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山陽新幹線

〜 超特急「こだま」〜
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桜が咲き始めた頃、孫たちの春休みに瀬戸
内への旅に出かけた。
いつもは車でしまなみ海道を使って行くの
だが、今回はＪＲを利用することにした。午
前 8 時 26 分佐川駅発特急「あしずり 2 号」
に乗車したが、単線のため途中駅での下り列
車の待ち合わせ時間が長く高知駅まで 38 分
かかってしまった。特急「南風」は佐川―高
知間を 27 分で走るのに「あしずり」は遅い。
高知駅で 9 時 38 分発の特急「南風 8 号」に
乗り換えて 11 時 40 分に岡山駅に着いた。
岡山駅で 11 時 55 分発山陽新幹線超特急「さ
くら 553 号」鹿児島中央駅行に乗り換え福
山駅に向かった。所要時間は 17 分、座席に
座ったと思ったらすぐに下車しなければなら
なかった。福山駅では 12 時 31 分発、山陽
本線の普通列車に乗り換え 12 時 51 分に尾
道駅に着いた。新築された尾道駅のすぐ近く
で尾道ラーメンを食べ、千光寺公園に登り、
坂の町尾道の眺めを楽しんだ。ホテルは小高
い山の中腹にあり瀬戸の夕日を眺めながらの
夕食だった。鯛を始めとした瀬戸内海の幸を
味わいゆっくりくつろいだ。
帰りは福山市に出た。満開の桜に彩られた
福山城を見ていたら、孫が「お城が壊れてい
る、鯱が１しつかない。」と指をさす。なる
ほど福山城天守閣の向かって右の鯱が無かっ
た。じっと見ていると鯱が無くなった屋根に
目が行きなんとも面白い光景だった。
福山駅より 14 時 55 分発、山陽新幹線超
特急「こだま 742 号」に乗車した。乗車時
に駅のスピーカーが「後続ののぞみが岡山に
は先着します。」とアナウンスしていた。福
山を発って直ぐに新倉敷駅に着いた。「新倉

福山城天守閣
天守閣を見た時、向かって右側の鯱が
無かったが、写真ではある、不思議だ。

敷駅では後続列車追い越しのため 10 分停車
します。」と車内放送があった。待ち時間の
長さに孫と一緒に「えー！」と声を上げてし
まった。しばらくすると「のぞみ 34 号」が
うなりを上げて追い越して行った。「こだま
742 号」の車内はシーンと静まり返り、続い
て次の列車が轟音と共に通り過ぎて行った。
孫たちが「こんな遅い列車の乗車券を誰が
取ったの。」と聴く。家族全員の目が私に向
けられた。冷たい視線に追い打ちをかけるよ
うに 3 番目の列車が車体を震わせて追い越し
て行った。やっと「こだま 742 号」が新倉
敷駅を出発し、乗換駅の岡山に向かった。「間
もなく岡山駅に到着します。お降りの方はご
準備ください。なお岡山駅では後続列車追い
越しのため 19 分停車します。」との放送が
あった。家族一同「えーーー、また！」と声
を上げてしまった。「この列車は本当に超特
急なの？」との声が出た。ほうほうの体で「こ
だま 742 号」を降りて駅弁を買い込み 16 時
5 分発、土讃線「南風 17 号」に乗り一路高
知へ向かった。高知駅から佐川駅へは特急「あ
しずり 9 号」で 33 分かかり、これも遅かった。

「こだま」は本当に超特急なのかな？

腹部の超音波検査（エコー）の
新たな検査領域ついて
腹部のエコーは、従来より多くの施設で一般的な検査として行わ
れており、当院でも日常的に実施しております。近年、機器の進化
に伴って、より高画質となり、検査出来る範囲が広くなっています。
エコーは空気を通さないという特性上、内部にガスがある消化管（胃
や腸など）などは最近まで検査に不適とされていましたが、最近は
エコーを用いて消化管も検査しようとする試みが拡がってきてお
り、当院でも研修会等に参加し
消化管領域の検査を試行錯誤し
ております。実際に当院でも胃
や大腸の病気をエコーで発見出
来る事も多々あります。今後も
非侵襲的で痛みのないエコー検
査で、可能な限り広範囲を検査
し、今まで発見が難しかった病
変まで、発見出切る様努めてい
きたいと思っております。
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部門 ライリハビリテーション
所
紹介 通
私たちは、ライブリーハウス輝の通所リハビリテーション職員です。
デイ利用の際には、健康状態のチェック、入浴、食事、リハビリ、レクリエーション
等を行いながら利用時間を楽しく過ごしていただいています。
ご利用者様にいつまで
も元気に過ごしていただ
ける様、またご家族様の
ニーズにお応えし、少し
でもご家族様の介護の負
担軽減のお役に立てる様
な支援を目標に日々努め
ています。
笑顔を忘れず皆様のサ
ポートをさせていただき
たいと思っていますの
で、今後共よろしくお願
い致します。

【自宅で出来る尿漏れ頻尿体操】
今回は、尿漏れ・頻尿の改善に役立つ「骨盤底筋体操」について、
お話をします。
「骨盤底筋とは？」
骨盤の底で膀胱や子宮、直腸などを支えている筋肉群で、排便
や排尿に大きく関係しています。骨盤底筋の筋力が弱まると、尿
道や膣が十分に締まらなくなり頻尿や尿漏れが起きます。そのよ
うな時に今回紹介する骨盤底筋体操を続けると症状の改善に役立
ちます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
「体操方法」
①仰向けに寝て、両膝を立て両足を肩幅に開きます。
②体の力を抜き、尿道・肛門・膣（女性の場合）をきゅっと締め、その
ままゆっくり 5 秒数えます。この時にお腹には力が入りやすくなるの
で、お腹に手を当て力が入らないように気をつけます。
③力をゆっくりと抜き、尿道・肛門・膣を緩めます。
①〜③を繰り返します。
この運動を 1 日 50 回を目標に毎日行います。1 日の回数は自分で出来る範囲で継続しても
らえば大丈夫です。もちろん、50 回以上頑張ればさらに効果的と思われます。
その他、仰向けの姿勢以外にも、座った姿勢、机にもたれた姿勢でも可能です。
この運動の効果が表れるまでには、少なくとも 2 〜 3 か月はかかるので、
毎日あきらめず継続していくことが大切です。
骨盤底筋体操はいつでもどこでも、気軽に始めることの出来る運動です。
ぜひ尿漏れや頻尿が気になる方は、日常生活に取り入れてみてください。
また、上記の症状でお困りの方は医師若しくは看護師までご相談ください。

横倉山便り 横倉山アピール実行委員会

栄養部からのワンポイントアドバイス

「旬の野菜果物で健康に！」
春野菜や果物にはビタミンが豊富で、以下の効果があ
ると言われています。

「横倉山植栽活動」
4 月 14 日（日）横倉山にて、今回で 3 回目となる
「アサギマダラを呼ぶ植栽活動」を行い、フジバカマ
100 株を第 1 駐車場斜面へ植栽しました。当日はあ
いにくの雨の中、足元に気を配りながらの植栽となり
ました。
今年もアサギマダラが横倉山に飛来する事を楽しみ
にしています。
（北島病院 Facebook に掲載中）
※北島病院 Facebook や横倉山 PR ホームページへは、
医療法人 社団 若鮎ホームページのトップより移動で
きます。

●春キャベツ…ビタミン U（別名キャベジン）は胃もた
れの予防効果
●新玉葱…アリシンは血液をさらさらにし、生活習慣病
の予防効果
●小夏…ビタミン C は抗酸化作用があり、免疫力を高め
癌予防や風邪予防の効果

筍やぜんまいなどの山菜類には、以下の成分が含まれ、
体調改善の効果があると言われています。
●食物繊維…便秘を解消し、腸内環境を整え、糖の吸収
を抑え血糖値上昇を抑制
●カリウム…腎臓のナトリウムの再吸収を抑制し、尿中
への排泄を促進するため血圧上昇を抑制
※ただし、心臓・腎臓に疾患のあるかたは
カリウムの取りすぎには注意！！！

春野菜は生でサラダに、
山菜は山菜寿司などは
いかがでしょうか。
管理栄養士

やまぼうし

健康体操
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1 月 24 日（木）グループホームやまぼうしにて 健
康運動指導士の前田郁先生をお招きして、入居者様と
一緒に健康体操を行いました。
動作をお願いする時の伝え方も勉強になり、頭も体も
大いに活性化できました。
先生の軽快なトークと懐かしの音楽（「青い山脈」
「南
国土佐を後にして」など）につられて、いつもより多め
に手足を動かすことができました！
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第 2 回院内研究発表会

1 月 31 日（木）老健リハビリ室にて院内研究発表会
を行いました。
今回は 6 名の発表があり、それぞれが、今後の治療
の為に、患者様対応の為に研究している内容を発表し
ました。質問でこれからの課題もあがり、ますます研究
に熱がはいりそうです。
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