
　第 2次世界大戦が終わった時、世界の知識人が集って、ギリシャのアテネで会議を開いたそうです。
テーマは「今、人類にとって最も必要なものは何か」という事でした。
　色々議論の結果、結論は「今、人類にとって最も必要なものは『思いやり』だった」そうです。
　そして、それは今も言える事ではないでしょうか。
　昔（2500年前）中国で孔子の弟子の子貢が「一言で、生涯これを行っていたらよいと言う言葉があ
るでしょうか」と言って問うたのに対し、孔子は「それは恕（じょ）だろう。自分が人からされたく
ない事は人にもするな」と答えておられます。「恕」とは「思いやり」の事です。
　アメリカの自動車王フォードは「この世の中に成功の秘訣があるとすれば、それは常に相手の立場
に立って、ものを考える能力をもつことである」と言っています。「相手の立場に立ってものを考え
る」それが「思いやり」です。
　いつの時代でもまたどこに行っても私共にとって、忘れてはならない事、それは「思いやり」では
ないでしょうか。
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私たちは、患者様本位を第一に考え
　高度な専門医療技術をもって
地域社会に貢献することを目指します。

「 空と海と人 」 高松内科クリニック　院長 高 松 和 永 先生 写
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院　長　岡 村 高 雄
救足センター発足に当たって

　超高齢化社会が迫り来る昨今、動脈硬化
を震源とする病気が増大をしつつあります。
脳血管の動脈硬化は脳梗塞として知られ、
心臓に関しては狭心症、心筋梗塞が良く認
識をされています。しかし、足の動脈硬化
に対する認識はまだ低い状態ですが、既に
多くの方々に忍び込み、足の動脈硬化であ
る閉塞性動脈硬化症を発症し、次第に増加
しつつあります。重症化した足の動脈硬化
は足の疼痛や潰瘍、壊死を有する状態に陥
り、この場合は4人に1人が下肢切断に至る
状況を引き起こしています。早期発見でき
れば治療もたやすく、患者様の日常生活能
力も向上可能ですが、下肢切断になると、
その後の生活能力の低下が患者様の生命予
後に大きな変化を与えると言われており、
足切断を回避する為の早期診断、早期治療
が大切になってきます。しかし現実には、
患者様に上記の症状が出現をした場合にど
の診療科を受診し治療を受けるべきかわか
らず、既存の診療科としても下肢病変や足
病変の専門的知識や治療技術を持ったもの

は少ないため、ほとんどその場しのぎの治
療しかできないのが現状です。このように
下肢の症状を持つ患者は各科医療の谷間に
おかれており、実際には下肢のみの損失で
なく生命も失うケースも少なくないのであ
ります。
　当院では、下肢切断の回避Act Against 
Amputation（AAA）を合言葉に少しでも多
くの患者様の肢（足）を救い、命を救い、
患者様により良い生活を送って頂きたいと
の思いから、各診療科と連携を取り合いな
がら、薬物療法やカテーテル治療、手術、
運動療法、フットケア、潰瘍・壊死の創傷
処理なども含めたトータルケアで救足に努
めたいと考えています。
この為、各部門の専任者でチームを構成し
て「救足（CLI）センター」を発足させま
した。
　足の様々な症状がありましたら、ぜひ一
度受診して頂く事をお勧めします。
何卒、宜しくお願いを申し上げます。

血管内治療風景
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ぼけないために簡単に、できることの一つかもしれないこと
～ Eテレ（教育テレビ）はどうでしょう ～

岡村病院　総合内科医　川村　 誠

　現在日本は世界が経験したこともない、
高齢化社会に突入しています。それに伴い
認知症の患者さんの数も増加の一途をたど
る状態がしばらく続きます。根本的な治療
はまだ先のようです。現在できることは、
薬を含めて症状の進行をできるだけ遅らせ
ることです。もちろん食事、運動療法も大
切です。

　個人的な意見で
あり、漠然と以前
から思っている方
法について話した

いと思います。今日、国営放送はその受信
料を巡って色々と話題になっています。朝
ドラ、大河ドラマなどでご覧になっている
方も多数います。以前は教育テレビと言わ
れていたEテレというテレビチャンネルがあ
ることはご存知だと思います。あまり普段
は注目されていませんが、かなり見方によ
っては脳の活性化（あまりこういう言い方
は好きではありませんが）に有効ではない
かと思っています。
　ぼけないため何かをするとなっても、お
金がかかったり、時間がかかったり、準備
するのが大変だったりするとまず始めませ
ん。また基本的に面白くないと継続しません。
好奇心を持つことが人間にとっては重要な
ことではないでしょうか。他人に対して正
しく好奇心、あるいは関心を高齢になって
も持つことができれば、日常生活もある程
度円満な状態に維持できるのではないでし
ょうか。
　楽しむという行為には知らないことを知
るというワクワクする経験が一役買います。

こういう経験が多いと日常生活にもメリハ
リがつき、ストレスにもある程度抵抗でき
るのではと、個人的には考えています。
 そこでEテレですがその番組内容はもちろ
ん健康から教育、語学、芸術、趣味など多
岐にわたります。特に趣味は短歌、俳句、
園芸、手芸、料理など広範囲にわたる年齢
層をカバーしています。また時間も５分く
らいの短時間の番組もあり気安く体験でき
るのではないでしょうか。また専門家がわ
かりやすく解説してくれる番組が多いので、
自分が普段あまり興味のない番組でも無駄
にならない場合が多いです。
　お子さんがまだ小さい場合には、一緒に
ピタゴラスイッチ、デザイン「あ」などを
見て物の考え方、見方について意見を交換
してもいいと思います。

　時に子供の意見は参考になることが多い
です。日本語で遊ぼうに全力で出演してい
る野村萬斎をみて、狂言などに興味が少し
でもわいてくればしめたものです。個人的
にはコーネリアスが音楽を担当したデザイ
ン「あ」、グレーテルのかまどにくるりの
ジンジャエールが歌詞にでてくるプログラ
ムがツボでした。
　私のお勧めはいきなり1日何回かEテレの
チャンネルに変えて5分程度みることです。
興味が続かなければ、もとのチャンネルに
戻します。家ではチャンネル権は私にはな
いので、最近この方法は使えません。（ま
○こ　デ○ックスの番組は嫌いではありま

せんが）2020年には東京オリンピックが開
催されます。現在高知でも、かなりの人数
が諸外国から来日されています。ほんの少
しでも単語を覚え、交流できればさらに充

実した時間を過ごせると思います。インタ
ーネットを利用し情報を発信すれば、世界
中から来高されます。
　さあ5分からのＥテレどうでしょう。
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理学療法士　岡林　賢史運動の専門家「理学療法士」の役割運動の専門家「理学療法士」の役割
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る状態がしばらく続きます。根本的な治療
はまだ先のようです。現在できることは、
薬を含めて症状の進行をできるだけ遅らせ
ることです。もちろん食事、運動療法も大
切です。

　個人的な意見で
あり、漠然と以前
から思っている方
法について話した

いと思います。今日、国営放送はその受信
料を巡って色々と話題になっています。朝
ドラ、大河ドラマなどでご覧になっている
方も多数います。以前は教育テレビと言わ
れていたEテレというテレビチャンネルがあ
ることはご存知だと思います。あまり普段
は注目されていませんが、かなり見方によ
っては脳の活性化（あまりこういう言い方
は好きではありませんが）に有効ではない
かと思っています。
　ぼけないため何かをするとなっても、お
金がかかったり、時間がかかったり、準備
するのが大変だったりするとまず始めませ
ん。また基本的に面白くないと継続しません。
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　楽しむという行為には知らないことを知
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リがつき、ストレスにもある程度抵抗でき
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るのではないでしょうか。また専門家がわ
かりやすく解説してくれる番組が多いので、
自分が普段あまり興味のない番組でも無駄
にならない場合が多いです。
　お子さんがまだ小さい場合には、一緒に
ピタゴラスイッチ、デザイン「あ」などを
見て物の考え方、見方について意見を交換
してもいいと思います。

　時に子供の意見は参考になることが多い
です。日本語で遊ぼうに全力で出演してい
る野村萬斎をみて、狂言などに興味が少し
でもわいてくればしめたものです。個人的
にはコーネリアスが音楽を担当したデザイ
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催されます。現在高知でも、かなりの人数
が諸外国から来日されています。ほんの少
しでも単語を覚え、交流できればさらに充

実した時間を過ごせると思います。インタ
ーネットを利用し情報を発信すれば、世界
中から来高されます。
　さあ5分からのＥテレどうでしょう。

　皆様はじめまして。私は今年の４月から
岡村病院で勤務しておりますリハビリテー
ション科理学療法士の岡林賢史と申します。
皆様は理学療法士という仕事をご存知でし
ょうか？おそらく理学療法よりもリハビリ
と言った方がピンとくる方が多いかもしれ
ません。今回はせっかくの機会ですので、
少し理学療法について触れてみたいと思い
ます。
　はじめに、リハビリテーション（リハビ
リ）と理学療法は同じではありません。な
ぜならリハビリには、障害や障害からもた
らされる様々な状態を改善し、障害者やそ
の家族が社会に復帰するための“あらゆる
手段が含まれている”からです。当院にお
いても医師、看護師、介護ヘルパーなどを
含めた他職種が協同して患者さんに関わる
ことでリハビリが行えるのであり、理学療
法士の仕事がリハビリではないのです。そ
れでも私たちの職業は「リハビリの先生」
と呼ばれることが多く、理学療法士と呼ば
れることはほとんどありません。そこでリ
ハビリの中で理学療法士に何が出来るのか
について話をしてみたいと思います。
　理学療法は、身体に障害がある方々に対
して、主に日常生活動作などの機能回復、
改善、維持を図るために、治療手段として
運動や電気などを用いた物理療法を行いま
す。しかし、近年では対象は身体障害者に
限らず、虚弱高齢者や半健康人、健常人も

対象となってきました。その目的も、機能
回復のみでなく、予防および健康増進も含
まれます。その手段として、運動療法、物
理療法の他に補装具を用いたり、生活環境
の調整を行ったりします。この背景には、
医学・医療の進歩や生活環境の著しい変化
が関係していると思います。その時代に合
わせ、求められることに応じて、理学療法
の役割も変化しています。現在、理学療法
士に求められていることは、「運動の専門
家」として社会に貢献することだと感じて
います。
　当院では、入院患者さんだけでなく外来
患者さんでもリハビリ処方があれば理学療
法を受けることができます。介護を受けた
り病気で寝たきりになったりせず、自立し
て健康に生活できる期間を健康寿命と言い
ます。平均寿命と健康寿命の差を単純に比
較すると男性で9年、女性では12年の差があ
り、言い換えると人生の終盤を迎えたとき、
健康上の問題でこれだけの期間日常生活が
制限される可能性があるということになり
ます。少しでも健康寿命を延伸し、いつま
でも自立した日常生活を送ることができる
ようにたくさんの高齢者の方々が理学療法
を受けられています。また、怪我の治療や
競技パフォーマンスの向上を目的に理学療
法を受けに来られるスポーツ選手の方もい
ます。当院においても対象に制限はありま
せんので、運動に関して、健康に関して、

何かありましたらいつでもご相談頂ければ
と思います。
　最後に大切なことを1つ。男子ハンマー投
げオリンピック金メダリストである室伏広
治選手が「競技を長くやってきたけど若い
時の練習と30歳を超えてからの練習は違う
んですね。若い時の筋肉の力に頼るような
動きから、効率と安定性を重視した動きを

練習して、年齢に合った動きを見つけてい
くことが大切だと思います。」と仰ってい
ます。室伏選手の考え方も理学療法士との
出会いによって変化したそうです。今の自
分に合った運動、今の自分に合った動き方
を当院理学療法士と一緒に見つけてみませ
んか？
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　検査室　浜田佐智子岡村病院 検査室 殿堂入り☆☆☆岡村病院 検査室 殿堂入り☆☆☆
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ます。
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の家族が社会に復帰するための“あらゆる
手段が含まれている”からです。当院にお
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含めた他職種が協同して患者さんに関わる
ことでリハビリが行えるのであり、理学療
法士の仕事がリハビリではないのです。そ
れでも私たちの職業は「リハビリの先生」
と呼ばれることが多く、理学療法士と呼ば
れることはほとんどありません。そこでリ
ハビリの中で理学療法士に何が出来るのか
について話をしてみたいと思います。
　理学療法は、身体に障害がある方々に対
して、主に日常生活動作などの機能回復、
改善、維持を図るために、治療手段として
運動や電気などを用いた物理療法を行いま
す。しかし、近年では対象は身体障害者に
限らず、虚弱高齢者や半健康人、健常人も

対象となってきました。その目的も、機能
回復のみでなく、予防および健康増進も含
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が関係していると思います。その時代に合
わせ、求められることに応じて、理学療法
の役割も変化しています。現在、理学療法
士に求められていることは、「運動の専門
家」として社会に貢献することだと感じて
います。
　当院では、入院患者さんだけでなく外来
患者さんでもリハビリ処方があれば理学療
法を受けることができます。介護を受けた
り病気で寝たきりになったりせず、自立し
て健康に生活できる期間を健康寿命と言い
ます。平均寿命と健康寿命の差を単純に比
較すると男性で9年、女性では12年の差があ
り、言い換えると人生の終盤を迎えたとき、
健康上の問題でこれだけの期間日常生活が
制限される可能性があるということになり
ます。少しでも健康寿命を延伸し、いつま
でも自立した日常生活を送ることができる
ようにたくさんの高齢者の方々が理学療法
を受けられています。また、怪我の治療や
競技パフォーマンスの向上を目的に理学療
法を受けに来られるスポーツ選手の方もい
ます。当院においても対象に制限はありま
せんので、運動に関して、健康に関して、

何かありましたらいつでもご相談頂ければ
と思います。
　最後に大切なことを1つ。男子ハンマー投
げオリンピック金メダリストである室伏広
治選手が「競技を長くやってきたけど若い
時の練習と30歳を超えてからの練習は違う
んですね。若い時の筋肉の力に頼るような
動きから、効率と安定性を重視した動きを

練習して、年齢に合った動きを見つけてい
くことが大切だと思います。」と仰ってい
ます。室伏選手の考え方も理学療法士との
出会いによって変化したそうです。今の自
分に合った運動、今の自分に合った動き方
を当院理学療法士と一緒に見つけてみませ
んか？

　「龍馬パスポート」をご存じでしょうか？
　「高知家」が、観光キャンペーン「リョー
マの休日」と銘打って取り組んでいる事業
があります。その中の１つとして2012年よ
り「龍馬パスポート」が発行されました。
これは、高知県内の主な観光施設などで提
示するだけで特典が受けられる、高知観光
におトクなアイテムです。県内参加施設で
スタンプを集めるごとにパスポートがステ
ージアップ（進化）し、特典もさらに豪華
になるというシステムです。
　まず、申請ハガキにスタンプを３個集め
て申請することにより、ステージ1の青パス
ポートがもらえます。ステージは全部で５

つ。2赤→3ブロンズ→4シルバー→5ゴール
ドとステージアップするごとに難易度も楽
しさもアップしていきます。そして、ゴー
ルドパスポートをクリアして、最終ゴール
「殿堂入り」を目指すわけです。
　我が検査室は、２年前2013年のちょうど
夏頃「龍馬パスポート」に目覚めました。
始めた頃は、ブロンズ・シルバー・ゴール
ド・殿堂入りなるものはなく黒パスポート
が2～3種類あり最終が黒プレミアムという
ものでした。ちょうど黒プレミアムになっ
たあたりでブロンズに変わり、約１年あま
りの歳月を経て2015年 7 月 7日殿堂入りを
果たしました。

　観光施設のスタンプは何とかなるのです
が、宿泊と体験のスタンプ集めにやや苦労
しました。ですが、体験は内原野ガラス工
房での「とんぼ玉づくり」や陶芸、田野町
での「天日塩づくり」等々体験したようで
す。私は、近場の上町にある龍馬の生まれ
た町記念館を出発する「龍馬の生まれたま
ち歩き～土佐っ歩～」２時間コースを体験
しました。正直、スタンプ集めの為の参加
という初期動機がフラチなものでしたが、
当日は私一人しか居なく、親切なガイドさ

んが龍馬に関わるたくさんの裏話しや日頃
の通勤路に秘められた龍馬の歴史にふれ、
かなり楽しく貴重な体験となりました。
NHKの番組に「ブラタモリ」というのがあ
ります。タモリさんが、楽しそうに全国の
普通の道を歩きながら秘められた歴史に触
れる番組ですが、この時の私はさながら
「ブラハマダ」で、タモリさんの楽しい気
持ちがよく分りました。
　「龍馬パスポート」は、恐らく県外の方
への観光振興の一環として始めたものであ
ると思いますが、私達県内人も改めて高知
の魅力を再発見し、検査技師全員でステー
ジアップしていくという1つの同じ目標を達
成していくという行為は、日々の業務にも
相通じるものがあったのでは！と思ってい
ます。
　最後に、宿泊のスタンプ集めにご協力く
ださったメーカーの皆様、この場をお借り
しお礼申し上げます。ありがとうございま
した。　　　　　　　　　H27.７月末執筆

～ なんのこっちゃーー！ ～
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　「龍馬パスポート」をご存じでしょうか？
　「高知家」が、観光キャンペーン「リョー
マの休日」と銘打って取り組んでいる事業
があります。その中の１つとして2012年よ
り「龍馬パスポート」が発行されました。
これは、高知県内の主な観光施設などで提
示するだけで特典が受けられる、高知観光
におトクなアイテムです。県内参加施設で
スタンプを集めるごとにパスポートがステ
ージアップ（進化）し、特典もさらに豪華
になるというシステムです。
　まず、申請ハガキにスタンプを３個集め
て申請することにより、ステージ1の青パス
ポートがもらえます。ステージは全部で５

つ。2赤→3ブロンズ→4シルバー→5ゴール
ドとステージアップするごとに難易度も楽
しさもアップしていきます。そして、ゴー
ルドパスポートをクリアして、最終ゴール
「殿堂入り」を目指すわけです。
　我が検査室は、２年前2013年のちょうど
夏頃「龍馬パスポート」に目覚めました。
始めた頃は、ブロンズ・シルバー・ゴール
ド・殿堂入りなるものはなく黒パスポート
が2～3種類あり最終が黒プレミアムという
ものでした。ちょうど黒プレミアムになっ
たあたりでブロンズに変わり、約１年あま
りの歳月を経て2015年 7 月 7日殿堂入りを
果たしました。

　観光施設のスタンプは何とかなるのです
が、宿泊と体験のスタンプ集めにやや苦労
しました。ですが、体験は内原野ガラス工
房での「とんぼ玉づくり」や陶芸、田野町
での「天日塩づくり」等々体験したようで
す。私は、近場の上町にある龍馬の生まれ
た町記念館を出発する「龍馬の生まれたま
ち歩き～土佐っ歩～」２時間コースを体験
しました。正直、スタンプ集めの為の参加
という初期動機がフラチなものでしたが、
当日は私一人しか居なく、親切なガイドさ

んが龍馬に関わるたくさんの裏話しや日頃
の通勤路に秘められた龍馬の歴史にふれ、
かなり楽しく貴重な体験となりました。
NHKの番組に「ブラタモリ」というのがあ
ります。タモリさんが、楽しそうに全国の
普通の道を歩きながら秘められた歴史に触
れる番組ですが、この時の私はさながら
「ブラハマダ」で、タモリさんの楽しい気
持ちがよく分りました。
　「龍馬パスポート」は、恐らく県外の方
への観光振興の一環として始めたものであ
ると思いますが、私達県内人も改めて高知
の魅力を再発見し、検査技師全員でステー
ジアップしていくという1つの同じ目標を達
成していくという行為は、日々の業務にも
相通じるものがあったのでは！と思ってい
ます。
　最後に、宿泊のスタンプ集めにご協力く
ださったメーカーの皆様、この場をお借り
しお礼申し上げます。ありがとうございま
した。　　　　　　　　　H27.７月末執筆

～病院薬剤師のお仕事～　公開勉強会

　病院薬剤師。私たちは患者様の検査値をみて副作用がでていないかのチェックや腎機能や体
重にあわせた薬の処方量の提案を行っています。また、医師と協働して治療の作戦を立てたり
参謀の役割を担っています。

　この度、近隣の調剤薬局を中心に院外の薬剤
師向けの公開勉強会を開催しました。連携する
ことで当院におかかりの患者様が、入院しても
退院してからも安心してお薬が服用できる環境、
相談できる環境を目指しています。
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岡村病院健康フェアを開催しました

　「老人大学」受講の皆様を対象として、8月
15日、9月５日に健康フェアを行いました。
　今のご自分の健康状態をチェックし、さ
らなる健康寿命の増進を目的として、いく
つかの検査を体験していただきました。
　検査項目は①ABI検査（動脈硬化の度合い
をチェック）②骨密度測定（骨粗鬆症を診
断）③血圧・血統測定④筋力・バランス測
定を行いました。
　検査を順番に体験していただきながら
「動脈硬化にはまだなってないと言われ

た」とか「初めて股関節で骨密度を測ったらちょっと数値が低いらしい」など、担当者との話
に花を咲かせながらのひと時となりました。検査結果を、今後の生活習慣の改善に役立ててい
ただければと思います。

健康講座を行いました

　「痛みの原因はココにあった、‘血管’を知
るとあなたの不調が見えてくる」シリーズ
で高知県下を巡回している岡村病院健康講
座、8月22日（土）は梼原町にお邪魔しまし
た。
　真夏の高知市内から一転涼しい高原地、
「ゆすはら・夢・未来館」には多くの皆様
にお越しいただきました。今回は講演２本
と検査装置を抱えての健康講座になりまし
た。
　院長と外来課長の講演の後、足の血管の

硬さや詰まり具合を検査することの出来る「ABI検査」と足の静脈の音を聞くことの出来る
「ドップラー検査」のふたつを20名を超える皆様に体験していただきました。
　血管内を流れる血液の音にびっくりしたり、「あれ、血管少し硬いですよ」という結果に苦
笑いをしたり、「この機会にちょっと」と質問が飛び交ったりと和やかに有意義な時間を過ご
させていただきました。ありがとうございました。
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