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安心して暮らせる地域づくりを目的とし、益田地域のニーズにあった保健・医療・福祉の提供を行います。

基本方針
１.公正で安全な医療を 提供し人材育成と研修の場を 提供します。
２.患者さま・ご家族さまの人権と意志を 尊重した、納得と同意に基づいた医療を 提供します。
３.かかりつけ医の支援病院としてきめこまかな病診連携を 行います。
４.在宅を 目指した保健予防・リハビ リテーショ ン ・緩和ケアの充実を 図ります。
５.益田地域全体にわたる 保健・医療・福祉のネットワークを 構築し、地域医療拠点病院として使命を 果たします。

第6９号
◆陸前高田市での
災害ボランティアの記録

◆石西栄養療法研究会
開催のご案内

◆外来担当表

陸前高田市での災害ボランティアの記録
リハビリテーション科
はじめに
平成23年7月3日〜7月9日、日本理学療法士協会か
らの派遣で、岩手県陸前
高田市に行ってきました。
現地での一週間は、想
像以上に短く、現地の状
況と活動内容を把握する
前に、派遣期間を終えて
しまったように思います。 ボランティア期間中の宿の前で
パートナーと撮影
人一人が出来る事はあま
りにも少ないと痛感しました。しかし、出来る事が
少なかったからこそ、「帰ってきてから何をするの
か」という気持ちが強く残っています。
短期間だけ活動した身で、被災地の画像や状況を
記載する事には、ためらいも感じます。しかし、４ヶ
月が過ぎ、震災の事を考える事、目にする機会がど
んどん減ってきていることも事実です。時間と共に
人々の関心が薄れて行くのは仕方ない事ですし、あ
る意味必要なことかもしれません。とはいえ、現地
にはまだまだ支援の手が必要な所が沢山あります。
この報告を読んだ人が、一人でも、思い出し・考
え・行動する事で、支援の手が途切れずに続く事を
強く願いながら、報告をさせて頂きます。
地域の状況
津波が来ていない場所
では、一見被害がなかっ
たのではないかと思って
しまう光景が広がってお
り、津波被害がある場所
から、２〜３ｋｍも上流
に行くと、アユ釣りをしている人も沢山いました。
そして、瓦礫の撤去は場所によって差がある状態で

広瀬

強志

した。
市街地内では、多く
の重機が稼働してお
り、多くの瓦礫は数ヶ
所に集められ、各々
巨大な瓦礫の山を形
成していました。
しかし、市街地から
少し離れると、瓦礫
がそのままで片付け
られていない状態の
所も多く残っています。場所によってはハエも多く、
生臭い匂いが立ち込めている所も多く、少ししでも
早い瓦礫撤去が必要だと感じずにはいられませんで
した。

市内数ヶ所では、スーパーや診療所やコンビニが、
プレハブで営業を開始しており、自動車屋台でのお
好み焼き屋さんや、お弁当屋さんをあちこちで見る
事が出来ました。ガソリンスタンドも２ヶ所で営業
を開始していました。まだ十分とは言えないものの、
必要最低限の生活資源は、現地で何とか調達が可能
な状況となって来ています（殺虫剤は圧倒的に足り
ない様子でした）。
そして、スーパーやコインランドリー建設中であっ
たり、流された橋が復旧中であったりと、少しづつ
ではあるものの、確実に前進していると感じる事も
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私の活動内容
まず、保健師さん達が避難所や仮設住宅や自宅を
訪問して回り、必要性に応じ各専門職チームに紹介
をします。私の所属した地域リハチームは、2名体
制であり、保健師さんからの紹介を受け、その方の
所を訪れて必要な対応（住環境整備、福祉用具の提
スーパーや診療所のプレハブ店舗 いつ通っても客が満員のローソン
供、運動指導、生活相談、必要な機関への紹介など）
私が現地に行った時には、仮設住宅の建設が進み、 を行っています。
また、サロンなど地域の人が集まる場所に参加し、
今ある避難所は７月中をめどに閉鎖される予定でし
地域の方々とお茶を飲みながら話をして、保健医療
た。
完成したばかりの仮設住宅の見学と、仮設住宅の環 に関する要望を聞いたり、個別の相談を受け付けた
境整備の研修会にも参加する事が出来ましたが、一 りもしました。
さらには、これからの陸前高田市の保健活動をど
般住宅と異なる部分や改修への制約も多く、多くの
のように構成していくのか？そんな事を対策本部の
知識と経験が必要であると感じました。
仮設住宅が完成し避難所を出る事に対し、これか 方々や所属する日本理学療法士協会の方々と話し合っ
らの生活に対する不安を感じる方は多く、円滑に仮 たりもしました。
とにかく、時間がいくらあっても足りない状況で、
設住宅へ移る事が出来るかどうか、移行した後の生
活に問題が起こらないかどうかが今後の課題のよう あっという間の一週間でした。
最後に
でした。
現地では、様々なボランティアや派遣された方々
とも話をしました。
「瓦礫の撤去に来た人」、「緑のカーテンを作るた
めに、トラックに材料一式積み込みやってきている
人」、「大阪から来た警察官」、「自衛隊」、「仮
設住宅で七夕会やバーベキューを企画する人」。全
完成したばかりの仮設住宅
国各地から集まってきていた、様々な人達と「お疲
れ様です」と声を掛け合いながら活動を行ってきま
仮設住宅内では一般的な
段ボールベッド
した。
避難生活の中で、生活に介助が必要になった人や、 朝、宿を出発するときにも、名前も知らないボラ
歩けなくなった人が非常に多く、加えて、熱中症や ンティアの人が「行ってらっしゃい」と声を掛けて
感染症も増加して来ていました。仮設住宅内での閉 くれ、「行ってきます」と返し出発します。
そして、陸前高田市の人達は、道ですれ違う度に
じこもりや自殺も増加傾向にありました。寝たきり
の予防や心のケアの重要性が、非常に高くなってき ｢ありがとうございます｣、｢暑いので無理しないで
下さいね｣と声をかけてくれます（少しの無理はさ
ている状況でした。
せて下さいと感じるくらい、こちらの心配をしてく
現地の保健医療の状況
全国各地から集まった保健医療関係のスタッフ40 れました）。
災害対策本部がある中学校の生徒たちも、｢こん
〜50名程度で、保健医療関係の対策本部が立ち上げ
られ、現地での保健活動を行っています。本部は、 にちは｣と大きな声で、こちらの目をみて、あいさ
県や市、各自治体から出向している保健師（自分の つをしてくれます。
また、宿泊した温
所属自治体でチームとなり、各地区を担当）、栄養
と食生活の支援チーム、心のケアチーム、地域リハ 泉宿には、現地の方々
も入浴に来ていまし
チーム（私が所属）等で構成されていました。
市内の医療機関や介護施設は、その多くが被災して た。仮設住宅、避難
いましたが、訪問や仮設での診療などを積極的に行っ 所、地域のサロンだ
ているようでした。
けでなく、お風呂の
中や旅館の玄関でも、
出来ました。
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地域の方々と沢山の話しをすることが出来ました。
7月7日には、宿の近所の子供たちと短冊作りもし
ました。
今回の災害の範囲や規模を考えると、復興には
気の遠くなるような年月が必要である事は間違い
ありません。一人でも多くの人の継続した支援と、
一日でも早く復興したと言える日が来る事を、心
から願って止みません。
数万本の松林の中で震災を乗り越え１本残った
「希望の松」

３月に第８回目の研究会を開催し、たく
さんの方々にご来場頂きました。
今回は、『胃瘻の長期管理と在宅医療』に
関する講演会を開催致します。皆様方のご参加をお待ちしております。
日 時：平成２３年８月６日（土）13：30〜16：40（12：45より受付開始）
場 所：益田市民学習センター（旧石西県民文化会館）1F多目的ホール
本会は石西地区の病院・診療所・介護福祉施設・在宅で奮闘されている皆様とともに日頃抱えて
いる問題などを共有化し、積極的に勉強していく研究会として発足致しました。
【プログラム】
◇第1部：教育講演（13：40）
（1）『経腸栄養療養者の在宅療養の実際〜訪問看護師の関わりから〜』
演者：山田 理絵（橘井堂 訪問看護ステーションせきせい 認定看護師）
（2）『簡易懸濁法の現状〜メリットと注意点〜』
演者：寺井 留美（益田地域医療センター医師会病院 薬剤科 薬剤師）
◇第2部：特別講演（14：55）
『胃瘻栄養患者の長期管理ー病院から在宅までー』
演者：村上 匡人（村上記念病院 院長）
◇第3部：パネルディスカッション・Ｑ＆Ａ（16：20）
事前に頂いたご質問にお答えします
７月２３日（土）、今年４月に入職した職員を中心に入職１年
未満の職員有志が 清掃活動を行いました。その年の新入職員が自
ら企画し、自分たちでできる事を考え一緒になって作業を行い、
その後に慰労を兼ねた親睦会を行うと言うもので数年前から実施されております。
今年は、約２０名が２時間かけて医師会病院、くにさき苑の車椅子清掃を行いました。
あちらこちらに置場があり、数人単位で分散して「気持ちよく使って欲しい」の願いを込めて作業を行
いました。
夜は慰労会・親睦会を行い、流した汗以上の水分を補給しながら、日々の業務について語り合い、新入
職員同士の交友を温める事ができました。
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益田地域医療センター医師会病院 外来診療担当医一覧表
平成23年5月1日より
診療科
内 科

診察

月

火

午前 狩野 稔久

水

古田 晃一朗

井上

実緒

木
岩田 芽久美

金
小川 哲生

狩野 稔久

古田 晃一朗

（9:00〜）

（再診のみ６番にて）

（6番にて）

備

考

内科一般

(再診のみ)

足立 正光
（9:00〜12:00）

循環器内科

午前

外 科

午前 服部 晋司

肛門外科

午前

服部 晋司
林 彦多

第1・3･5木曜日 服部医師
第2・4木曜日 林医師

皮膚科

午前

水本

皮膚外科・皮膚血管外科
外来も含む

整形外科

午前

麻酔科

午前

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

交互診療

林

彦多

守屋 淳詞

循環器科
山野井 彰
五十嵐 雅彦 （胆・肝・膵外科）

大中 博司

島大麻酔科

午前 柿木

伸之

柿木

伸之

柿木

伸之

消化器外科・呼吸器外科
小児外科・肛門科
五十嵐 雅彦 一般外科
（再診のみ7番にて）

暁美

（9:30〜12:00）

守屋 淳詞

整形外科一般

島大麻酔科

交互診察

柿木

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科全般

伸之

（9:00〜15:00）

岸本 晃司

呼吸器外科

午前

循環器外科

午前

末廣

午前

山﨑 達輔

頭痛外来

午前

石﨑 公郁子

放射線治療

午前

（9:00〜12:00）

章一

特殊 外来

セカンドオピニオン 外来 午前

初診受付 午前８時３０分〜１１時００分
再診受付
※但し、急患の場合はこの限りではありません。

（三原・橋本・太田・本岡・石田）

膠原病専門外来
近藤・角田の交互診療
電話による完全予約制
第２・4火曜日
呼吸器疾患全般
二次健診後のフォロー
第１水曜日
（心臓・血管外科）

近藤 正宏
角田 佳子

リウマチ科
（電話予約制）

脳神経領域

一生

一生

大中 博司

中島

水本

完全予約制
川口 篤哉

第4金曜日

田中

第3金曜日
電話による完全予約制

恒夫

（島大消化器総合外科教授）

午前８時３０分〜１１時３０分

見た目は違っても
アレッ！同じ薬だね

お薬手帳を活用することで
①自分の飲んでいる薬を正確に伝えることができる
②重複投与を防止できる
③飲み合わせの確認ができる
④旅行先や夜間・救急時も安心

発

行：益田地域医療センター 広報委員会
〒699-3676 島根県益田市遠田町1917-2 TEL：0856-22-3611(代表) FAX：0856-22-0407
E-mail：info@masumi.shimane.med.or.jp
益田市医師会URL：http://www.pool.co.jp/isikai/
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