾患を中心に
診察しています。ご相談ください。

1998 年より当院の整形外科医として勤務されてい

る岩崎医師。親しみのある雰囲気で、話しやすく相

談もしやすいドクターです。
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Services Information

放射線技師の仕事は、放射線の特性を利用した検査をすることです。主に、

体の中のようすを写真にして、診断に必要な情報を医師に提供しています。

【 三九朗病院にある検査装置と被ばく量 】
東京電力福島第一原発の事故により、放射能に対する関心が高くなってい

ます。病院で受ける放射線による検査にも正しい知識をもちましょう。

被ばくにより体に影響が出る線量は、一度に 100 ｍ Sv（※）以上とされ

ていますが、検査で使用する放射線（X線）は、体の中に蓄積しません。放

射線を照射されている間のみ被ばくします。例えば胸部 X線写真を毎日撮

影したとして、合計撮影回数が 2000 回になると被ばく線量が合計で 100

ｍ Sv に達しますが、体に放射線は蓄積しないので影響は出ません。一度に

大量の放射線被ばくをしない限り放射線による影響はありません。当院では、

不必要な検査を避け、被ばくのリスクを低減しています。

放射線科（診療支援部）
Services Information｜皆さまを支える三九朗病院のシゴトを紹介します。

CT装置が開発されたのは比較的最近で、
イギリスの技術者ゴッドフリー・ハウンズ
フィールドによって 1967 年に考案され、
1972 年に発表されました。彼が所属して
いたのは EMI社（イギリス）の研究所で、
ビートルズが所属していたのも EMI 社で

した。主に 1960 年
代に活躍したビート
ルズの記録的な売上
が、CT装置の研究資金となっていたと考
えられ、CT装置は『ビートルズによる最
も偉大な遺産』とも言われています。

※ Sv（シーベルト）：放射線により体が受けた影響を表す単位。「mSv」はミリシーベルト。
　　　　　　　　　　1Sv ＝ 1000mSv。

● CT 装置

●一般撮影装置 ● X-TV 装置
胸のレントゲン写真や骨のレントゲ
ン写真を撮影する機械です。
【被ばく線量】胸部 X 線写真 ( 胸のレント
ゲン写真 )：約 0.05 ｍSv

レントゲンの画像を動画で観察し
て、重要な画像を写真として撮影し
ます。バリウムを飲む胃の検査はこ
の装置で検査をします。
【被ばく線量】胃透視検査 ( バリウムを飲
む胃の検査 )：約 0.6 ｍSv

正式名称は「コンピューテッド断層写真装置」
です。簡単に言えばコンピュータを利用して
体の輪切りの写真を撮影する機械です。よく
MRI 装置と混同する方がいらっしゃいますが、
CT 装置は X 線を、MRI 装置は磁力を利用し
て体の情報を収集しています。ともに体の断
面写真を見ることができる装置ですが、写真に写っているものが違います。
撮影したい部位・疾患によって使い分けています。
【被ばく線量】CT 検査 ( 胸部 )：約 6.9 ｍSv

●マンモグラフィ装置 ●骨塩量測定装置（骨密度）
乳房の写真を撮影する専用装置です。
普通のレントゲン写真では写し出せ
ない微細な病変を写
しだすことができま
す。
【被ばく線量】約 0.1ｍSv

少量の X 線を照射して骨の強さを測
定する装置です。
【被ばく線量】約0.01ｍSv

＊骨の中の塩分量を
測定する装置では
ありません。

　　CT とビートルズ BEATLES



健
づお医者さんと考える くり
康

地域連携室主催の地域交流会
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夏はビールのおいしい季
節です。最近は、「糖質ゼ

ロ」や「カロリーオフ」などいろいろ
な種類の製品が出ています。しかし、
食事制限が基本の糖尿病の治療中に、
「糖質ゼロ」だからとアルコールを摂
取すると、カロリーオーバーになって
しまうことがあります。糖質はゼロで
もカロリーはゼロではないからです。

また、水分補給の際、糖分の多いス
ポーツドリンクやジュースを飲みすぎ
ると、ペットボトル症候群（ソフトド
リンクケトーシス）になる可能性があ
ります。ペットボトル症候群は、糖分
の多い飲料水を飲み続けるうちに、糖
分の代謝を促すインスリンの量が足り
なくなり、高血糖状態になることです。

アルコールは利尿作用によって、ま
た糖分の多い飲料水は高血糖によっ
て、ともに脱水症状を引き起こすた
め、糖尿病の人は特に注意が必要で
す。水分を補給するときは、なるべく
水やお茶を飲みましょう。

昨年は猛暑のため、日本国内で 5万
人以上が熱中症で病院に搬送されまし
た。直射日光の当たらない部屋の中で
も、湿度が高いと汗が乾かないため、
体内の熱が放出されず、気づかないう
ちに熱中症にかかることがあります。
特に糖尿病の人は、合併症により発汗
量が少ないため、のどが渇かなくて
も、こまめな水分補給が必要です。

今年は震災の影響で節電が必要です
ので、熱中症に気をつけましょう。

糖 尿 病 と 脱 水リハビリテーションのための入院が
必要な方のお手伝いをします

地域連携室という言葉をはじめ

て耳にする方も多いのではないで

しょうか？　病院の中でどんな仕

事をしているのか、その一部をご

紹介します。

主に、回復期リハビリテーショ

ンが必要な患者さまが入院する

際、その窓口となっています。ま

ず、患者さまが入院している急性

期病院へ、週1回、リハビリ医

師と共に訪問回診に赴き、直接、

患者さまやご家族にお会いして病

状などを確認します。そして、転

院が決まると、その手続きから受

け入れまでを行っています。

また、外来患者さまが他の病院

で受診されたいときに、スムーズ

に受診できるように予約をお取り

しています。

その他、地域のケアマネー

ジャーと連携して勉強会を開催し

たり、当院で行っていることを伝

えるために病院や施設を訪問した

りしています。

直接、皆さまと接する機会の少

ないセクションですが、当院をよ

り良く利用していたただけるお手

伝いができるとうれしいです。

リハビリテーション部　地域連携室責任者　菅
すがはら

原 陵
りょうこ

子

地域連携室スタッフ

No.7

リハビリの現
ゲ ン バ

場からNo. 7

患者さまのご紹介や医療についてのご相談
がありましたら、お気軽にご相談ください。

地 域 連 携 室
Dr.本美の糖尿病コラム③

●常勤看護師：1名（ 医療福祉連携士 ）

●非常勤看護師：1名
●連携事務：1名

●屋外では帽子を着用
●水分をこまめに摂取する
●日陰を利用する
●たくさん汗をかいたら塩分の補給も忘れ

ずに！
●湿度が高いとき風がないときは要注意！

●まずは涼しい場所へ
●衣服（衣類）をゆるめる
●水などを飲ませる
●体に水をかけたり、濡れタオルをあてて扇

いだりするなど、体を冷やす（太い血管の
ある脇の下、首、足の付け根を冷やす）

豊田市ホームページ『熱中症と、その予防・対処方法について』より引用

体の異常が起きたら熱中症は予防が大切！
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　 さんくろう
自慢レシピ 酢みそで食べるそうめん

今回は職員 B さんの自慢レシピをご紹介。暑い夏！！ 夏ばてになっていません

か。食欲がわかないときでもそうめんなら食べられそうですね。めんつゆもおい

しいですが、さらにすっきり食べられる酢みそを使った食べ方を紹介します。

気軽にできる健康体操

快眠ストレッチ！
夏ばて解消スタッフの Point

寝ている間に寝返りをするのは、体のコリやゆがみを取るためです。
寝る前にふとんの上で軽くストレッチを行い、体のコリをほぐしま
しょう。ストレッチによるリラックス効果で、より質の高い眠りを得
ることができます。

～心地よい眠りのために始めてみましょう～

SHIN-SHIN とよた が発信します！

❶ 酢みその材料を混ぜて冷蔵庫
で冷やしておく。

❷ きゅうり、大葉を千切りし、
トマトをくし切りする。

❸ なすをオーブントースターで
焦げ目がついてクタッとするまで
焼く。水にくぐらせて粗熱を取っ
たら、縦に割いて横半分に切る。

❹ 大きめの鍋に 2 リットルのお
湯を沸かす。沸騰したらそうめん
をほぐしながら入れ、強火で 1 分
30 秒ゆでる。ふきこぼれそうに
なったらコップ 1 杯の水を入れ
る。

❺ ゆで上がったそうめんをざる
に移して流水でもみ洗いし、よく
水を切る。

❻ 器にそうめんを入れ、具をバ
ランスよく盛り付ける。

材料（2人分）

・そうめん……………200g（4束）

＜具＞
・きゅうり……………………1/2 本
・大葉……………………………３枚
・トマト………………………1/2 個
・ハム……………………………2枚
・なす…………………………1/2 個

＜酢みそ＞
・こうじみそ………………大さじ 2
　（何のみそでも可）
・酢…………………………大さじ 2
・砂糖………………………大さじ 2
・水…………………………大さじ 2
・すりゴマ………………………適量

作り方

❷

❸

❹

❺

（1人あたり）

エネルギー

540 kcal 

塩分

3.0g

寝苦しい夏の夜に．．．

両手を頭の後ろで組み、腕の重みで
頭を前に倒し、10 秒キープ。

両手を前で組み、顔はおへそをのぞき
込む。背中を丸め、手を前方へ伸ばす。

両手を横に広げ、膝を曲げ左右に倒
す。ゆっくり交互に 10 回ずつ行う。

対角線上の手足を遠くに伸ばすイ
メージ。左右交互に５秒ずつ伸ばす。

胃の中に食べ物が入っていると、夜中に消化器官が働き、自律神経を十分に
休めることができません。就寝前３時間以内に食事を摂

と

らないことで体全体
がゆっくり休めるほか、内臓への負担軽減やダイエットにも効果的です。

首のストレッチ 背中のストレッチ

腰のストレッチ 全身のストレッチ

おみそには消化促進や整腸作
用があり、胃腸の機能が衰え
やすい夏にはぴったりです。
また、お酢にはクエン酸が含
まれ、脂肪燃焼を促進、疲労
回復効果があるといわれてい
ます。今回は水を加えていま
すが、水を加えない酢みそや
辛子酢みそで、今が旬のなす
やいんげんと和え物にしても
おいしくいただけます。

管理栄養士さんからの
ワンポイントアドバイス

ワンポイント
アドバイス

寝るときは空腹で

完成！

頭を前に倒す際、腕
に力をいれないよう
に注意しましょう。

腰の痛い人は、膝を
倒し過ぎないように
注意しましょう。

組んだ手を前方
へ伸ばしていき
ます。


