
愛心メモリアル病院・愛心循環器クリニック・愛心内科・消化器科クリニック
愛心総合診療所・介護老人保健施設プラットホーム・来夢ライン　　　　　　
訪問看護ステーションしろくま・相談センター「レイル」

訪問看護ステーション
療養通所介護事業所
ヘルパーステーション

らい む

Vol.33

愛心メモリアル病院
・副院長が就任しました

・白内障（眼の）手術がうけられます！

・カフェ帆人（ほっと）にお立ち寄りください

・全国病院レシピコンテストで最優秀賞を受賞！

介護老人保健施設プラットホーム
・４階浴室にリフトが付きました！

来夢ライン
・ヘルパーの支援を利用した心温まるエピソード

愛心循環器クリニック
愛心内科・消化器科クリニック
・生命保険会社からの問い合わせ

愛心総合診療所
・信頼される地域医療を目指して

相談センター「レイル」
・新しいスタッフをご紹介します

訪問看護ステーションしろくま
・しろくまの名前の由来

ぱるすちゃんの投書箱
・感謝のお手紙をご紹介

編集後記



1

　岡本先生は、北海道大学准教授などの職歴を経て、この度、愛心メモリアル病院の副院長として赴任されました。
　日本循環器学会専門医、アメリカ心臓協会（AHA）フェローで循環器領域の診断や治療全般をやってこられた方
です。専門は高血圧・心筋症・心不全で、「病気がみえる」、「くすりが見える」、「心臓病はもう怖くない」など多く
の著作もあります。社保診療報酬審査委員や難病認定審査委員も務めておられます。北海道大学准教授時代には、
疾患ガイドライン作成や循環器領域では日本で初めての医師主導臨床試験、「慢性心不全におけるβ遮断薬による治
療法確立のための大規模臨床試験（J－CHF試験）」を立ち上げ、「β遮断薬に対する反応性予測に有用な遺伝子多型」
の特許もあります。いわば心不全治療のスペシャリストです。
　今後は、外来診療をメインとして循環器内科の診療に携わっていただきます。愛心メモリアル病院が専門とする
心臓の疾患に対する治療を外科的観点と内科的観点から多面的に捉え、患者の皆さんの個々の病態を見極めて、患
者さんにとって「質の高い最も適した安全な医療」を提供できるよう努めてまいります。

副院長が就任しました院長が就任しました

　愛心メモリアル病院眼科では、昨年８月に元山先生が着任され、昨年12月より毎週水曜日に白内障の
手術を行っております。

白内障とは？ …主に加齢によって水晶体が濁り、視力が低下する病気です。軽度の
白内障は、ほぼ自覚症状がありませんが、「目がかすむ」「ものが二重に見える」「まぶ
しさを感じる」等、日常生活に支障をきたす場合は外科手術で治療する必要があります。
白内障は時間とともに水晶体の白濁が増していく進行性の病気ですので、放置しておくと
最終的には失明にいたる恐れがあります。

どんな手術をするの？ …白内障手術では、濁った水晶体をくだいて超音波で吸引し、
人工の眼内レンズを埋め込みます。手術時間は10～20分程度です。愛心メモリアル病院
では１泊２日の入院手術プランを提供しております。当院は心臓血管外科・循環器内科を併
設しておりますので心疾患の持病がある方も万全な体制で手術を受けることができます。
気になる症状がある方は、ぜひ眼科外来でご相談ください。

白内障（眼の）手術がうけられます！内障（眼の）手術がうけられます！

岡本副院長からのご挨拶

プロフィール紹介
　出身は旭川市です。旭川医科大学一期生で、卒業後北海道大学病院循環器内科で医学博士（PhD）を取得、
長らく病棟医長・外来医長を務められた後、北海道医療センター、時計台病院でも勤務されました。
最近は愛犬のお散歩とボイス・トレーニングが趣味でいらっしゃるそうです。

　循環器診療は、その場その場で緊急かつ最適な対応を求められます。私自身は、
遺伝子クローニングから心臓カテーテル・ペースメーカー治療や心機能解析、心
移植前後の患者管理、抗心不全薬の臨床試験まで幅広い領域で研究や診療に従事
してきました。長らく、多くの診療従事者と共に、どんな状況においても、誠実で、
患者中心の効率的な医療に努めて来ました。人作りだけではなく札幌市のACS
ネットワークなど救急医療システムも構築しました。今、超高齢化とともに心不
全パンデミックの時代が到来しています。心不全は全身的な病態であるとともに
終末期管理には地域包括ケア医療が求められます。微力ですが、心不全を中心に
循環器ICT（情報通信技術）を利活し、病診連携を進め、最終的には個や社会へ
最適な医療をお届けすることを目指しています。
　愛心メモリアル病院で高橋理事長はじめ皆様と共に努力していきたいと考えて
おります。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

　2017年10月より愛心メモリアル病院　副院長として岡本　洋（オカモトヒロシ）医師が就任しました。

愛心メモリアル病院
副院長　岡本　洋　医師
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愛心メモリアル病院
TEL：011－752－3535　FAX：011－752－1028
〒065－0027　札幌市東区北27条東1丁目1－15

　愛心メモリアル病院の南館外来に隣接しておりますカフェ帆人（ほっと）では、元ホテルのシェフが作る
月替わりのおいしいランチを提供しております。今回は、その中からご好評いただいておりますメニューの
一部を簡単にご紹介いたします。

　７月29日（土）に札幌市東区民センターで開催された、地域健康社会研究所主催の「第４回全国病院
レシピコンテスト（低カロリースイーツ部門）」の試食審査会において、愛心メモリアル病院栄養課が出品
した作品が、焼き菓子ジャンルプロ部門で最優秀グランプリを受賞しました。

　このコンテストは、健康の維持のため、１食100kcal以内の低カロリー
スイーツレシピでしかも身近な食材を利用して家庭でも美味しく再現できる
レシピを募集し、グランプリを競うものです。
　今回は全国から86件応募してきた中から、みごと最優秀グランプリを獲得！
　管理栄養士の畠山主任は「この経験を活かして今後も患者様に喜んでいただ
けるようなお食事を提供していきたいです！」と話していました♪

カカ

全

フェ帆人（ほっと）にお立ち寄りくださいフェ帆人（ほっと）にお立ち寄りください

国病院レシピコンテストで最優秀賞を受賞！国病院レシピコンテストで最優秀賞を受賞！

栄養課のスタッフ
（左：畠山主任、中央：小嶋さん、右：小笠原さん）

　いずれも、￥400～￥800の範囲内でご提供しております。
　数量限定ですので、日によっては即完売してしまう日もありますが、
皆様には大変ご好評をいただいており、外来の待ち時間を緩和すべく
安らぎの場所となっているようです。

　カフェ帆人のランチは月～金の11：00～15：00で提供しております。
（営業は10：00～）
　ちょっと一息、コーヒータイムに、朝食を抜いて検査された後の
お食事の場に、ぜひお立ち寄りください。

８月
【帆人風冷麺　デザート付￥700】

暑い夏にさっぱりの冷麺をご提供。
あまり辛過ぎないマイルドな味にしました。

ソジャイール＆アスペルジュイール
～大豆とアスパラガスの瓦焼～

カプレーゼ風冷製ドルチェ
～バジルソルペットを添えて～

和っと驚く☆☆きんぴランタン

９月
【炊込みご飯￥400
 ＋￥200でデ ＋￥200でデザート】

焼き菓子ジャンル
 ★最優秀グランプリ

生菓子ジャンル★金賞
焼き菓子ジャンル★金賞焼き菓子ジャンル★金賞

具沢山でやさしいお味の炊込みご飯
にお味噌汁とお漬物がつきました。
プラス￥200の和風デザートも大変
好評でした。

10月
【シーフードカレー￥700】

海老、イカ、ホタテ、タコ
などがはいったカレーにバ
ニラアイスがついて￥700
でご提供しました。
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　プラットホームは開設して11年目になりました。当施設は各フロアに浴室があり、１階と４階には大浴場
を備えております。
　１階には、特殊浴槽が２台ありますが、４階にはありませんでした。４階での入浴は、お体の不自由な利
用者様が入浴する際に、シャワー浴になったり、浴槽に入るときにご苦労をかけることが度々ありました。
　この度念願のリフトが４階に設置され、苦労して浴槽に入っていただいていた利用者様や、浴槽に入れな
かった利用者様から、「体が温まって本当に気持ちよかった～。身体もラクになったよ。今後も楽しみです。」
「いや～良かった～。いいもんだね～。」と喜びの声や笑顔をたくさんいただきました。

　設置されたリフトは、操作が手動なので、静かで動かし方も加
減ができるため、不安なく利用することができます。
　職員からも、「安全に安心して利用者様に４階の展望風呂を利
用してもらえることで安堵しています」、との声が聞かれます。
　４階の浴室は入浴を楽しんでいただくために、こだわりをもっ
て設計した浴室ですので、今後も多くの利用者の皆様に楽しんで
いただけるように、援助の質も向上させていきたいと思います。

 通所ケアサービス部　部長　山下　美智子

　みなさんこんにちは！来夢ラインです。
　今回は来夢ラインヘルパーステーションでペルパー（訪問介護）の支援を利用されたご夫婦の心温まる
エピソードをご紹介します。

　70才のＡさんは、杖歩行状態で要介護状態であり、夫人のＢ子さんも68才の認知症で要介護状態の二人
暮らし。

　Ｂ子さんが認知症となってからは、料理を満足に作ることができなくなってしまい、焼く・いためるなど
の簡単な調理やレトルト食品を活用した食生活が中心でした。
　ご夫婦は、９月からヘルパー利用をすることになり、いも好きのＡさんのリクエストから、Ｂ子さんは
ヘルパーと一緒に、久しぶりにポテトサラダを作りました。
　その日の夜、なんと、夫からヘルパーステーションに連絡があり、「こんなにおいしいポテトサラダを作っ
てくれてありがとう！」と涙交じりの感激とお礼の電話が入りました。
　もともとは夫婦でスナックを経営しており、元来Ｂ子さんは大変な料理
上手だったそうです。
　Ｂ子さんはその翌週も食事をつくる意欲がでて、自分で、いもを煮てフライ
パンいっぱいに潰し下ごしらえの準備をしてヘルパーをまっていたそう
です。

　感動するポテトサラダをわたくしも一口たべてみたいものです。（笑）

　生活を支えるヘルパーさんの役割とは、
とても素敵ですね。

 来夢ライン所長　　森　明恵

４４

ヘ

階浴室にリフトが付きました！階浴室にリフトが付きました！

ルパーの支援を利用した心温まるエピソードルパーの支援を利用した心温まるエピソード

来
らい

夢
む

ライン 訪問看護ステーション TEL：011－776－3071
療養通所介護事業所 TEL：011－709－5601
ヘルパーステーション TEL：011－776－3555

FAX共通：011－776－3072
〒002－8072　札幌市北区あいの里２条１丁目20－１

介護老人保健施設プラットホーム TEL：011－776－3037／ FAX：011－776－3039
〒002－8072　札幌市北区あいの里２条１丁目20－１
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　本人の同意なく第三者である保険会社には、患者情報をお答えすることはできません。では、どんな対応
をしているのか？実はこんな感じのやり取りをしています。

保険会社： 「そちらに通院中の○○□□さんの病状に関しての診断書を記載していた
だきたい。ご本人の同意書はあります。」

クリニック： 「書類を郵送して下さい。本当にご本人が同意書を記載したのかどうかを
電話で確認することになっていますので、お時間がかかる場合があります。
また、当院宛ての同意書のみを有効としています。」

　電話では、このように患者さんのことに関しては一切返答しません。すべて文書でやり取りしています。
言った言わないのトラブルを防止するためです。今のところ、このやり方で患者さんから苦情は出ていません
ので、この方法を継続していく予定です。
　文書による同意書があれば、電話で確認する必要がないのかもしれません。しかしながら、文書だと偽造
することが可能なため、念には念をいれて電話で確認しています。
　両クリニックとも、第三者への情報提供は慎重に対応しております。

　愛心総合診療所は、地下鉄南北線北34条駅より徒歩３分の場所に
あります。
　愛心総合診療所は、内科を中心とした総合診療を実践する診療所です。
　総合的な視点から、患者さんがよりよい人生を生きるための全人医療
を、現代医療だけでなく、最先端医療、漢方などの伝統的医療を適切に
組み合わせることで実現いたします。地域の皆様とのコミュニケーション
を大切に、「信頼されるやさしい地域医療」を目指します。

　相談センター「レイル」の若狭です。今回は、新しいスタッフご紹介します。

　６月より相談センター「レイル」で事務職員として勤務することとなりました水上
です。出産後、初の就職で不安もありましたが、今では毎日楽しく仕事させて頂い
ております。迅速且つ正確な事務処理で、ケアマネージャーの皆さんの業務が円滑
に進むようにサポートしていきたいです。
　ご利用者様、ご家族様にも丁寧な対応を心掛け、少しでもお役に立てるよう精一杯
努めてまいります。よろしくお願い致します。

生

信

新

命保険会社からの問い合わせ命保険会社からの問い合わせ

頼される地域医療を目指して頼される地域医療を目指して

しいスタッフをご紹介しますしいスタッフをご紹介します

愛心循環器クリニック  TEL：011－209－5250／ FAX：011－209－5432

愛心内科・消化器科クリニック  TEL：011－209－5265／ FAX：011－209－5427
〒060－0005　札幌市中央区北５条西２丁目　JRタワーオフィスプラザさっぽろ８階

愛心総合診療所 TEL：011－709－5601／ FAX：011－709－5677
札幌市北区北31条西５丁目１－25

相談センター「レイル」 TEL：011－788－3302／FAX：011－776－3039
〒002－8072　札幌市北区あいの里２条１丁目20－１　介護老人保健施設プラットホーム内水上　千春

保険会社からクリニックに電話
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　先日、外出先でにわか雨に遭遇しました。バスに乗って帰宅しようと思っていたので
すが、屋根のないバス停には傘を差して並ぶ列…。傘のない私はちょっと遠くで雨宿り
しながらその列を見ていました。「あ～あ、これはもう座れないなぁ…。」そのとき、最
後尾に並んでいたご年配の女性がわざわざ私の方に近づいていきました。「同じバスに
乗るのでしたら傘に入りませんか？」と声をかけてくださったのです。
　心がほっこり温かくなった瞬間でした。当たり前のようでなかなかできない心配り
と優しさ…。私もいつか同じシチュエーションがあったらこの気遣いを自然に出来る
人でありたいなと思いました。優しさをやさしさでかえす…思いやりはリレーですね。
 （M・N）

　今回は、こんな素敵な投書をいただきましたので皆さんのご紹介させていただき
ます。

「食事部のみなさまへ」
　素敵な心配りで作っていただいた本日の行事食、感動と喜びを持って食べさせて
いただきました。
　以前TVで見た、愛心メモリアル病院の取り組み、本物でしたね。
　料理長さん、栄養士さん、調理員さん、すべての食事部の職員さんの思い、連携
が日々の食事の味を作って下さっているのだと思います。
　お茶配り時の一声、配膳を置いて下さる様子にも、心が伝わります。
　感謝の気持ちを、ほんの少しお伝えしたく、ペンを取りました。

　愛心メモリアル病院の食事の配膳は、コック帽をかぶった調理師がお食事を患者さんのもとまでお届けしま
す。病院という療養環境の中でも、お食事の時間をちょっと特別で楽しみな時間にしていただければ…との思い
からです。
　心温まる貴重なお手紙をありがとうございました。

　こんにちは！訪問看護ステーションしろくまです。
　今回は、私たち「しろくま」の名前の由来についてご紹介します♪
　訪問看護ステーションしろくまは、2015年８月に西区に開設致しました。お陰様
で２年と少し経過した現在、地域の利用者様、事業所様とのつながりが少しずつ増
えて参りました。日々感謝しております。
　ご挨拶の際「愛心さんのところなんですね？なのにどうして“しろくま”なんで
すか？」と、質問される事がよくあります。少しも「愛心」にちなんでないからです。
　開設準備をしている時、「ステーションの名前を決めるように」言われ、愛心との
接点のある名前を、と知恵をしぼりましたが、どうもカタカナの覚えにくいものば
かりでした。親しみやすくて、ホッとするような、そして覚えやすい名前…。そんな
2016年12月、円山動物園でホッキョクグマ（しろくま）のララが８頭目の可愛い
赤ちゃん（リラ）を出産し話題になっていました。
　しろくまをこよなく愛する私は、ステーションの名前に「しろくまはどうでしょう？」と話したところ、
なんと!! それに決定したのでした。実際、「覚えやすい」「かわいい」「美味しそう？」（注：私たちは食べられ
ません）としろくまを覚えていただけています。
　これからもみなさまの在宅生活を支える看護を心をこめて提供致しますので、宜しくお願い致します。
　心理学で「しろくま現象」というものがあります。
　ご興味のある方は調べてみてください。

 訪問看護ステーションしろくま　所長　下村　環

しろくまの名前の由来ろくまの名前の由来
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