
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。
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　新型コロナ感染症が流行し
始め約1年が経ちました。こ
の間に「こども達が感染症に
罹患しなくなった」「学校はこ
ども達の心の発達にとても大
切」ということを強く感じま
した。家庭内外で大人も含め
手指消毒、マスク着用が徹底
されたおかげで、こども達が
新型コロナウイルスだけでは

なく様々な感染症から守られました。これからもこの習慣
は是非継続していただきたいと思います。昨年の今頃は新
型コロナ感染防止のために小中高校が一斉休校となり、心
を病んだお子さんが少なくなかったようです。今年はこど
も病院の隣の中学校からも元気なこども達の声が聞こえて
きて安心しています。
　今年度は、患者さんが増加して皆様にご迷惑をおかけし
ている外来を充実させるために外来診察室を増設します。
また、小児がんの患者さんのために新しい「放射線治療機
器」に更新します。当院は地域医療支援病院でもあるので
信州大学附属病院と連携して安曇野・大北地区の成人癌患
者さんにも利用していただく予定です。

　当院で治療を継続している15歳以上の患者さんのため
に「移行期医療支援センター」と「成人先天性心疾患セン
ター」を開設し、思春期・成人になっても「最善の医療」
が受けられるように支援していきます。また、こどもで増
加しているアレルギー疾患に対応するために「小児アレル
ギーセンター」を開設します。アレルギー疾患の予防・治
療だけでなく、小児アレルギーに関わる医療従事者の育成
もおこなっていきます。
　小学校道徳の教科書に「せいいっぱい生きる」という題
材で長野県立こども病院が取り上げられました。職員一同
「せいいっぱい生きるこども達のために、精一杯尽くす」
の言葉を心に刻んで長野県民、県内外の支援者、ならびに
多くのボランティアの方々に支えられていることに感謝し
つつ、今年度も「長野県・日本・世界の未来を担う子ども
達とその家族のため」のこども病院を目指していきます。

2021年4月1日

新年度を迎えて 長野県立こども病院 院長　中村友彦
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　フィンランドといえばこの人、
「キートス！スオミ　フィンラ
ンド紀行」を連載（2018年～
2019年）していただいた新生児
科小田新先生の登場です。その後
の状況やフィンランドの思い出を
交えながら気さくにお話ししてく
ださり、柔らかい空気の中でイン

タビューをさせていただくことができました。

～出身地は立川、としています～
編）ご出身はどちらですか？
小）出身地と言われると…一応、東京の立川です。父が１
～２年ごと転勤する仕事だったため、北海道から大阪まで
転々としていました。小学校2年になってから多摩地区、
立川で過ごしているので、立川出身としています。

～どこに連れて行かれるんだろう～
編）各地転々とされて、思い出深い土地はありましたか？
小）千葉から北海道の函館に引っ越す時に、今では新幹線
が通ったりしていますが、当時は船（青函連絡船です）で
北海道に渡ったのが印象的でした。「どこに連れて行かれ
るんだろう」って。

～バドミントンをしませんか？～
編）どんな少年でしたか？
小）姉と弟がいます。外で秘密基地を作ったりして遊んで
いました。姉と一緒にピアノを習ったけど、続かずにフェ
イドアウトしてしまいました。
編）学生の時はどんな部活でしたか？
小）中学では陸上部に入りました。単純に足が速くなりた
かったからで、それなりに速くなりました。でも、あまり
面白くなくて、高校、大学とバドミントンをしていました。

こども病院にもバトミントン部があるのですが…、今はあ
まり行けてないです。実は県職員の中信地区大会や県大会
で優勝したんですよ（写真２）、団体ですけど。6年前く
らいが黄金時代だった感じですね。この記事をみてくれた
人で、興味をもった人がいたらバドミントンやりましょ
う。今も月に一回くらい活動しています。

～男子学生寮はおもしろかった～
編）学生時代の思い出は？
小）大学時代は男子学生寮で生活していて、おもしろかっ
たです。医学部だけではなく、文系の人や色んな大学の人
と一緒でした。年賀状くらいになってしまいましたが、今
でも付き合いがあります。（小田先生の柔軟さは、この時
に養われたのでは？と感じてしまいました。）

～ブレずに医師を目指した～
編）医師になろうと思ったきっかけは？
小）中学１年の時からです。きっかけになるようなエピ
ソードはなかったんですが、漠然と人の役に立ちたいと
思っていて、そこはブレずに目指しました。　

～小児科医として自信がついたところで…～
編）当院に来たきっかけは？
小）医師になって初期研修を東京小平市の公立昭和病院で
行い、後期研修も同じ病院の小児科でやりました（写真
３）。そこでは病状が悪化した患者さんは外に送っていた
ので、搬送先の高度医療を学びたくなったのと、そろそろ
東京を離れてみたくなったこともあって、2010年に長野
に来ました。当時の上司が当時の当院の院長と知り合いで
紹介されたのですが、昔からアウトドアが好きだったこと
も理由です（写真４）。当院に来てから２年間はPICU（写
真５）、その後はNICUで働いています。前の病院で小児

「この人に聞く」新生児科　小田新 先生第36回

写真３：�公立昭和病院小児科の仲間がフィンランド留学前に送別会
をしてくれました写真２：長野県職員バドミントン大会（中信地区優勝）
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科医としてある程度自信がついたところでこちらに来て、
挿管とかが全然上手じゃないのが分かって、プライドが見
事に崩れました（笑）。その後、人工呼吸器を勉強したい、
それなら新生児かなと。興味の趣くままに現在に至ってい
ます。
編）長野に来るとき、周りの反対はなかったですか？
小）妻は最初反対していましたが、半年くらいしたら「長
野いいよね」となっていました。今では長野大好きです。

～集中治療をやらなくては～
編）記憶に残る患者さんは？
小）そうですね…自分が集中治療を勉強したいと考えた
きっかけは、前の病院で経験した気管切開口から大出血し
た症例です。気管切開のチューブが腕頭動脈と交通したの
が出血の原因で、経験豊富な上の先生が気管切開の致死的
な合併症といっていましたが、当時自分は知識もなく対応
できなくて。重症に対処できる医師になるには集中治療を
やらなくてはいけないと思いました。その子については、

両親がいつもそばについていたので、家族がいたほうがい
いという今の考え方に影響したように思います。

～「親御さんと一緒にやっていきましょう」～
編）フィンランド留学を終えて、今考えていることは？
小）以前「キートス！スオミ」にも書きましたが、家族を
大事にすることの意味を学びました。常に親がこどものと
ころにいるスタイル（もちろん育休・産休制度の違いもあ
りますが）は、ハード面も含めてやりづらさがある反面、
親がいて当然という雰囲気が浸透して、救命を優先しつつ
も「親御さんと一緒にやっていきましょう」となればいい
と思います。

～キャンプと海外ドラマ～
編）先生の趣味は何ですか？
小）バドミントンの他にはキャンプですかね。長野県は
キャンプ場が多くて、デビューは須砂渡でした。６人用の
テントを購入したので、元を取らなければと思って県内各

地のキャンプ場をまわりました。（写
真６、７）
　日常的な趣味としては海外ドラマで
すね。コロナ禍でとうとうアマゾン
プライムを導入してよく見ています。
ファンタジー系・医療系・ヒューマン
ドラマ系を見ています。「THIS�IS�US」
（写真８）というドラマは良いですよ。

写真５：長野こどもPICUの送別会2012年頃写真４：長女が小さかったとき、上高地で

写真６：家族でキャンプ（聖高原） 写真７：家族でキャンプ（三城、美ヶ原） 写真８：THIS�IS�US
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～自分の部屋が欲しい～
小）家では小さい子がいるので、当直明けでゆっくり寝た
いけど、下の子が飼っているカブトムシを添い寝させてく
れたりして…。一人の部屋が欲しいなと思います。（先生
の願望でしょうか？）

～フィンランドの国民的お菓子とはいえ…～
編）食べ物の好みは？
小）きらいな食べ物はありません。ピーマンやシイタケは
こどもの時は嫌いだったけど、今は食べられます。そうい
えば、フィンランドには「サルミアッキ」（写真９）とい
うキャンディのようなグミのような黒い国民的なお菓子が
あって、ゴムみたいで全然好きにならなかったです。

～「トラストベビー」「トラストペアレンツ」～
編）座右の銘は何ですか？
小）あまりないんですが…そういえば、フィンランド
の上司（写真10）がよく言っていたのは「トラスト
ベビー（Trust�baby）」「トラストペアレンツ（Trust�

parents）」。たとえば、赤ちゃんの呼吸が大丈夫なのか？
と質問すると「トラストベビー」、重症や未熟の赤ちゃん
の親だけが個室にいて看護師が外にいるような状況を大丈
夫なのか？と質問すると「トラストペアレンツ」。そう言
えるようになればいいと思うし、親も家族も信頼し合える
病院になれればいいと思います。

～人との出会いを大切に～
編）スタッフへのメッセージは？
小）人との出会いは財産である。人との出会いを大切にし
ているといいことあります。

編）今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　細川朱美　小出将太

新任医師紹介

アレルギーセンター
伊藤�靖典

1.出身地とふるさと自慢
長野市　地元に戻れてうれしいです。
2.�これまでの人生で“やった！”と思
えること
医学部に合格したこと

3.これまでの人生で“やってしまった！”と思うこと…
あんまりないです。後悔はしない。
4.一番好きな鬼滅キャラ（鬼でも柱でも）あるいは子ど
もの頃一番好きだったヒーロー
竈門炭治郎
5.コロナが終息したら最初にしたいこと
マスクなし会食　人間関係の構築に絶対必要！
6.当院で成し遂げたいこと
長野県アレルギー疾患医療拠点病院として役割を果たすこと

　今年度の新任医師プロフィールです。写真は名札用に各人から提出されたものを載せて
います（画質についてはご容赦ください）。最近はマスク姿ばかりで表情がわかりづらい
ですが、アンケートを読んでみれば個性的な面々であることがわかります。

写真９：
サルミアッキ

写真10：フィンランドの上司たちとNAVA（人工呼吸器）の前で
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総合小児科
金井�絢子

1.出身地とふるさと自慢
東京都町田市　都会のような、田舎の
ような…住みやすいところです。
2.�これまでの人生で“やった！”と思
えること
こどもが無事にうまれてきてくれたこと

3.これまでの人生で“やってしまった！”と思うこと…
入職（当院）早々かぜをひいて、一家で休んだこと
4.一番好きな鬼滅キャラ（鬼でも柱でも）あるいは子ど
もの頃一番好きだったヒーロー
我妻善逸
5.コロナが終息したら最初にしたいこと
ゆっくり旅行でもしたいです。
6.当院で成し遂げたいこと
小児総合診療の経験を積み、1つでも多くの知識やスキル
を身につけたいです。

麻酔科
吉川�貴紘

1.出身地とふるさと自慢
埼玉県所沢市　航空発祥の地
2.�これまでの人生で“やった！”と思
えること
医師になれたこと

3.これまでの人生で“やってしまった！”と思うこと…
試験に遅刻したこと
4.一番好きな鬼滅キャラ（鬼でも柱でも）あるいは子ど
もの頃一番好きだったヒーロー
伊黒さん
5.コロナが終息したら最初にしたいこと
飲み会
6.当院で成し遂げたいこと
こどもと仲良くなりたいです。

小児集中治療科
徳永�航

1.出身地とふるさと自慢
千葉県　ディズニーランドがある。
2.�これまでの人生で“やった！”と思
えること
筋トレを始めたこと

3.これまでの人生で“やってしまった！”と思うこと…
投資の失敗！…
4.一番好きな鬼滅キャラ（鬼でも柱でも）あるいは子ど
もの頃一番好きだったヒーロー
時透無一郎
5.コロナが終息したら最初にしたいこと
ハワイへGO
6.当院で成し遂げたいこと
命を救う技術の習得

小児集中治療科
齊藤�孝昌

1.出身地とふるさと自慢
広島県　広島カープとサンフレッチェ
広島
2.�これまでの人生で“やった！”と思
えること
特になし

3.これまでの人生で“やってしまった！”と思うこと…
多すぎて書ききれません。…
4.一番好きな鬼滅キャラ（鬼でも柱でも）あるいは子ど
もの頃一番好きだったヒーロー
宇随天元
5.コロナが終息したら最初にしたいこと
旅行
6.当院で成し遂げたいこと
小児集中治療の経験と自立
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新生児科
大田�倫美

1.出身地とふるさと自慢
東京　都会のようで、実家は23区唯
一の牧場が近くにあります。
2.�これまでの人生で“やった！”と思
えること
プロ野球の大好きな球団が劇的勝利を
挙げた瞬間に居合わせたこと

3.これまでの人生で“やってしまった！”と思うこと…
とある国から帰国する際、トランジットのタイ空港にスー
ツケースが置きっぱなしになっていたこと
4.一番好きな鬼滅キャラ（鬼でも柱でも）あるいは子ど
もの頃一番好きだったヒーロー
こどもの頃は、プロ野球の秋山幸二選手が私のヒーローで
した。
5.コロナが終息したら最初にしたいこと
ラオスに行きたいですね。特に、ルアンパバーンにもう一
度！
6.当院で成し遂げたいこと
新生児領域が得意だと自信を持って言える自分になること

新生児科
赤川�大介

1.出身地とふるさと自慢
坂城町　バラやおしぼりうどんが名物
です。
2.�これまでの人生で“やった！”と思
えること

医師として患者さんやご家族の力になれること
美味しいお酒や食べ物に巡り合えたとき

3.これまでの人生で“やってしまった！”と思うこと…
河川敷でBBQをしたとき、川へ飛び込んだら膝の前十字
靭帯を損傷したこと
4.一番好きな鬼滅キャラ（鬼でも柱でも）あるいは子ど
もの頃一番好きだったヒーロー
煉獄さん　アツ過ぎです。
5.コロナが終息したら最初にしたいこと
同僚の皆さんと飲み会。日本各地へ旅行もしたいです。
6.当院で成し遂げたいこと
あらゆる赤ちゃんとご家族の笑顔を守れる新生児科医になる。

新生児科
星名�雄太

1.出身地とふるさと自慢
横浜市　その隣の横須賀市は商業的・
軍事的に重要な港を擁し、ヴュルニー
公園から望む港湾関係者の働きや大き
な貨物船の往来は、現役で活躍する港
町の繁栄を表している。

2.�これまでの人生で“やった！”と思えること
例えば、初めての街で感じのよい店主がやや歴史を感じさ
せる雰囲気の中、好みの洋食屋を発掘したとき

3.これまでの人生で“やってしまった！”と思うこと…
例えば、八ヶ岳に家族で牛を見に出かけたのに、一頭もい
なかったとき。伝染病の影響かもしれません。
4.一番好きな鬼滅キャラ（鬼でも柱でも）あるいは子ど
もの頃一番好きだったヒーロー
小泉純一郎
5.コロナが終息したら最初にしたいこと
みなさんと同じです。「当たり前の生活」の再開です。新
しい生活様式って何ですか？
6.当院で成し遂げたいこと
基本的な考え方を習得する。

産科
小松�登

1.出身地とふるさと自慢
東京　何でもある
2.�これまでの人生で“やった！”と思
えること
再受験で信大に受かったこと

3.これまでの人生で“やってしまった！”と思うこと…
最初に働いたときに３カ月で辞めてしまったこと
4.一番好きな鬼滅キャラ（鬼でも柱でも）あるいは子ど
もの頃一番好きだったヒーロー
竈門禰豆子
5.コロナが終息したら最初にしたいこと
飲み会
6.当院で成し遂げたいこと
胎児エコーの上達
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産科
横山�由佳

1.出身地とふるさと自慢
三重県　伊勢神宮
2.�これまでの人生で“やった！”と思
えること
なくした鍵（家の）をみつけた時

3.これまでの人生で“やってしまった！”と思うこと…
追突事故（物損で済みました…）
4.一番好きな鬼滅キャラ（鬼でも柱でも）あるいは子ど
もの頃一番好きだったヒーロー
セーラームーン
5.コロナが終息したら最初にしたいこと
自由に県外の友人に会いたい
6.当院で成し遂げたいこと
胎児超音波の技術上達と健康に１年過ごすこと

神経小児科
那須野�将

1.出身地とふるさと自慢
飯島町　米俵を担いで走る「米俵マラ
ソン」があります。
2.�これまでの人生で“やった！”と思
えること
フェンシングでインターハイ出場

3.これまでの人生で“やってしまった！”と思うこと…
泥酔して道の真ん中で寝てしまい、トラックの運転手さん
に助けてもらったこと（もう絶対しません）

4.一番好きな鬼滅キャラ（鬼でも柱でも）あるいは子ど
もの頃一番好きだったヒーロー
名探偵コナン
5.コロナが終息したら最初にしたいこと
家族で旅行
6.当院で成し遂げたいこと
小児神経専門領域を幅広く学ばせていただきたいと思いま
す。一生懸命がんばります

心臓血管外科
竹吉�大輔

1.出身地とふるさと自慢
福岡県
2.�これまでの人生で“やった！”と思
えること
大学の部活

3.これまでの人生で“やってしまった！”と思うこと…
飲み会での失敗…
4.一番好きな鬼滅キャラ（鬼でも柱でも）あるいは子ど
もの頃一番好きだったヒーロー
国見比呂（H2）
5.コロナが終息したら最初にしたいこと
みんなで飲み会
6.当院で成し遂げたいこと
チームに貢献する。

循環器小児科
伊藤�かおり

1.出身地とふるさと自慢
松本市　湧き水がたくさん
2.�これまでの人生で“やった！”と思
えること
西医体（アルペンスキー）での入賞

3.これまでの人生で“やってしまった！”と思うこと…
リフトからの転落…

4.一番好きな鬼滅キャラ（鬼でも柱でも）あるいは子ど
もの頃一番好きだったヒーロー
胡蝶しのぶ
5.コロナが終息したら最初にしたいこと
大規模な飲み会
6.当院で成し遂げたいこと
エコーのスキルアップと、あらゆる画像診断方法を学ん
で、治療を考えていけるようになること
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整形外科
千年�亮太

1.出身地とふるさと自慢
千葉県市原市　ディズニーランドは近
くないですが、静かでいいところで
す。昔、ジェフ（Jリーグ）の本拠地
でした。

2.�これまでの人生で“やった！”と思えること
意図せず長野県に来て働いていること

3.これまでの人生で“やってしまった！”と思うこと…
学生時代、バスケットボール中の大きな怪我
4.一番好きな鬼滅キャラ（鬼でも柱でも）あるいは子ど
もの頃一番好きだったヒーロー
我妻善逸
5.コロナが終息したら最初にしたいこと
海外旅行に行きたいです。
6.当院で成し遂げたいこと
小児領域の整形外科疾患や診察法への理解を深める。

放射線科
松下�剛

1.出身地とふるさと自慢
伊那市　自然環境は安曇野に近い印象
です。
2.�これまでの人生で“やった！”と思
えること
あまり思いつきません。

3.これまでの人生で“やってしまった！”と思うこと…
大小あります。…
4.一番好きな鬼滅キャラ（鬼でも柱でも）あるいは子ど
もの頃一番好きだったヒーロー
冨岡義勇
5.コロナが終息したら最初にしたいこと
旅行
6.当院で成し遂げたいこと
小児の画像診断を身につけたいです。

形成外科
小林�美晴

1.出身地とふるさと自慢
長野市川中島　白桃が絶品です。
2.�これまでの人生で“やった！”と思
えること
海に憧れがあったので、大学時代に海
の見える町に住めたこと
ピアノの県大会で優秀賞をとったこと

3.これまでの人生で“やってしまった！”と思うこと…
高校入試の日に定規を忘れたこと
4.一番好きな鬼滅キャラ（鬼でも柱でも）あるいは子ど
もの頃一番好きだったヒーロー
セーラームーン
5.コロナが終息したら最初にしたいこと
旅行
6.当院で成し遂げたいこと
時間があるうちに勉強し、小児形成についての知識を深め
たいです。

泌尿器科
北原�梓

1.出身地とふるさと自慢
諏訪市　諏訪湖や霧ヶ峰といった清々
しい観光地があります。日本酒の酒
蔵、上諏訪温泉もおすすめです。
2.�これまでの人生で“やった！”と思
えること
登山・マラソン　最近できていないの
で、またやりたいです。

3.これまでの人生で“やってしまった！”と思うこと…
履歴書の「自己アピールや自画像を自由に述べてくださ
い」の欄に、自分の顔のイラストを描きました…（採用し
ていただき、感謝しています）
5.コロナが終息したら最初にしたいこと
食べ放題のごはんに行く。
6.当院で成し遂げたいこと
「小児の腎臓や膀胱のことは任せて！」と言えるようにな
りたいです。
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小児科専攻医
成田�昌央

1.出身地とふるさと自慢
北海道　広くてどこまで行っても空が
広い
2.�これまでの人生で“やった！”と思
えること
小児科医になれたこと

3.これまでの人生で“やってしまった！”と思うこと…
仕事に遅刻したこと
4.一番好きな鬼滅キャラ（鬼でも柱でも）あるいは子ど
もの頃一番好きだったヒーロー
仮面ライダー…クウガ
5.コロナが終息したら最初にしたいこと
①東京の友人に会いたい　②旅行に行きたい
6.当院で成し遂げたいこと
二次救急までの病院で、どんな分野の病気が来てもファー
ストタッチを適切にできるようになる。

小児科専攻医
手塚�航

1.出身地とふるさと自慢
埼玉県川越市　小さな江戸で、小江戸
です。
2.�これまでの人生で“やった！”と思
えること
前の病院のベランダに植えていたラベ
ンダーが無事に冬を越しました。

3.これまでの人生で“やってしまった！”と思うこと…
最近、猫のフンを踏みました。知らずにそれを子供のサッ
カーボールにつけていました。
4.一番好きな鬼滅キャラ（鬼でも柱でも）あるいは子ど
もの頃一番好きだったヒーロー
ドラえもんがずっとヒーローです。
5.コロナが終息したら最初にしたいこと
東京のばあちゃん家に行きたいです。
6.当院で成し遂げたいこと
ちゃんと医学を学びつつ、患者さん、ご家族にちゃんとし
た医療を提供できる人になりたいです。

小児科専攻医
光武�鮎

1.出身地とふるさと自慢
神奈川県川崎市　近くのペットショッ
プに猿がいる（売ってはいない）。
2.�これまでの人生で“やった！”と思
えること
2020年、ジブリが映画館で再上映さ
れた!!!

3.これまでの人生で“やってしまった！”と思うこと…
東京から仙台行きの新幹線に乗ったつもりが、気づいたら
切り離されて山形に着いていた。…
4.一番好きな鬼滅キャラ（鬼でも柱でも）あるいは子ど
もの頃一番好きだったヒーロー
モモ
5.コロナが終息したら最初にしたいこと
密なライブに行く。
6.当院で成し遂げたいこと
小児の福祉に詳しくなる。

小児科専攻医
森田�雄介

1.出身地とふるさと自慢
奈良県　家の前を鹿が歩いている。
2.�これまでの人生で“やった！”と思
えること
これから見つけます。

3.これまでの人生で“やってしまった！”と思うこと…
レンタカーを借りてすぐに壁にぶつけた。

4.一番好きな鬼滅キャラ（鬼でも柱でも）あるいは子ど
もの頃一番好きだったヒーロー
刀鍛冶のおじさん（名前忘れました）
5.コロナが終息したら最初にしたいこと
旅行
6.当院で成し遂げたいこと
NAVA（神経調節補助換気）についてしっかり勉強した
いです。
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　みなさんこんにちは。小児外科フェローの清水です。

　前回から始まった大好評の「シドニーのはなし」第2弾
です。私が1年間勤務した、オーストラリア・シドニーのお
話をしています。前回のこども病院の話に続いて、今回は
「シドニーの食事」についてお伝えしていきましょう。
　とはいえ、私のグルメレポートを淡々と話すだけでは、
ちまたの旅行雑誌と変わらなくなるので、それらと一線を
画すため、まずは病院誌であるしろくまニュースレターら
しく、病院食の話から始めましょう。

病院食　ベジマイト付き
　「術後1日目でサンドイッチにフライドポテト？」
おかゆとか、そういう概念はなさそうですね。（写真１）
病院食が気に入らない子は、外のマックで買ってきてしま
うそうです。
　ちょっと具合悪そうな患者さんには、気を利かせてピー
ナッツバターとバナナのせトーストを出してもらえます。
味は…ご想像の通りです。（写真２）

小児科専攻医
黒嵜�恒平

1.出身地とふるさと自慢
富山県　四季がはっきりしていて海も
山もアクセスしやすいため、季節ごと
のアウトドアが楽しめる！
2.�これまでの人生で“やった！”と思
えること
海（セーリング）と山（登山）と空（ド
クターヘリ同乗研修）で活動できたこと

3.これまでの人生で“やってしまった！”と思うこと…
登山（縦走）の初日に水をきらして足がつってしまったこと
4.一番好きな鬼滅キャラ（鬼でも柱でも）あるいは子ど
もの頃一番好きだったヒーロー
煉獄杏寿郎
5.コロナが終息したら最初にしたいこと
キャンプ（まずは道具をそろえるところから…）
6.当院で成し遂げたいこと
小児科医としての基礎を身につけて、小児科医としてス
タートラインに立つこと

第２回 �シドニーのはなし 小児外科　清水�徹

写真１：病院食

写真２：
ピーナッツバター・
バナナトースト

小児科専攻医
箕輪�大樹

1.出身地とふるさと自慢
京都府　といっても木津川市という最
南端なので、小学校は奈良でした。京
都は漬物が一番おいしいと個人的には
思います。

2.�これまでの人生で“やった！”と思えること
小・中・高とサッカー部を続けてきたこと。大学は先輩の
強い勧誘でバレー部だった。

3.これまでの人生で“やってしまった！”と思うこと…
高校のとき、1-0で負けている試合で40mくらいのオウ
ンゴールをしてしまったこと。あの時の景色の色と気温と
右足の感覚は一生忘れないと思います。
4.一番好きな鬼滅キャラ（鬼でも柱でも）あるいは子ど
もの頃一番好きだったヒーロー
宇随天元
5.コロナが終息したら最初にしたいこと
旅行　飲み会　集団スポーツ
6.当院で成し遂げたいこと
院内の人全員の顔と名前を一致させる（少なくとも名字）。
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　そしてオーストラリア・ニュージーランドを旅行したこと
がある方は、一度は洗礼を受ける、例のヤツが大人気です。
　「このトーストにベジマイトつけたいんだけど！」　
出た！ベジマイト！
　日本の朝食にはごはんと納豆、フランスでのワインのお
供にブルーチーズ。世界の発酵食品シリーズのひとつで、
外国人には到底たどり着けない魅惑の一品です。オースト
ラリアの病院に入院したら、もれなく味わえます。日本で
も手に入りますので、チャレンジしたい方はぜひどうぞ。
（写真３）

イタリアン　絶品のピザ
　いきなりチャレンジングな話から入ってしまいましたが、
病院外に話を移しましょう。
　シドニーは文字通り多民族都市。街を歩けばチャイナタ
ウンやコリアンタウン、アラブ人街、様々な顔を持ってい
ます。文化の混ざる土地の特性か、食事のレベルは非常に
高く、世界各国の本格的な料理が食べられます。
　私の住んでいた地域はイタリア人が多く住んでいて、徒
歩圏内にあるイタリアンレストランには、英語をろくに話

せないイタリア人の家族が、本格的な釜でピザを焼いてく
れていて、それはそれは絶品でした。毎週のように通って
いたほどです。（写真４）

中華系の麺類　インスタ映えなんて
　とはいえアジア人としては、やはり麺類を食べたくなりま
すよね。最寄り駅は中華系の人が多く住むエリアで、いつ
も中国人で混み合っているお店に入ってみました。
　このように具材がずらりと並んでいて、自分で好きな具
を選んで器に入れていき、最後に重さを量って計算されて
支払います。（写真５、６）
　麺の種類を選んでから、取った具材を器ごと店員に渡し
て、10分くらい待つと、中国語とアクセント強めの英語の
両方で番号が呼ばれます。するとできあがりはこんな感じ。

写真３：ベジマイト

写真５,６：ヌードル屋さんとずらり並ぶ具材

写真４：イタリアンレストラン
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インスタ映え感ゼロ。もしくはマイナス。味の方は、まあま
あおいしい。一緒に行った日本人の友人は、これおいしい！
と感動していました。（写真７）
　中国語だらけの喧噪に包まれながら、ぜひこの味を試し
てみたい！と言う方がいたら、場所をこっそりお教えします。

世界は空前の日本食ブーム
　シドニーもご多分に漏れず、あちらこちらに日本食レス
トランがあり、日本食に恋しくなったときには、ついつい
お店にひきこまれてしまいます。（写真８、９）
　このお店には、ラーメンの他にも、丼ものやカレーライ
ス、からあげなどのラインナップが揃っています。レジに
いたオージー（オーストラリア人の通称）の客が、「日本料
理屋さんなのに、ワサビがないのかよー！」と店員さんに
ぼやいていました。からあげ、カレー、親子丼、ラーメン
にはワサビつきませんから。残念。

ボルケーノ寿司　意外とイケてます
　ワサビを求めてお寿司さんを探してみると、寿司も世界
的に大人気なので、街中にはオージーが握る寿司屋がたく
さんあります。このお店の一押しは「ボルケーノ寿司」。そ
の名の通り噴火していますが、味は意外とイケています。
（写真10）

うなモン丼　何となく想像はつくけど…
　別の寿司屋に行っ
てみると、こちらの
売りは丼もののよう
です。（写真11）
　わー、うなモン丼
おいしそ～、って、
ん？うなモン丼って
初めて聞く食べ物だ
けど？いま流行って
いるのか？おそらく
ウナギとサーモンの
丼ものなんだろうと
ある程度の予想は
つくが、そもそもこ
の組み合わせはどう
なんだ？！食べてみ
たいようなみたくな
いような…。気にな
るお値段は、1,500
円！うーん、微妙。
　勇気を持って店内
に入ってみると、食
器がたくさん飾られ
ている。どこかで見たことのある活字が…。
みつを発見！人間だもの！（写真12）

　いかがでしたでしょうか。オージー風のジャパニーズレ
ストランをご紹介してきましたが、シドニーにも、一風堂
や丸亀製麺があり、日本と同じ味を楽しめるちゃんとした
逃げ場が確保されているので、どうぞご安心ください。

写真７：できあがったヌードル

写真10：ボルケーノ寿司

写真11：うなモン丼

写真12：みつをカップ

写真８,９：日本食レストラン「TARAFUKU」
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―写真―　血液腫瘍科　古井�優

写真は大学5年生のとき兄のおさがりでCanonの一眼レフ（kiss�X4）を譲り受けてから始めました。
今はFUJIFILMのXT-2というミラーレス一眼機種を愛用しています。

趣味の程度なのであまり大した写真ではないのですが、せっかくの機会をいただいたので、
信州で撮った写真を何枚か紹介させていただきます。

第 21回

●御射鹿池
東山魁夷の作品《緑響く》のモチーフになったことでも知
られています。静かな水面に反射する風景は幻想的。紅葉
の時期に撮影しましたが、季節ごとに表情が全く異なるた
め、新緑の時期にも撮影しに行ってみたいものです。

●諏訪湖夜景
高ボッチ高原から望む諏訪湖夜景と富士山。朝条件がよいと雲
海に浮かぶ富士を撮影することができますが、運と根気と体力
が必要です（私はどちらも持ち合わせていません）。

●北アルプス
松本から通勤している
職員の方々にとっては
おなじみの風景かと思
います。風が少なく、
よく冷え込んだ朝に出
会いました。 ●私の愛機�FUJIFILM�XT-2

●オリオン座と冬の大三角形
星景写真はあまり得意ではないですが、信州は星空が本当に
きれいです。

●諏訪湖新作花火大会
いわずもがな全国有数の花火大会。諏訪日赤の研修医時代に
撮影しました。
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　東京オリンピックの
聖火が全国各地を巡っ
ていますが（４月現
在）、それよりちょっ
と前、こども病院に
聖火リレーで使われ
るトーチがやってきま
した。この日、東京五
輪、聖火リレーのスポ
ンサー企業である日本
コカ・コーラ社さんの
ご厚意で、トーチと一
緒に写真を撮ることが
できました。
　スーツケースのよう

な厳重な入れ物が到着すると、中から桜をかたどった薄ピ
ンクゴールドのトーチが出てきて、プレイルームのコカ・
コーラのスクリーン前に置かれました。病棟のみんなは、
密になるのを避けつつ楽しく感動しながら交代で撮影して
いました。なかには、なんと２時間前から「いつ来るの？」
とプレイルームでそわそわ待っていた子も。

　持ってこられた方にうかがったところ、本体はアルミ製
なので見た目より軽いそうです。素材の一部には、東日本
大震災の復興仮設住宅のアルミ建築廃材を再利用している
とのことでした。

　みんなに「希望の道」を照らしてくれるトーチになりま
した。

（宮澤…敦子）

　毎年この時期になると、レストランなどでいちごフェアが行われているのを
見かけます。こども病院でもさっそくいちごバイキングが行われました。

　手作りのムースやケーキ、いちごチョコレート、クッキーなど、ピンクのお
やつが勢ぞろい。こども達はワクワクして選んでいました。

　父「これにしようよ」、子「こっちがいい」、父「これが食べたいなぁ」、子「ダ
メ」なんていう、聞いていてクスッとしてしまう親子の会話もありました。お
父さんが思わず食べたくなる気持ち、よ～くわかります。

　この日の栄養科スタッフのマスクは、なんといちご模様。
こんなこだわり方でも楽しませてくれました。

栄養科通信　春のいちごバイキング

いちご模様のマスクに注目
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　今から150年ほど前の明治初期、札幌農学校に
着任したクラーク博士は、こと細かに定められた

校則を廃止して「紳士たれ」のひと言にしたといい
ます。学生の生活態度にあきれ果ててさじを投げ

た…というのではなく、自由に大きく成長してほし
いという期待を強く感じます。私には「少年よ、大

志を抱け」よりも心に響くエピソードです。さて、現
代は良くも悪くもマニュアル社会といわれます。

決められた通りに作業をすれば失敗は少ないし、重
い責任もありません。しかし、必要になったから

といって次々にマニュアルを追加していくと、いつの
間にかマニュアルの無限城（わかりますよね？）

が出現して、こちらを立てればあちらが立たず状態
になったりします。そんなときは、クラーク博士の

ように「うまくやれ」のひと言にしてしまえるといい
んですけどね。　… 小木曽

～イラスト…＆…解説…by…倉田…敬～

キョウノイチマイ
　皆さんは春の色というと何色を思い浮かべますか？私はピンクとベー
ジュです。桜を初めとした花の色とフレッシュマンのコートの色のイ
メージでしょうか。今回はピンクを基調にした春らしいイラストを描い
てみました。ちょっとツンな感じの女性を描くと男性の評判がいいのは
気のせいでしょうか？
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★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。

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
樋口　祥平（AM）

高橋　　淳 (PM) (第2)
大場　悠己 (PM) (第4)

松原　光宏
酒井　典子
樋口　祥平

松原　光宏（AM）
酒井　典子（PM）

松原　光宏（AM）
酒井　典子（AM）

（リハ装具）
樋口　祥平（PM）

小児外科
好沢　　克（AM）
畑田　智子

（AM）（PMヘルニア外来）
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）※2

村井　健美（AM）
樋口　　司

樋口　　司（PM）
南　　希成（PM）

（ワクチン接種） 
村井　健美（PM）

（ワクチン接種）

南　　希成（AM）
（PM4時～5時予防接種相談）※2

村井　健美（AM）
樋口　　司（AM）

アレルギー科
伊藤　靖典（PM）
小池　由美
德永　　舞（PM）

伊藤　靖典（PM）
小池　由美（PM）

（第1）

小池　由美（PM）
德永　　舞（AM）

血液腫瘍科 
膠原病・免疫不全外来

丸山　悠太（AM）
（第2・4）

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）
（PM第1）（成人移行）
倉田　　敬（PM）

坂下　一夫 倉田　　敬

循環器小児科 
（内科・外科）

■外科
小沼　武司（AM）

■内科
瀧聞　浄宏（AM）
赤澤　陽平
大日方春香（PM）

■外科
竹内　敬昌（PM）

（第1・3）
小沼　武司（AM）

■内科
瀧聞　浄宏（AM）
武井　黄太
沼田　隆佑

■内科
武井　黄太(PM)
沼田　隆佑(AM)
赤澤　陽平(PM)
米原　恒介(PM)

循環器小児科 
成人先天心外来

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 三澤　由佳
（PM第4）（成人移行） リハビリ装具（AM）※3

こころの診療科 篠山　大明※1

（再診のみ）

北
棟
外
来

脳神経外科 宮入　洋祐
千葉　晃裕（AM） 宮入　洋祐 重田　裕明 重田　裕明 重田　裕明

泌尿器科 
皮膚・排泄ケア外来

市野みどり
井川　靖彦

市野みどり
大池　　洋（PM） 市野みどり（AM）

神経小児科
稲葉　雄二
本林　光雄
齊藤　真規（PM）

稲葉　雄二（AM）
本林　光雄（PM）
今井　　憲（PM）
那須野　将（AM）

稲葉　雄二(AM)
齊藤　真規（AM）
竹内史穂子（PM）
那須野　将（PM）

福山　哲広（AM）
（第2・4）
本林　光雄（AM）
今井　　憲（PM）
竹内史穂子（PM）

稲葉　雄二 
本林　光雄

小児外科
胃瘻・中心静脈栄養外来 高見澤　滋

新生児科 小田　　新 田中　明里 廣間　武彦 廣間　武彦 亀井　良哉

形成外科
野口　昌彦
矢口貴一郎
小林　美晴(AM)

一之瀬優子（PM）
野口　昌彦
矢口貴一郎
小林　美晴(AM)

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
■内分泌・代謝
竹内　浩一
■腎臓
大森　教雄（第1）

■消化器
中山　佳子（AM）（第1）
■内分泌
水城　弓絵 (AM)(第2)

■内分泌・代謝
竹内　浩一

■内分泌・代謝
竹内　浩一（AM）
 
 

麻酔科 大畑　　淳（AM）

皮膚科

遺伝科 武田　良淳（PM）
(第1・2・4) 武田　良淳 武田　良淳

武田　良淳
(AM）（PM第1・2・4)
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 佐藤梨里子
循環器小児科 
胎児心臓外来

武井　黄太(AM)
沼田　隆佑(PM) 赤澤　陽平(PM) 瀧聞　浄宏（AM）

（PM第2）（成人移行）

産　科
成育女性外来※4

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 中嶋　英子（AM）

村田マサ子（AM）
五味　優子（AM）
三澤　由佳（PM）

※1　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。
※2　長野県予防接種センター相談
※3　リハビリ装具は整形外科酒井医師の診察となります。
※4　成育女性外来は髙木医師の診察となります。

長野県立こども病院　外来医師担当表　
2021年4月１日現在

　予約専用電話
0263-73-5300


