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　共愛会病院では令和３年 6月23日（水）に、近隣福祉施設の入寮者と職員対象に「新型コロナウイルス
ワクチンの予防接種」を実施しました。問診票を医師が確認し、その後ワクチンの予防接種を行いました。
ワクチン接種後はしばらくその場で待機し医療チームの確認後に終了します。ワクチンは 2回接種して新型
コロナウイルスに対しての抗体ができることから、これからも多くの市民が早めに接種することが望まれます。

ワクチン接種の優先順位としては、
1．医療従事者等　
2．	高齢者、高齢者施設などで従事している方
	 令和 3 年度中に65歳以上に達する方
	 （昭和 32 年 4月1日以前に生まれた方）
	 介護保険施設等 65歳以上の入居者と接する方　
3．12 歳～ 64歳で基礎疾患のある方4．12 歳～ 64歳の方

　令和3年 6月12日（日）に「第10回 ICLS 共愛会コース」を開催しました！
「ICLS」とは、突然の心停止に遭遇した時に、どのように対処すべきかということを学習目標に示しています。
心停止はどの医療機関のどの部署においても起こりうるもので、一旦発生すれば蘇生を開始するまで少しの
猶予もありません。まさに間髪をおかない処置が必要となるのです。
　心停止直後の処置には、あらゆる医療者がチームの一員として参加し、蘇生を行なうことが求められてい
ます。ICLSコースでは、あらゆる医療者が身につけておくべき蘇生の基本的事項を習得できるようになって
います。
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　短い北海道の夏が始まりました。

　いつもなら心がワクワクするこの時期ですが、２年前からの新型コロナウイルス感染症の

流行で、私たちの生活は誰もが予想しないほど一変してしまい、なんとなく心がすっきりし

ない今日この頃です。今まで当たり前にしてきたことが出来なくなり、皆が不自由な生活を

強いられています。

　私たちも実際に新型コロナウイルスに感染した患者様を診ていますが、高齢者や病気

を持っている方にとっては、大きな後遺症を残したり、時に致命傷になる様子を目の当た

りにしてきました。このような状況では身体の健康を保つことは容易ではありません。

　ニュースなどでは家に引きこもり、身体を動かさなくなることで体力の低下を引きおこし

最悪、寝たきりになる事例も報道されています。この時期、家族やご自身で工夫して感染

のリスクの少ない野外での活動、庭仕事など体力低下を防止するため身体をなるべく動か

すことが肝要です。

　新型コロナウイルス感染症の収束はまだ先のように思われますが、函館でもワクチン接

種が 5月から始まっています。まだまだワクチン供給は十分ではありませんが、集団の６～

７割の方がワクチンを受けると、新型コロナウイルス感染症の流行を抑制できるとも言われ

ております。是非皆様が少しでも早めにワクチンを接種し、新型コロナウイルス感染症か

らの束縛から解放され、以前のような生活に戻れるよう心から願っております。コロナワク

チンの接種について些細な事でも、気になることがあれば、相談をお待ちしております。

　共愛会病院は地域の皆様の健康を守るべく、皆様が気軽に相談できる窓口としてこれ

からも頑張っていきたいと思っておりますので、よろしくお願い申し上げます。

福祉施設入寮者へのワクチン接種 施設職員へのワクチン接種

参加者による実演インストラクターによるシミュレーション

　福祉施設にコロナウィルスワクチンの予防接種実施！

　第 10回 ICLS共愛会コースを開催しました！

トピックス
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者数が増加するものと予想されています。老化のせいとあきらめたり、はずかしさから受診をた

めらって我慢している方も少なくないと思われ、軽いものも含めますと実際の患者数はかなり多

いのではないかと推測されています。治療は、ごく軽度の場合には骨盤底筋訓練 ( 体操 ) と体重管

理、排便、お仕事などで過度に腹部に負担をかけないように生活に注意することで進行を食い止

めることができる場合もありますが、ある程度出てきている場合には腟内にペッサリーという専

用の器具を装着して骨盤内の臓器が下がってこないように支える治療が行われます ( 図２)。最近

は、ペッサリーも柔らかめで形もいろいろな種類がでており、様々なケースに対応できるように

なってきました ( 図３)。長く入れておきますと腟壁がいたむ可能性がありますので、欧米では自

己着脱といってご自分で入れたり出したりするのが主流となっていますが、日本では入れっぱな

しにして 1 〜 6 ヵ月ごとくらいに定

期的に診察を受けていただく場合が

ほとんどです。ペッサリー治療がう

まくいかない場合や、ご希望によっ

ては手術が行われます。手術もいく

つかの方法があり、子宮を摘出した

り、たるんだ腟壁を一部切除してた

るみをとる手術 ( 腟形成術 )、腟壁に

メッシュを埋め込んでたるみをおさ

える手術 ( メッシュ手術 )、たるんだ

腟壁を仙骨に吊り上げる手術 ( 仙骨

腟固定術 )、前後の腟壁を縫い合わせ

て腟を閉じる手術 ( 腟閉鎖術 )( 図４)

などがあり、それらを組み合わせるこ

ともあります。体への負担や再発率、

術後の合併症など、どの方法も一長一

短がありますので、ご本人の年齢、体

力、併存疾患、ご希望など、いろいろ

なご事情などを総合して、担当医と十

分にご相談したうえでご自分に合っ

た方法を選択していただくのがよい

かと思います。

　骨盤臓器脱は命に関わる病気では

ありませんが、日常生活の妨げになり

生活の質を低下させます。治療により

症状の改善が見込める病気ですので、

あきらめたり我慢せずにぜひ産婦人

科でご相談下さい。

　「ある日、お風呂に入っていたら腟から何かが出ている、触れる」、これが骨盤臓器脱です。骨

盤臓器脱は女性特有の病気で、女性の骨盤底筋群 ( 筋肉や靭帯 ) がいろいろな原因でゆるんでし

まい、子宮や、膀胱、直腸、小腸などが腟壁とともに下がってくる病気です ( 図１)。子宮が出て

きた場合は子宮脱、膀胱側の腟壁が出てきた場合は膀胱瘤、直腸側の腟壁が出てきた場合は直腸

瘤と呼び、骨盤臓器脱はそれを全てまとめた言い方で、英語の Pelvic Organ Prolapse の頭文字

をとって POP( ポップ ) とも言われています。また、子宮筋腫などで子宮を摘出した後にも膀胱

や直腸、小腸側の腟壁が出てくる場合もあります ( 小腸脱、腟断端脱 )。おもな症状は、外陰部の

違和感や異物感、腫瘤のようなものが触れることですが、尿漏れや頻尿、尿が出にくくなったり、

尿が残っている感じなどの排尿症状を伴うこともあります。重力や腹圧の影響を受けますので、

重い物を持ったり、長い間立っていたりすると出やすくなり、横になると症状が軽減することが

あります。早い人では出産直後からみられる場合もありますが、60 〜 70 歳以上に多く、アメリ

カのデータでは、80 歳までに 10 人に 1 人くらいの方が骨盤臓器脱になると推定されており、決

してめずらしい病気ではありません。体質の影響や、妊娠・分娩により骨盤内の筋肉・靭帯が損

傷を受けること、加齢により組織が弱くなることに加えて、便秘でいきんだり、お仕事などで重

いものを持つなどして、日頃から強い腹圧がかかることにより、だんだんと下がってきてしまう

と考えられています。高齢者に多い病気ですので、近年の高齢化のことを考えますと、今後、患

医療コラム 産婦人科

骨盤臓器脱 (子宮脱 )について

図１. 骨盤臓器脱

図２.ペッサリー療法：ウォーレスリングペッサリー

図３.ペッサリー療法：ミレックスペッサリー

図４. 膣閉鎖術

正常 骨盤臓器脱Ⅱ度 骨盤臓器脱Ⅳ度

産婦人科部長
佐藤　賢一郎	医師
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　北海道にも短い夏が到来します。
　本州の暑さには及びませんが、それでも高い気温が続く毎日、なんとなく身体がだるい、食欲がない、そ
んな方はいませんか？
　食欲がないからといって、水分ばかり摂っていたり、簡単な食事ですませてしまったりでは、身体に良いわ
けがありません。こんなときほどきちんとした栄養をとるようにしましょう。特にお薦めなのは以下の栄養素
です。
　倦怠感や食欲不振に効果があるビタミンＢ１（豚肉やごま・胚芽米に多く含まれる）、胃の粘膜を保護したり
たんぱく質の消化吸収を助け、疲労回復に効果のあるムチン（オクラ・長芋等、粘りのある食品に含まれる）、
身体の免疫力を高めるビタミンＣ（果物・野菜等に多く含まれる）、疲労物質（乳酸）の生成を抑える作用を
持つクエン酸（レモン・梅干し・酢に含まれる）、これらを上手に摂って元気な体で夏を乗り切りましょう。

	お薦めメニューお薦めメニュー

　　夏野菜と豚ひき肉カレー
トマトやオクラ・ナスなど、栄養豊富な野
菜と豚肉を使った一品。白米に少し混ぜて
炊くだけで簡単に栄養を添加できる雑穀
米を組み合わせてみました。
　長芋の梅肉ドレッシングかけ
　はちみつとリンゴ酢のドリンク

食事で防ぐ夏ばて

　共愛会病院は職員食堂で、ふだん家庭ではあまりつくる機会のない世界の料理を提供している。目下、コロ
ナ禍により、大勢が集まる飲食店に出入りしたり、職場の懇親会を開いたりすることは、感染防止の観点から
自粛を徹底。こうしたなか同院栄養室は和・洋・中に加え、タイ料理やインド料理、台湾料理などを提供している。 
　佐々木美香子・栄養室副室長（管理栄養士）は「美味しいものを食べて職員の皆さんに笑顔になってもらい
たいと思い、3 月下旬から始めました。鶏ガラや豚骨から取った本格的な自家製スープを使用するなど、こだわっ
てつくっています。調理師さんたちにとても頑張っていただいています」とピーアール。 

職員食堂で世界の料理 コロナ禍でも食事に笑顔を！

　具体的にはグリーンカレーや、まぜそば、カオマンガイ、タンドリーチキン、ヤンニョムチキンなど。A ～ C まで
3 種類のメニューのうち、ひとつは世界の料理を提供。職員からは「どれも美味しいですが、ちょうど良い辛さのグリー
ンカレーが、とくに気に入っています。食事の時の楽しみが増え、元気をもらっています」と、にこやかに話している。 

　徳洲会グループ栄養部会が 2018 年度に新たにスタートした全国規模の料理コンテストが 3 回目
を迎えた。20 年度はコロナ禍のため書類（盛り付け写真とレシピ）審査のみで実施。今号からコ
ンテストの結果をブロックごとに振り返る。 

　北海道ブロックでは 10 施設がエントリーし、共愛会病院が優勝した。メニューは「免疫力 UP！ 
こんな時こそ元気が出る食事を」をコンセプトに、イカと栗の炊き込みご飯、サバの油淋ソースゆ
ず風味、かぶと豚肉の塩麹炒め、揚げ茄子のさっぱり梅おろし、りんごのコンポートヨーグルト添
えの 5 品。
 

徳洲会グループ 料理コンテスト 北海道編　
　共愛会病院が優勝！

コロナ禍で外出をはじめ活動が
制限されている状況をふまえ、
疲労回復や免疫力アップ効果が
期待できる食材を用いた。佐々
木美香子・栄養室副室長（管理
栄養士）は「日々の努力が実っ
てうれしいです」と笑顔。川村
善之厨房長（調理師）は「ふだ
んから、こだわりの食事を提
供しています。コンテストでは、
どこまで高められるか皆で話し
合いました」と振り返る。

優勝した共愛会病院のメニュー

栄養科　副室長　
管理栄養士　佐々木　美香子



当院の７階通所介護の入口には、毎月利用者様と職員が作成した作品が展示されています。
とても心温まる作品でした。お近くをお寄りの際はぜひご覧ください。

通所介護デイサービス
当デイサービスの特徴
当デイサービスは7階にあり、要支援1～2、要介護1～ 5の	方々全てに対応しています。主に、中
重度である要介護 3～ 5	の方々や、認知症や医療的なケアが必要な利用者様が中心となっています。

施設職員へのワクチン接種

トピックス

■ホームページ随時更新しております。ぜひ、ご覧ください。http://www.kyoaikai-hosp.com/

病　院　案　内

医療法人		徳洲会　共愛会病院　広報紙編集委員会　

〒040-8577　函館市中島町 7番 21号　
急患の方はいつでもご来院ください。　

この広報紙に使用されているイラスト及び写真はすべて許可されたものです

バス／函館バス 64 系統・46 系統「共愛会病院正門前」下車
函館バス 46・53・62・63・64 系統「共愛会病院前」下車
市電／最寄駅「堀川町」下車
タクシー／函館駅から約 10 分

《ACCESS》

TEL	 （0138）51-2111（代）
FAX	 （0138）51-2631

受付
時間

○午前診療（月～土）　  ８：３０ ～ １１：３０
 
○夜間診療（月～金）  １７：００ ～ １８：３０
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共愛会病院

医療法人　徳洲会

共愛会病院の理念
生命を安心して預けられる病院
健康と生活を守る病院

計184台完備
地上駐車場　76 台
地下駐車場　108 台

共愛会病院


