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「防犯対策員」とは、どんなお仕事？
　元警察官で防犯対策
のオジサン…と聞くと、
眼光するどく威圧感の
ある顔で、しかも体が
大きくて柔道剣道やっ
てま～す、みたいなオー
ラをふりまいている人
を想像するのではない
でしょうか。いざ北原
さん（こども病院の防
犯対策員）を目の前に
すると、思わず背筋が
ピーンとなってしまい

ますよね。今回はそんなイメージがどこまで真実か確かめ
るべく、個人的なことも含めてお話しをうかがってきまし
た。

～たいてい病院のどこかにいます～
編）まずは北原さんの一日の仕事内容を教えてください。
北）エントランスでの見回り、その他に駐車場、病棟、宿

舎の見回りなど、一日の大半は病院のどこかにいます。あ
とは、CPT（Child Protection Team）委員会にも入っ
ています。病棟からの依頼があれば待機をしていることも
ありますし、警察が介入するような事案の場合は警察との
対応もしています。

～職員には常に危機管理を意識してほしい～
編）こども病院のセキュリティーはどうですか？
北）万全とはいえません。セキュリティ対策に更に力をい
れたいと考えています。防犯カメラは出入口に設置されて
いますが、更に設置場所について検討中です。病院職員全
員が何かあったときに備える危機管理の意識を持ってほし
いですね。

～多くの病院に「防犯対策員」がいます～
編）他の病院にも防犯対策員はいるのですか？
北）いますよ。やはり元警察官です。県下に20ぐらいの
病院で防犯対策員が働いていますよ。

～護身術がいつか役に立つかも…～

vol.5

厳しい表情で院内を見回る
防犯対策員の北原進さん

長野県立こども病院理念
わたし達は、未来を担うこども達とその家族
のために、質が高く、安全な医療を行います。

撮影：大畑淳
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富士山登頂

北アルプスを写す（槍ヶ岳）

編）職員の防犯対策訓練はしているのですか？
北）昨年もありましたが、安曇野警察署の方が来て、護身
術（被害にあわないために）を教えてくれます。少しでも
習っておくと、いつかどこかで役に立つときが来るかもし
れないので、ぜひみなさん機会がありましたら参加してく
ださい。

～現役時代に“お世話”した子に会うことも～
編）北原さんの経歴を教えてください。
北）３７年間警察官をしていました。その間、交番勤務や
機動隊員などもやりましたが、主に暴力団犯罪、薬物犯罪
を取り締る「刑事」を長くやっていました。こども病院で
働くきっかけは、前の防犯対策員の方が警察の先輩だった
ことです。たまに、エントランスで見回りしていて、現役
時代にお世話した（！）子たちが、親になり、声をかけて
くることもあって嬉しく感じますね。

～逮捕術３段～
編）北原さんは多趣味とのことですが、やはり警察官と
言ったら剣道？柔道？
北）剣道をやっていました。警察官なら、必ず剣道か柔道
は出来なくてはいけないんですよ。その他には、逮捕術な
んてのもあります。ちなみに僕は３段をもっていますが…
今はいっさいやりません（笑）他には、山登り、山菜採り、
渓流釣り、ゴルフ、マラソンがあります。今度の「あずみ
野ハーフマラソン」も走りますし、昨年の「松本マラソン」
も完走しました。もちろん今年も走ります！！

～高遠の生まれです～
編）ところで北原さんのご出身はどこですか？…
北）生まれは伊那市高遠で、育ったところは松本です。現
在は安曇野市豊科に住んでいます。
編）警察官を志した理由は？
北）叔父が警察官でした。民間会社も受けたのですが、た
またま受かったのが警察官だけだったというわけです。全
くもって、小さい時からの「憧れ」で警察官になった訳で

はないですよ。
＊実は、かわいい盛りの双子の女の子（こども病院で出産）
を孫に持つ北原さん。どうしたら、もうちょっと懐いてく
れるか日々検討中だそうです。

～阪神淡路大震災に出動、人生観が変わる～
編）これまでに、人生観が変わった出来事はありますか？
北）やはり阪神淡路大震災ですね。当時は、松本警察署の
機動隊にいたので出動しました。食料品や飲料水がないだ
ろうと、こちらで大量に購入して行ったことを思い出しま
す。現場では行方不明者の捜索などをしました。10日間
ほど行っては戻る生活をしばらく繰り返して、現地に行く
たびに復旧作業が進められていくのを見て、つくづく自然
災害の恐ろしさを感じました。それと、人間の絆、強さに
感動しました。

～気軽に相談してください～
編）気軽にご相談してもいいんですか？
北）警察的なことはもちろん、皆さんがついついやってし
まった交通事故や困っていることなど、気軽に相談してく
ださい。もちろん、警察署に届けを出すときはご自身でお
願いしますね（笑）

編）本日はお忙しいところありがとうございました。

　　　　インタビュアー：江田真理　宮澤敦子　吉岡幸代

若き日の北原さん
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　今回登場していただ
くのは小児集中治療科
部長の北村真友先生で
す。正直なところ、北
村先生のインタビュー
は日時が決まったあと
で何回も流れるという
事態になってしまい、
もしかしたら決定的に
相性が悪いのでは…と
不吉な予感が漂ってい
ました。しかし、終わっ

てしまえば案ずるより産むが易い、穏やかな雰囲気のイン
タビューになりました。

～神戸出身の信州人です～
編）先生は神戸のご出身とうかがっています。
北）そうです。実家があったのは神戸だけどもう引き払っ
ていて、信州大学に入学して以来ずっと長野で、僕の人生
の中で信州の方が長くなりました。

～冬はスキー、夏は海釣り～
編）ご趣味は何ですか？
北）スポーツをするのが好きですが、今はスキーだけです。
シーズン中は友達と少なくとも十回は行きます。もっぱら

県内です。野麦峠スキー場とか、野沢温泉スキー場とか、
白馬コルチナスキー場が好きですね。圧雪になっていなく
て雪質がいいし。夏は釣りです。海釣りが好きな人が誘っ
てくれて、新潟へ行って堤防でアジやイカ釣りをしていま
す。自分では魚をさばかないですけどね。

～水泳部の部室で過ごした高校時代～
編）小さいころや学生時代の思い出を教えてください。
北）思い出は…高校、大学と水泳部でした。高校は敷地の
端にプールと部室があって、ほぼそこにいましたね。出席
日数がどうなっていたのか不思議なぐらい、本当に先生に
は悪いことしたなあと思いますね。

「この人に聞く」小児集中治療科　北村真友 先生第18回

プール

初釣果はフグ
（足もとをよく見ると…）

魚を捌いているところ

鯵の寿司



長野県立こども病院だより　No.57　2018年6月12日4

～「医学部に行きたい、医者になりたい」～
編）それでも医学部に受かるのはすごいですよね。成績よ
かったんですね
北）いやいや全然よくないんです。進路指導で「医学部に
行きたい、医者になりたい」と言ったとき、先生からは親
は金持ちかと。私立大学に行くつもりなのかという質問を
されました。結局、1年浪人して信大医学部に行きました。

～自分も海外で医療協力をするかなぁ～
編）医師になろうと考えたキッカケは何でしたか？
北）中学２年生くらいのころかな、知り合いがやっていた
東南アジアでの海外医療協力の活動です。自分も医者に
なってそんな活動をするかな～と思って。

～学生時代も病院で研修しました～
編）医師になってからも海外での活動に興味があったんで
すか？
北）そうですね、医学部に入ってから海外医療協力を支援
するグループに加わりました。海外に日本人の医師・看護
師・保健師などが行って医療活動や保健活動をするグルー
プです。けど、それだと必ずしも地元の人達が行う持続し
た活動にならないということもあって、発展途上国から人
を呼んで研修してもらう病院があったので、そこに行かせ
てもらいました。学生時代はそういうことを卒業までやっ
ていましたね。

～仲間とのつながりで小児科医に～
編）小児科を選んだ理由は何ですか？
北）いろんな理由があるんですけど、海外医療協力をやっ
ていた人達が小児科医だったことと、同期で小児科に入る
連中にいい人が多くて「この人達と仕事するのは楽しかろ
うな」と思ったのも一つです。

～流れの中で救急の世界へ～
編）小児救急を選んだのは？
北）ことさら目指していたわけではないです。僕の人生、
まあまあ行き当たりばったりというか、出会いというかタ
イミングなんですよね。以前、当院の循環器科に来させて
もらったのも、信大の小児科医局の中に希望者がいなかっ
たからで（笑）でも、ここの循環器を経験してすごくよ
かったです。大学に戻って循環器とＮＩＣＵで働いてから
高度救命救急センターで働きました。

～憧れのドクターは…～
編）影響受けた先生はいますか？
北）僕が影響受けた人は…そうですね、こういう先生はい
いなと思ったのは、以前この病院の循環器科にいらした今
井先生ですね。医者になって２、３年目に北信総合病院で
働いていたとき、そこの部長が今井先生でした。ゆる～い

感じなんですけど子どもに対しては熱心というか熱いとい
うか。ぺーぺーで行った僕にも任せてくれつつ、バック
アップをそれとなくやってくれました。ほんとにいいなと
憧れですね。

～いいと思う提案はするけど…～
編）医師になって人生観が変わったことありますか？
北）医療者として患者さんの命を助けるというか生かすと
いう方針は基本的に正しいと思っていましたが、なかに医
療者が提案したそれらを選ばない家族がいらっしゃって看
取りを選択されました。ショックというよりはそうだよな
と納得しました。僕たちは治療についての提案はするけ
ど、治療された後のこども、あるいは看取るという選択を
した事実を背負い続けるのは家族ですから。だから、つら
い気持ちや後悔がないわけではないけれども看取るための
ケアもできるといいなと思います。
編）患者さんやご家族に接するとき、どんなことを心がけ
ていますか？
北）なるべくいいことをしてあげたいなって、すごく漠然
としていますけど。全力で治療することはいいことなんだ
けど、いいと思うことが必ずしも治療じゃない状況もあっ
て。その時に何が一番いいことなのか、みんなで考えて決
めていくことになりますね。なんだかうまく言えないけど
…

～医師になって１年目はひたすらツラかった～
編）今だから話せる失敗談とか苦労したこととかあります
か？
北）失敗談なんてそれこそ山ほどあるからね。大学で働き
始めて１年目はひたすらつらかった。もう鬱状態で病院に
行くこと考えると胸痛がした。なので、新人たちの気持ち
がよくわかるよ。あの時はほんとにつらかったからね。そ
んな時もありましたけど、根は楽天的なんでしょうね。
編）ＰＩＣＵが新しい体制になって、部長として目指すこ
とは何でしょうか？
北）ＰＩＣＵは長野県の子供にとってなくてはならない場
所で、そこで最大限の治療をしてお家に帰す役目があると
思うんです。でも、同時に看取る場所にもなります。でき
ればお家に帰して看取ることができるようにしていきた
い。その両方をちゃんとできるＰＩＣＵにしていきたいと
思います。

編）本日はお忙しいところありがとうございました。

　　　　　　　　　インタビュアー：西沢博子　平林富子
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　「こころの医療
センター駒ケ根」
で定年まで勤めた
後、この4月にこ
ども病院へやって
きました。駒ケ根
からは高速道路で
ちょうど１時間で
す。こども病院に
は県立病院機構の
会議で今まで何度
もお邪魔しました
が、病院組織の中
に入ってみると違
う世界が見えてき
ます。

～周産期のメンタルヘルス～
　私がこども病院に呼ばれた理由はいくつかあると考えて
います。一つは周産期の患者さんのメンタルヘルスです。
イギリスで行われた調査で、周産期の自殺と精神疾患の間
に明確な関係が見つかって世界的に注目が集まり、日本で
も周産期の患者さんのメンタルヘルスを支援する対策が始
まっています。昨年度、厚生労働省から出された「周産期
医療の体制構築に係る指針」の中で、こども病院のような
総合周産期母子医療センターでは母体や児に高度な専門医
療を行うだけでなく、精神疾患のある妊産婦についても専
門の診療科が協力して対応する体制を作り、関係者および
住民に情報を提供するものとされました。産後の健康診査
でメンタルヘルスの支援が必要な患者さんをどのように見
つけていくのか、病院内外の医療関係者とどのようなネッ
トワークを作っていくべきか、まだこれからの課題です。

～小児の緩和ケア～
　二つ目は、緩和ケアです。小児の緩和ケアは、がんだけ
でなく神経疾患、循環器疾患、外科疾患などの病気も対象
となります。こども病院では、血液腫瘍科を中心に多職種
が集まった緩和ケアチームがカンファランスや回診を行っ
てきました。今年度からはチームが「委員会」に格上げさ
れ、精神科医が参加した保険制度上も認められる緩和ケア
へとレベルアップします。からだの症状緩和にとどまら
ず、本人、そして家族にも心理・社会的にサポートする緩
和ケアを目指します。

～患者さんの在宅医療と成人移行～
　前号に中村新院長が書かれたとおり、これからのこども

病院は在宅での医療支援や成人になった患者さんの支援が
大きな課題です。神経小児科を受診している発達障害のこ
どもさんが大人になった後、どのように支援していくか重
要な問題です。

～精神科医一人で何ができる？～
　とはいっても、精神科医一人で何ができるだろうか？小
さな精神科病院から来た私にとって、高度に専門分化した
大所帯のこども病院は相当の異文化であり、別世界です。
精神科医としての役割もさることながら、臨床現場の人と
人とのつながりを大事にして、少しずつ短期目標・長期目
標が見えてきたら良いと思って働いています。「母子メン
タルヘス外来」の看板を掲げましたが、まずは院内のコン
サルテーション・リエゾン活動（総合病院で精神科医が精
神科以外の領域に入って行う活動）から始めます。今は常
勤精神科医一人ですが、将来的にはコメディカルスタッフ
と一緒のリエゾンチームが必要となるでしょう。新しいモ
デルを作り出す苦労を共にできたらよいと思っていますの
で、病院内外の皆様のご協力をよろしくお願いします。

精神科からのごあいさつ 精神科部長　樋掛忠彦

外来診察室にて

「母子メンタルヘルス外来」の看板とともに
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　信濃グランセローズの選手３名が、５月１５日（火）にこども病院にやってきました。松本で夕方からナイター
試合がある、その前の貴重な時間を割いて来てくださいました。
　３名の選手は全員長野県出身の方たちで、院内学級で野球について教えてくれたり、ファンの患者さんと地元の
話題で盛り上がりました。（実は、私と出身中学が一緒だったと判明！）
　２病棟・４病棟では、患者さんやご家族と気さくに会話し、写真撮影をしました。選手のみなさんも赤ちゃんを
抱っこして「癒される」「やわらかいなぁ～」と感激していました。
　少しリフレッシュして、試合頑張ってください。私たちも元気をもらいました。ありがとうございました！

（西沢博子）

信濃グランセローズ選手の病院訪問

赤ずきんちゃん おおきなかぶ

　患者さんやご家族が乗るエレベーターは、南棟に２基、北棟に２基あります。壁には可愛い装飾があり、この４
月に模様替えをしました。
　壁の絵は昔話の一場面で、南エレベーターは「さるかに合戦」と「おおかみと七ひきのこやぎ」、北エレベーター
は「おおきなかぶ」と「赤ずきんちゃん」です。どれも面会のご家族が癒されたり、手術や検査に向かう子ども達
が少しでもなごむことができたらと、各病棟の保育士がかざりつけています。
　でも、想定外の楽しみ方もされていて、磁石で貼ってある装飾をエレベーターに乗った誰かが動かし、新たなス
トーリーになっていることもあります。前作の桃太郎では、船に乗って鬼ヶ島に向かっている桃太郎一行だったは
ずが、なぜか鬼ヶ島に桃太郎が取り残され、鬼が船に乗って帰っている絵になっていました。
　新しい物語を作るのも楽しみ方のひとつですが、事故や故障になると大変なので、エレベーターのドアには貼ら
ないで下さいね。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宮澤敦子）

保育士だより　　　　こどもの国のエレベーター？第1回
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シンガポール紀行（最終回） 観光国家☆シンガポール

　ご存知の方も多いと思いますが、シンガポールは観光
国家でもあります。シンガポールに行かれた際にはぜひ
行ってほしいところを紹介して、シンガポール紀行を閉
じたいと思います。

～マーライオン公園～
　最も有名で、
シンガポール
に行った際に
は必ず訪れて
いただきたい
観光地は、マー
ライオン公園
です。ここは
何度も行きま
したが、何度行っても良いところだと思います。マーラ
イオン公園は、マーライオンはもちろんのこと、屋上の
プールが有名なマリーナベイサンズや金融街を一望でき
るビューポイントとなっています。さらに、マーライオ
ン公園から近くを周遊するリバークルーズに乗って写真
を撮ることをお勧めします。

～リトルインディア～
　次はかなり個人的な意見になりますが、リトルイン
ディア（Little… India）に、ぜひ足を運んでほしいと思い

ます。立派なヒンズー
教のお寺や仏教、儒教
の寺院が集まっていま
すので、シンガポール
にいながら、アジア各
国の文化を感じること
ができます。また、何
でも売っているインド
系ディスカウントスー
パーのムスタファセン
ターはお土産を買うの
にお勧めです。もちろ
ん、インド料理店が沢
山あり、おいしいカ
レーを食べることがで
きます。

～セントーサ島～
　アクティブな方にお勧めなのはセントーサ島です。現
在は本土から橋でつながっていて、徒歩、車、モノレー

ル、船、ロープウエイ、色々な方法で渡ることがきるエ
ンターテイメントの島です。水族館や遊園地、巨大プー
ルにカジノまで、誰もが楽しみを見つけられる島だと思
います。

～シンガポール植物園～
　同僚に勧められたのは、世界遺産であるシンガポール
植物園（ボタニック・ガーデン）です。20年前にシンガ
ポールを訪れた時にも既に立派な植物園でしたが、現在
はさらに充実しており、市民の憩いの場にもなっていま
す。都会にいながら自然を楽しめるスポットです。

～土地勘がつい
たら乗り捨てレ
ンタサイクル～
　シンガポール
は自家用車を持
つことが難しい
反面、公共交通
機関は大変発達
しています。安
価で快適に移動することができるのは嬉しい点でした。
最近はシンガポールにも乗り捨てレンタサイクルが浸透
してきており、土地勘がついた方にはお勧めの移動手段
です。

　シンガポールは様々な顔を持った国ですので、老若男
女、誰もが楽しめる国だと感じました。周辺の東南アジ
アへのアクセスも大変良いことから、お近くに行かれた
際には、ぜひシンガポールに寄られることをお勧めしま
す。

　活気のあるシンガポールで研修する機会を与えてくだ
さった全ての方に感謝しています。シンガポールで吸収
したことを今後の診療に役立てていきたいと思います。
ありがとうございます！

小児外科　畑田智子

マーライオンと金融街

乗り降り自由のレンタサイクル

ヒンズー教のお祭り
（Little India）

夕暮れ時のマリーナベイサンズ
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　こんにちは。神経小児科の渥美香奈です。今回は名古屋
をご紹介します。

　わが故郷・名古屋市は、2016年に実施された「都市ブ
ランド・イメージ調査」で、国内主要8都市の中で堂々の
最下位を記録しました。工業都市として発展したものの、
「車売れとるもんでいいがね」と、観光に力を入れてこな
かった街なのだから当然です。京都や横浜のような観光名
所もなければ、札幌や福岡のような美味しいものもない。
そう、名古屋におすすめできるものなどないのです。人生
は短く、世界は広い。貴重な時間をわざわざ名古屋で費や
す必要はない、私はそう考えます。

　しかしこんな理由で「今月のビバ！マイホームタウンは
休載です」となっては小木曽先生に顔向けできません。ま
た人によっては、「学会がなぜか名古屋で開催されてしま
う」「配偶者が残念ながら名古屋出身だった」といった理
由で、名古屋に行かざるを得ないこともあるでしょう。そ
んなとき、行ってよかったとまでは言わないまでも、あん
なところ行かなければよかったと後悔することはないであ
ろうと思われる場所なら、名古屋にもいくつかありますの
で、ご紹介したいと思います。

～名古屋市科学館～
　世界一のドームを誇るプラネタリウムは映像美も素晴ら
しく、一見の価値ありです。以前は平日でも行列でした
が、最近は多少緩和されてきたようです。名古屋上空に、
本来はありえない美しい世界が広がります。隣接された生

命館・理工館の展示も面白く、子供の頃は月イチで通って
いました。

～東山動植物園～
　東京の上野動物園では昨年6月に生まれたパンダの赤
ちゃんが大人気ですが、名古屋の東山動物園でも昨年8月
に生まれたコアラの赤ちゃんが大人気です。名古屋に嫌気
がさして泣き止まなくなってしまったお子さんも、ここに
行けばきっと喜んでくれるはず。中学生以下は入場無料な
のも嬉しいです。

～名古屋港水族館～

ビバ！マイホームタウン　　神経小児科　渥美香奈
愛知県
名古屋

名古屋市科学館　

東山動物園　コアラの赤ちゃん

都市ブランドイメージ調査結果(1)　買い物や遊びに行きたい？

都市ブランドイメージ調査結果(2)　魅力はどれくらい？

名古屋港水族館　マイワシのトルネード　
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　日本では2か所でしか会えないシャチや、日本最大の
プールで行われるイルカのショー、また最近では「マツコ
の知らない世界」でも登場したマイワシのトルネードも有
名で、水族館としてはなかなかハイレベルです。なお名古
屋港エリアには、昨年日本初上陸となるレゴランドがオー
プンしました。レゴ社は名古屋をcentral…Japanだと思っ
て進出したようですが、残念ながら偉大なる田舎・名古屋
ではあまり話題になっておらず、名古屋在住の友人知人で
もレゴランドに行ったという人はまだ聞いたことがありま
せん。東京ディズニーランドやUSJに並ぶおすすめスポッ
トになるかどうかはまだこれからというところです。

～名古屋めし定番編“金シャチ横丁”～
　名古屋城に今年できたばかりの名古屋めしエリアです。
名古屋城は、天守閣がコンクリート造りでエレベーター付
きという近代的施設？で、あまりおすすめできる場所では

ありませんでした。しかし現在、木造復元工事が行われて
おり、昔の姿が復活する予定です。かつては国宝に指定さ
れていた日本三名城の一つですので、今後はちょっと期待
できそうです。それに合わせて周辺の開発も進められ、金
シャチ横丁という名古屋めしエリアが誕生しました。私は
行ったことがないのですが、それなりに有名店が揃ってい
るようですので、とりあえずお城とここに行っておけば、
名古屋観光したよ～と言えそうです。

～名古屋めし番外編“スガキヤ”～
　名古屋では超メジャーなラーメンチェーン。名古屋で小
腹がすいてしまったが、もう味噌は見たくもないというと
き、あっさり豚骨＋魚介だしのラーメンはいかがでしょ
うか。ラーメンは一杯320円、食後のソフトクリームは
150円という
リーズナブル
さで、濃い味
の名古屋めし
で疲れた胃と
お財布に優し
いおいしさで
す。名古屋庶
民の思い出の
味です。

　この原稿を
書き終えてふと顔を上げると、窓の外には信州のさわやか
な風が吹きわたり、信州に来て本当によかったなとあらた
めて感じるのでした。

金シャチ横丁（イメージ）　

スガキヤラーメン

小さな星の会のご案内

●…予約の必要はありませんが、参加予定の方は療
　…育支援部へ事前にご連絡ください。
●…託児はありません。
●……詳細は長野県立こども病院療育支援部のホーム
ページをご覧ください。

場　所　長野県立こども病院　しろくま図書館
参加費　お一人　300円
開催日　7/7………（土）　13：00～ 15：00
　　　　8/7………（火）　13：00～ 15：00
　　　　9/7………（金）　13：00～ 15：00

　　　　　※…7/7は外来診察休診日ですので、
　　　　　　時間外受付からお入りください。

「小さな星の会」はこどもを亡くされたご家族の会です。
毎月７日に開催しています。
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　夏が近づいて日の出が早くなってきました。気候
もすがすがしく、朝から活動するにはいい季節で

す。“早起きは三文の得”とは昔から寝ぼすけの子
どもをたたき起こすのに使われてきたことわざで

すが、あながち間違いでもないらしく、現実に会社
員の年収は朝早く起きる人ほど多いそうです。医

学論文風に言うと、“早起きと寝ぼすけの収入には
統計学的に有意な差がある”となります。しかし、

かつて寝ぼすけの子どもだった自分としては何か釈
然としないわけですね。これは年功序列の日本

では年齢が上がるほど収入が増える、つまり収入が
多い年配者は朝早く目が覚めるだけのことで、早

起きすると収入が増えるというわけではありません
。明確な差があることと因果関係があることは別

である、かたい言い方で恐縮ですが、子どもだまし
に引っかからないための大事な知識です。小木曽

　病棟では毎月一回、お昼かおやつにお楽しみバ
イキングがあります。
　５月は「クレープバイキング」
プレイルームに栄養科のカウンターができ、目の
前にある好きな具を選んで生地に巻いてもらえま
す。縁日のクレープ屋さんのような感じです。
　この日の具材は、バナナ、イチゴ、チョコ、あ
んこ、さつまいもペースト、生クリーム、チョコ
スプレーなどです。選べる種類はなんと好きなだ
け！全部乗せもありです。
テンションが上がらないわけありません。
　ワクワクしながら具材を選んで、大きい子は２
個、小さい子は１個のクレープを楽しんでたべま
した。
　プレイルームに出て来られない子には病室まで
メニューを持って出張し、みんなにクレープが届
けられました。

栄養科通信　　　　クレープバイキング第21回
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電子＠連絡帳ネットワーク

第４回 長野しろくまネットワーク学習会

開催日時　平成30年 6月24日（日）13:30 ～ 15:45
開催場所　長野県立こども病院 南棟２階会議室 

第１部：13:30 ～
◆IIJ電子連絡帳サービス「新バージョン電子連絡帳の機能」 説明会
　…講師：㈱インターネットイニシアティブ…（IIJ）
　　　　…ヘルスケア事業推進部長…喜多剛志…氏…
　　　　…同…　ビジネス推進課長…吉田周平…氏

◆「長野しろくまネットワークの現状とこれから」
　……長野県立こども病院：樋口…司…氏

第２部：14:30 ～
◆講演会 「障がいとアーツ」 
　講師：東京藝術大学…特任教授…新井鷗子…氏
　特任助手…駒米愛子…氏

◆質疑応答

※東京藝術大学は2011年から毎年、障害のある方々と音楽や美術を通して交流するイベント「障がいとアーツ」を開催し、
科学技術系の企業と連携して芸術を社会に役立てる研究開発を行っています。…その事例を紹介します。

〒399-8288…長野県安曇野市豊科3100…
長野県立こども病院 療育支援部

TEL：0263-73-6700(代表)　FAX：0263-73-6122
部長：樋口…司…
担当：福島華子　三間真理子　細川朱美

参加無料

休憩10分

長野しろくまネットワーク とは、電子＠連絡帳サービスを利用したICTネットワークです。 
患者・家族と支援者の皆さんで情報共有・連携をしながら在宅生活を支えるお手伝いをします。

プログラム

今後、活用が
期待されます!!

主催・お問い合わせ先
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南
棟
外
来

外来名 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

整形外科 酒井　典子 高橋　　淳 (PM)
（第1・４）

松原　光宏
酒井　典子
加藤博之※1

松原　光宏（AM）
酒井　典子(PM) 松原　光宏

小児外科
好沢　　克（AM）
畑田　智子（AM）
高見澤　滋（PM）

高見澤　滋（PM） 好沢　　克 畑田　智子（PM）

眼　科 北澤　憲孝
視能訓練 視能訓練 視能訓練 北澤　憲孝

視能訓練
北澤　憲孝
視能訓練（AM）

総合小児科 南　　希成（AM）
（PM4時～5時予防接種相談）※4 樋口　　司

樋口　　司（PM）
南　　希成（PM）

（ワクチン接種）

南　　希成（AM）
（PM4時～5時予防接種相談）※4 樋口　　司（AM）

総合小児科 
アレルギ－外来 小池　由美 小池　由美（AM）

血液腫瘍科 
免疫・アレルギ－外来

小林　法元（AM）
（隔週）

血液腫瘍科 
血液・腫瘍外来

坂下　一夫
倉田　　敬(PM) 坂下　一夫（AM） 坂下　一夫（AM)

倉田　　敬(PM) 坂下　一夫 倉田　　敬

循環器科 
（内科・外科）

岡村　　達（AM)
米山　文弥（AM）

（外科）

安河内　聰
瀧聞　浄宏

（内科）

岡村　　達（AM）
米山　文弥（AM）

（外科）

安河内　聰
瀧聞　浄宏
武井　黄太

（内科）

武井　黄太
（内科）

循環器科 
成人先天心外来 ※3

元木　博彦(AM)
（第2・４）

放射線科 小岩井慶一郎 (AM）

リハビリテーション科 酒井　典子（AM）

精神科 
こころの診療科

篠山　大明※2

（再診のみ）

北
棟
外
来

脳神経外科 重田　裕明 
金谷　康平

重田　裕明 
金谷　康平

重田　裕明 
金谷　康平

泌尿器科 
皮膚・排泄ケア外来

市野みどり
岸蔭 貴裕(PM)

市野みどり
岸蔭 貴裕（AM）

市野みどり(AM）
岸蔭 貴裕（AM）

神経小児科
稲葉　雄二
(AMは発達障害専門外来） 
本林　光雄
山内　翔子(PM）

稲葉　雄二
(AMは発達障害専門外来） 
本林　光雄(PM） 
中嶋　英子

稲葉　雄二
山内　翔子

山内　翔子(PM)
中嶋　英子(PM)
福山　哲広(AM）

（第2・４）

稲葉　雄二 
本林　光雄

小児外科 高見澤　滋
（胃瘻・中心静脈栄養外来）

新生児科 中村　友彦 廣間　武彦 廣間　武彦 廣間　武彦 宗像　　俊

形成外科
野口　昌彦
星野　夕紀
矢口貴一郎（AM）

野口　昌彦 
星野　夕紀
矢口貴一郎

野口　昌彦(PM）

野口　昌彦(PM） 
杠　　俊介(PM）
矢口貴一郎(PM） 
永井　史緒

総合小児科 竹内　浩一
（内分泌・代謝）

中山　佳子（AM）
（第3）（消化器）
水城　弓絵（AM）

（第2）（内分泌）

竹内　浩一
（内分泌・代謝）

竹内　浩一（AM）
（内分泌・代謝）

麻酔科 大畑　　淳(AM）

遺伝科 古庄　知己(PM） 武田　良淳
武田　良淳（AM）※5

高野　亨子(PM）
（第３）

武田　良淳

耳鼻咽喉科 佐藤梨里子 佐藤梨里子 佐藤梨里子 佐藤梨里子

北尻真一郎（AM）
（第3・4・5）
岩佐 陽一郎（AM）

（第1･2）

循環器小児科 
胎児心臓外来 武井　黄太 安河内　聰 安河内　聰 瀧聞　浄宏

産　科 吉田　志朗 
髙木紀美代

吉田　志朗 
髙木紀美代

吉田　志朗 
髙木紀美代

吉田　志朗 
髙木紀美代

吉田　志朗 
髙木紀美代

リハビリテーション科 五味　優子(AM）
三澤　由佳(PM) 三澤　由佳 関　　千夏 原田由紀子

村田マサ子(AM)
五味　優子(AM）
三澤　由佳(PM）

※1　整形外科の加藤医師は3ケ月に1回第3週のみ診察となります。
※2　精神科（こころの診療科）篠山医師は、再診のみです。外来の初診受付しておりません。
※3　循環器科の元木博彦医師の外来名は、成人移行期外来から成人先天心外来へ名称変更しました。
※4　長野県予防接種センター相談
※5　遺伝科の木曜日…武田医師の診察は終日ですが、第3木曜日は午前のみの診察となります。

長野県立こども病院　外来医師担当表　
平成30年6月１日現在

★診察時間：午前９時～午後４時　★休診日：土・日曜日、祝祭日、年末年始　★受診には、原則として予約が必要です。

　予約専用電話
0263-73-5300


