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今年の冬は北陸から京都を回る旅を計画。
ところが出発の数日前より北陸が大雪となっ
ていた。1 月 12 日の朝、高知龍馬空港を飛
び立ち、羽田空港で小松空港便が欠航になっ
ていることを知った。北陸新幹線は運行して
いたので、浜松町駅のみどりの窓口で 12 時
24 分発の「はくたか 563 号」の乗車券を
購入し、スーツケースを引きずり東京駅で「は
くたか」に乗り込んだ。長野駅までは雪はな
かったが、飯山駅を過ぎて上越妙高駅から想
像を絶する大雪となった。金沢駅に着いて北
陸本線に乗り換える予定だったが雪のため運
休、幸いにもタクシーに乗ることができ、松
任（まっとう）駅に向かった。松任駅から迎
えの車で辰口（たつのくち）温泉へ。雪道を
ガタゴト揺られながら車窓からは雪に覆われ
夕日に輝いていた白山を眺めた。雪に埋もれ
た宿に着き、温泉で暖まり能登牛をメインと
した夕食を頂いた。この日の金沢の積雪は
44 ㎝、
思わぬ長旅で疲れて直ぐに寝てしまった。
翌日予約していたタクシーで雪道を芦原
（あわら）温泉に向かった。雪が踏み固めら
れたつるつるの道で沢山の車がスタックして
いた。雪道に慣れた地元の運転手だったので
動けなくなった車を右に左に避けながら進ん
だが、上からは木々の枝に積もった雪がフロ
ントガラス、天井にドーンドーンと落ちてく
る。身の危険を感じながらなんとかあわら温
泉に着くことができた。宿に入るとフロアー
は薄暗く人の気配がない。従業員たちは総出
で雪かきをしていた。
今回の旅の目的の一つは、「越前ガニを食
べる」だった。夕食にはまず越前ガニの刺身
が出て、次に品質証明の大きなダブルタグが
付いた茹でガニが一匹ドデッと出てきた。足
の殻を取り、大きな身を口に入れると海の香

雪の北陸本線「特急サンダーバード」

りと甘さが口の中に広がり、これぞ越前ガニ、
ただひたすらに黙々と食べ続けた。甲羅の中
の味噌もとろけるようで指ですくって食べ
た。長時間温泉につかり身体を温め満腹で入眠。
1 月 14 日は北陸本線のあわら温泉駅から
10 時 30 分発サンダーバート 11 号に乗車予
定だったが運休、次のサンダーバート 18 号
が運行するとの情報があり乗車変更をした。
列車が駅に到着したが、ホームにうず高く積
もった雪のため乗車できない。雪を蹴散らし
踏みつけて乗車口から滑り込み、そしてサン
ダーバードは大阪を目指し出発、大幅に遅れ
て京都駅に到着することができた。
思い返すと一昨年 9 月に越前永平寺を観
て、山中温泉に宿泊した時、台風の直撃を受
けて空路、陸路すべての交通が遮断された。
小松空港へ行くと羽田便をはじめほとんどが
運休していた。滑走路にただ 1 機プロペラ機
が見えた。何処行きかを尋ねたら福岡行きで
空席があるという。娘から夕方の福岡―高知
便に 2 席空席があるとの情報があり、予約を
頼んで小松―福岡便に乗り、福岡から高知へ
帰ってきた。
私が北陸を旅するとなにかとんでもないこ
とが起こってしまう。
今回はドカ雪を蹴散らし大冒険の旅行だっ
た。

次は福井県勝山市の恐竜博物館を見たいな。

透析室のベッドが増えました！
この度、当院透析室のベッド
が今までの 16 床に加え新たに
2 床増床し、より多くの患者様
の受け入れが可能となりました。
設備面では目に優しい間接照
明や、フル電動リクライニング
ベッド、液晶テレビなどが備え
られ、プライバシーに配慮した
圧迫感のない設計で快適に透析
治療が受けられます。
さらに、増床に伴って導入した透析機器は最新モデルであり、操作性に優れ、また、
安全面でもスタッフを常に配置することにより、質の高い治療を提供できるようになっ
ています。

介
紹
士
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歯科衛
人が生きていくうえで、お口
の果たす重要な役割は何だと思
いますか？
口からご飯を食べなければ栄
養不足になり、活動性も低下し
外出も減り、お友達と話す機会
も減っていきます。
呼吸をするにもお口は大きく
関与しており、汚れたお口の状
態のままでは満足に呼吸をする
事が出来ず、ますますお口の機能が奪われ身体の状態が徐々に悪くなっていきます。
身体全身を健康な状態で守っていくために、看護や介護の中で口腔ケアが重要視され
ており、また、お口を綺麗な状態で保つ事は肺炎予防にも効果があります。
このような重要な役割を担うために、北島病院では 3 名の歯科衛生士が在籍してい
ます。
当院の歯科衛生士は患者様（入所者様）に対して入院（入所）後早期介入し、在宅生
活におけるお口の問題点を評価し改善に向けた訓練を実施することで、退院（退所）後
も皆様の健康寿命のお手伝いをしています。
具体的には、口腔機能（口の動き）や摂食・嚥下機能（食べて飲み込む動き）、構音
機能（言葉の状態）、栄養状態、食事時の姿勢の整え、歯磨きの仕方など仕事は広範囲
に及んでいます。
お口や歯のこと以外でもお困りごとがありましたら、紫の制服を着た私たち歯科衛生
士にいつでもお声掛けください。

【自宅でできる転倒予防】
近年、高齢者の３人に１人は１年に１回以上の転倒を経験していると言われています。
転倒による骨折は要介護となる主な原因の一つです。転倒予防のために、転倒の原因を知り、対
処方法として今すぐできることを日常生活に取り入れて、転倒しない身体づくりを心掛けましょう。
そこで、
①転倒の原因、
②原因への対処、転倒リスクのチェック方法、③くつの選び方、④自主ト
レーニング方法の４回シリーズで転倒予防について紹介します。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第３回目は、
「くつの選び方」についてのおはなしです。

○高齢者における靴と転倒との関連性

高齢者の転倒・転落の約半数は、住宅内で発生しています。「自分で自分のスリッパを踏んで転
んだ」「階段昇降時にスリッパが脱げて転落した」、屋外でも「つっかけやサンダルを履いていて転
んだ」
「
、靴のつま先が段差にひっかかり転んだ」などのエピソードをよく聞きます。高齢者の転倒は、
「手をついたら腕の骨が折れた」
「大腿骨（太ももの骨）を骨折した」などの大ケガにつながりやすく、
日常生活に介護を必要としベッド上の生活になることも多く、絶対に転ばないためのくつ選びが重
要です。
転倒・転落のみならず、膝・足首の保護や傷の予防により身体を守るために日頃から『くつの選
び方』の知識を身につけておきましょう！

靴選びのポイント
ひもやベルトでしっかりと足首の固定ができる

開口部が広く、靴の脱ぎ履きがしやすい

靴を履いてつま先に５〜 10mm
程度の余裕がある
負担のかかる

足の爪が圧迫されないもの

かかと

が

しっかり固定でき、歩いた
時にかかとが上下しないもの

つま先が反り上がった形

前足部がほどよい軟らかさ

靴底はしっかりと溝があり、滑り
止めのデザインが施されたもの

日頃から靴に目を向け、「足元を見直す」ことは、高齢者が健康で快適な生活を送るための大切
なポイントの一つです。糖尿病や関節リウマチなどのご病気の方には、特殊な靴の作製が必要にな
ります。また、足に左右差があれば、サイズ違いの靴の購入も可能です。足に傷があり歩くのがつ
らい、今の靴が自分にあっているのか分からないなどで悩まれた場合は、お気軽にリハビリスタッ
フへご相談ください。
次回は、自主トレーニング方法について紹介します。

横倉山便り 横倉山アピール実行委員会
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俳句コーナー

平成 29 年 12 月 1 日（金）ザ・クラウンパレス新
阪急ホテル高知において医療法人 社団 若鮎と社会
福祉法人 仁淀川ふくし会 合同忘年会を開催致しま
した。
恒例の余興は、職員の意外な一面が見られたり、秘
められたパワーが炸裂と大いに盛り上がりました。こ
の勢いで来年も頑張っていきます！
★優勝はグループホーム連合の「美魔女戦隊オバ
チャーン」でした。

職員のご家族作

恒例の忘年会開催
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クス

トピッ

初雪だ

(12/21 撮影）

一、 朝起きて 外は真っ
白

職員さんのお子様作

（11/21 撮影）

一、 初雪や 御嶽の山も 薄化粧

※横倉山 PR ホームページや北島病院 Facebook へは、医療法
人 社団 若鮎ホームページ (http://www.kitajima-hp.com/) の
トップより移動できます。

一、 横倉の 初雪眩し 日和かな
一、 声弾む 白さ際立つ 赤い頬
一、 初雪に きれいとはしゃぐ 孫の顔

10 月 24 日、11 月 21 日、12 月 21 日と横倉山へ
散策に出かけました。4 月に植栽したフジバカマやヨツ
バヒヨドリも夏から秋にかけて元気に咲いてくれていまし
た。12 月は木漏れ日の中、マイナスイオンをたっぷり
浴びながら杉原神社へ。神社本殿の素晴らしい彫刻と
樹齢 600 年の巨杉に圧倒されました。詳しくは横倉山
PR ホームページや北島病院 Facebook でご覧頂けます。

今号も優秀な作品が数多く投稿されました︒
皆様からのご応募もお待ちしております︒
次号のお題は

﹁新緑﹂
﹁初夏﹂ です︒

実りの秋から静寂の冬へ横倉山散策

コードブルー訓練

平成 29 年 12 月 1 日（木）非公表でコードブルー
訓練を行いました。
高吾北消防署より、全体的にスムーズにできており
また、年々レベルアップしていると講評がありまし
た。、これからも地域の災害拠点病院として、不測の
事態に備えれるよう、日々研鑽していきます。
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