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～GONGOVA 2014に参加して～

　２月２６日～３月５日の日程で、
GONGOVA（草の根国際協力研修プロ
グラム）に医療ボランティアとして当院
院長 山田和典先生と参加させて頂くこ
とができました。
　私自身、聖陵会に就職して十数年、参
加する機会はあっても子供が小さいから
と、どうしてもしり込みしてしまい、参
加したスタッフから話を聞いては、一度
は参加してみたいという思いを繰り返し
ていました。
　今年活動した場所は、タイ北部のバ
ンホエヒンラートナイという所で、山
の中にある20世帯程が暮らす小さな村
でした。私たちは、村人の家の一部屋を
お借りし、診察室兼寝泊りをしました。
GONGOVA の活動は約 3週間ですが、
私たちが参加したのはちょうど中間くら
いの 4日間だけでした。短期間ではあ
りましたが、GONGOVA 参加者は、そ
れぞれ健康管理には気をつけていたよう



で、大きな病気や怪我もありませんでし
た。村の方たちも十数名診察にみえまし
たが、大半は腰痛やひざの痛み、夜間不
眠など日頃当院を受診される患者さんた
ちと訴えは同じでした。診察で戸惑った
のは「言葉」で、村独自の言葉があるため、
私たちにはさっぱりわかりません。そこ
で診察中は村に滞在し、私たちも大変お
世話になった日本人の方に通訳をしても
らったり、GONGOVA 参加者の学生さ
んに通訳してもらったり、あとは笑顔と
身振り手振りを交えての診察を行いまし
た。
　今回実際にボランティアに参加して、
普段病院に掛かる事の無い村の人たちに
とっては、その時だけの治療ではなく、
予防する知識や、生活の仕方などを伝え
る必要があることを感じました。また、
私にとっても村の人たちに出会えたこと
がとても貴重な体験でしたし、村で過ご
した4日間はとても楽しかったです。
　GONGOVA に参加するにあたり、長

期間家を空けることに理解を示してくれ
た家族、忙しい勤務を頑張ってくれた同
僚、このような機会を与えてくださった
聖陵会、GONGOVA で仲良く接してく
ださった川嶋先生をはじめ参加者の皆さ
ん、なにより私たちを受け入れてくださ
った村の方々、皆さんに感謝の気持ちで
いっぱいです。そして今回私が感じたこ
の気持ちを、多くの聖陵会職員に感じて
もらえるよう、いつまでもGONGOVA
の活動が続いて、聖陵会が参加できるこ
とを願います。

聖陵岩里病院　看護師　藤田弘美



ＥＳＤ（内視鏡的粘膜下層剥離術）endoscopic submucosal dissection について

　消化管腫瘍の治療法として、内視鏡治療が急速な広がりを見せています。
　今回は、当院でも施行している”ＥＳＤ（内視鏡的粘膜下層剥離術）”を紹介します。
　ＥＳＤは、高周波ナイフ（電気メス）を用いて、腫瘍のまわりの粘膜表面を切り
開き（切開）、腫瘍の下層をはがし（剥離）、腫瘍を切除してしまう方法です。この
手術は、1990年代半ばより専用の処置具が開発されはじめ、技術の向上に伴い、
2006年に胃、食道の病変に対し、健康保険の適応となりました。
　手術適応は、原則として、リンパ節転移の可能性がきわめて低く、腫瘍が一括で
切除できる大きさと部位にあることと定められています。具体的には、粘膜内に留
まる早期の癌で、大きさは、癌の種類や潰瘍の有無に依ります。
　開腹手術をしなければならなかった病変が、胃カメラや大腸カメラの治療で治る
ようになり、体への負担が大幅に減ります。
　また、今までの内視鏡治療では、治療後の治癒の評価が難しかった例でも、顕微
鏡できっちり評価が出来るようになります。
　この手術による偶発症は、出血や穿孔が数％認められており、また、そのうち緊
急開腹手術になる例が０.１～０. ２％あると報告されています。
　しかしながら、いい治療法ができても、早期発見できなければ、意味がありませ
ん。健康な方も、年１回は、胃カメラ等の定期検査を是非お勧めします。

【当院の実績】平成25年 4月～平成26年 3月
　胃カメラ738件　大腸カメラ292件　ESD８件



太陽光発電システム導入について

Topics!!
S e i r y o

　2014 年 2月 22日より岩里病院・聖陵ストリームの両施設に、1時間当たり最大で 10.2Kwhの発電
量を有する太陽光発電システムが設置され稼動しています。
　当初は 2012 年 6月に太陽光発電を設置し発電システムを稼動させる予定でしたが、設置間際に厚労
省から「医療機関は売電事業をしてはならない」との通達があり、売電による設備投資の回収は無理とい
うことで、状況が変わるまで保留としていました。
あれから 2年、新たな補助金制度が経産省の方から発表されました。
　「医療機関の売電事業は許可できないが、審査基準を満たせば設備投資の半分を国が補助する」という
ことで、どうにか設備投資の回収が見込めるようになり設置に至ったという次第です。
[ 今後の課題 ]
太陽光発電の発電量は、季節・日照時間・天候・気温等によりどの様に変わるのか、また、デマンドコン
トロールにどう影響するのか、今後、エネルギー節約委員会の活動として実測値を記録しながら検証して
いきたいと思います。

エネルギー節約委員会　　板屋文夫

病院放射線室から撮った写真です。

聖陵ストリーム

発電のワット数が分かるようになって
います。病院 2階に設置しています。

お花見イベント
　４月６日（日）にストリーム内タ・プロームにて「お花見イベント」を行いました。
桜の花も満開になり、本来なら屋外でのお花見を行いたい所でしたが、入所者全員に参加をして頂けるよ
う施設内で行いました。今回、『よかとぎ太鼓』の皆さんを慰問にお迎えし素敵な踊りや迫力満点の和太
鼓の鼓動に入所者から自然と手拍子が出るすばらしい時間を過ごす事ができました。

聖陵ストリーム　神川　哲朗



 

新人紹介

 

2014年度新人歓迎会
　4月 25 日サッポロビールにて 2014 年度新人
歓迎会が行われました。オープニングは聖陵会職員
による「よさこいソーラン」で皆さんの手拍子と共
に幕開け。今年は衆議院議員の衛藤征士郎さんも、
お忙しい中来て下さいました。新人13名の自己紹
介では一人一人の抱負も聞けて職員も初心に戻る事

が出来たのでは
ないでしょうか。
余興の部署対抗
ジェスチャーゲ
ームは大盛り上
がり。各チーム
が一丸となり優

勝目指して必死に伝える中つい口に出てしまう人
もいて、それはそれで笑いに変わりました。閉会
の挨拶では、衛藤征士郎さんが「ふるさと」と「エ
ーデルワイス」を熱唱してくださり、最後まで大
盛り上がりの歓迎会でした。

氏名／伊藤栄里子
部署／岩里病院
職種／看護師
趣味・特技／洋楽を聴く事
病院に慣れて、また地域に貢献し
たいです

氏名／羽野亜由美
部署／岩里病院
職種／厨房　調理師
趣味・特技／洋花を育てる事（今
はイモ科の観葉植物が元気に成長
してくれています。）
1つでも多く少しでも早く 1人
でも安心して任せられるように頑
張っていきます。

氏名／石田祐規子
部署／岩里病院
職種／厨房　調理師
趣味・特技／特にないのでこれか
ら何かはじめようと思います。
明るく楽しく仕事がしたいと思って
います。早く仕事を覚えてみなさん
に迷惑をかけないようにしたいです。

氏名／斎藤ならえ
部署／花月クリニック
職種／看護師
趣味・特技／散歩、読書
10年間のブランクがありますが、ス
タッフの皆さんがとても温かく親切
なので、ご指導いただきながら徐々
に仕事を覚えていきたいと思います。
よろしくお願いします。地域の皆様
に愛されるような看護師を目指して
貢献出来るように頑張りたいです。

氏名／斎藤周子
部署／花月クリニック
職種／事務
趣味・特技／バレーボール
これまで色んな事務職を経験して
きましたが、医療の事務は初めて
です。先輩に指導いただきながら、
日々勉強し手早く確実に出来るよ
うに頑張りたいと思います。

氏名／河津真寿美
部署／聖陵ストリーム
職種／介護
趣味・特技／読書しながら珈琲や
お茶を飲む事、バレーボール
利用者さんが楽しく過ごせるよう
に頑張ります。

氏名／梶原昭彦
部署／聖陵ストリーム
職種／介護
趣味・特技／釣り
デイケアの利用者さんが笑って頂
けるように日々努力します。



 

新人宿泊研修
　4 月 19・20 日に・新人職員 10 名、引率 8
名で新人宿泊研修に行ってきました。2日間を通
じて天候が悪く予定していた登山を行う事ができ
ませんでした。
1日目の東照寺では滝に打たれて心身を清めまし
た。滝の水の勢いの強さに驚き声が出ない新人職
員も多かったようです。その後ご住職から新入社
員の心得の説教を受けました。
　夜は岩里理事長も交えたお酒の入ったミーティ
ングで親睦を深めました。
　２日目は登山の代わりにウォーキング、その後
バーベキュー・乗馬などを行い参加者は親睦を深
めていました。天候が悪く予定通りの研修は行う
事ができませんでしたが新人同士の仲が深くなれ
たことが大きな収穫だと思います。
　今回、研修に参加していただいた引率者・協力
者の方に感謝したいと思います。

岩里病院　PT　中嶋　章雄

　４月19、20
日、新人宿泊研
修に参加してき
ました。
研修の初日は福
岡県みやま市の
東照寺へ行き、
初めて滝行を体
験しました。冷たい滝に打たれた後は予想以上に
すがすがしい気分になれ、また滝行をしたいと思
いました。住職の講和では日々仕事が出来ること
に感謝する心を改めて感じました。
　その後宿泊施設である東峰村のほうしゅ楽舎で
理事長を囲んでの座談会。理事長や引率の先輩、
同期の職員と酒を酌み交わしながらの交流は、聖
陵会が人との繋がりを大切にする組織だと感じ、
楽しいひと時を過ごし親睦を深めることができま
した。
　翌日20日は雨天の為、残念ながら登山は中止
となりましたが、代わりにウォーキングを行いま
した。自然の中で同期の職員と話しながら歩いた
ひと時は思い出に残る時間でした。
　最後は場所を本川牧場乗馬学校に移動し、日頃
行うことが出来ない乗馬体験やバーベキューを理
事長や高木歯科の高木先生、本川さん内村さんの
ご好意で行うことが出来、感動しました。また、
今回の新人宿泊研修を企画してくださった教育委
員会の方、引率に参加してくださった先輩方に感
謝いたします。
　今後は、聖陵ストリームのデイケア職員として、
先輩や同期の仲間と協力し、ご利用してくださる
利用者さんがまた利用したいと思っていただける
ようなサービスを提供していきたいと思います。

聖陵ストリーム　デイケア　梶原昭彦



　 原 義 則

2000
経歴：毎日新聞記者。鹿児島支局長、経済部長、

編集委員 経 年 月、日田赴任。を て ４

「金環食」政治家「金環食」政治家

　ニュースを見ながら「あの人（某政党の前代

表）は、どうなるんですかねえ」と、彌助すし

（本庄町）の三隅靖祥さん。似たような借入金

問題で詭弁をろうした挙げ句、辞任した前都知

事を思い浮かべ。実に、嫌な気分になる。「改

革」を唱えていた前代表は「８億円」、鋭い社

会派の作家だった前都知事は「５０００万円」

という、到底筋の通らない大金を手にした。輝

きに満ちたかつての姿はもはや、ない。

　政界汚職を描いた小説に、石川達三の「金環

食」がある。政財界は金色の栄光に輝いている

が、中身は真っ黒に腐っている……。当欄では

堅い話を避けてきたが、もう我慢できない。今

回ばかりは、筆を執ることにする。

　筆者は現役時代、選挙や政治、行政担当が長

かった。衆・参院選や統一地方選のときに設け

る各本社ごとの選挙本部の記事担当デスクを２

年、総括デスクを１年務め、九州・沖縄と山口

をみかじめていた。この間、汚職や疑惑などに

まみれた「金環食」政治家を多く見た。

　そのたび、アメリカの冷笑派の短編作家、Ａ・

ビアスの「悪魔の辞典」が頭をよぎる。「政治」

とは「仮装して行う利害得失の争い。私欲のた

めに国政を運営すること」と皮肉る。

　だが、それも「政治家」次第だ。無関心やシ

ラケてばかりはおられない。来年春は統一地方

選、そして夏には日田市長選も。真剣に為政者

を選びたいものだ。さして力のありそうもない

個々の市民が、投票によって政治路線を変えさ

せたり修正させる最大のチャンスである。

　Ｊ・Ｓ・ミルの言葉を紹介しよう。

　「利益の政治家ではなく、価値ある政治家を

見極めよう」「政治を軽蔑する者は、結局、軽

蔑に値する政治しか持つことができない」

「金満」政治家は
　　こんなイメージ？

医療法人　聖陵会

救急指定 聖陵岩里病院
介護老人保健施設 聖陵ストリーム
　　居宅介護サービスセンター
　　訪問介護サービスセンター
　　こども発達・支援センター銀河

聖陵花月クリニック
アンコール小児病院（カンボジア）

■ホームページ　
■


