
か必死に探している様子が映って大笑い。あまりに何度
もやりすぎて「いい加減にしなさい！」と家内に叱られ
たことは内緒です。
  さて、こんなに簡単でどこからでも家の様子が分かる
見守りカメラなら、宅配便対策として玄関にもつけたい
と思うようになりました。最近はコロナウィルス感染対
策の一環で、受け取りにハンコを押す必要がなくなった
り置き配してくれたりすることが多くなり、かなり便利
になっていますが、まだ商品を持ち帰って不在票が郵便
受けに入っていることも珍しくありません。再配達を依
頼したら、帰宅直前ほとんど入れ違いに来ていて、再び
不在票が入っていたりするとがっかりします。
　そこで見守りカメラです。インターホンを押す人が
いればスマホにアラームが鳴り、相手とマイクを通し
て「荷物は置いていってくださ～い」と直接お願いす
ることができれば最高。電源とwifiの問題さえクリア
できれば、うまくいくはず。
　ところがここで問題が一つあることに気がついてし
まいました。それは、宅配便がいつ来るのか分からな
いことです。仕事中はスマホを手元に置いていないの
で、監視動画を見ることができません。昼の休憩時間
にたまたま見つけて声をかけることはできるかもしれ
ませんが、それ以外の時間だったら全く役に立たない
のですねえ。う～むどうしよう。
　そうだ！いいことを思いついたぞ。インターホンの
脇に「荷物は持ち帰らずに全て置いていってくださ
い」と大きく張り紙しておけばいいんじゃない？監視
カメラをいちいちチェックする必要もないし、そもそ
もwifiも電源も不要。僕は仕事に専念できて再配達の
懸念もない。なんて良いアイデアなんだろう。なぜこ
んな簡単なことに今まで気づかなかったのかな。やっ
ぱりアナログは最高だ！ちゃんちゃん。
　

　我が家には４歳の猫が２

匹います。２匹とも野良猫

出身で、保護猫の里親を探

していた近所の方から譲り

受けたものです。僕たちが

自宅にいるときはリビング

で自由にさせていますが、

留守のときは「猫部屋」と
呼んでいる、子供部屋の１つに閉じ込めています。
ホームセキュリティを入れているため、家中好き勝手
にさせると人感センサーが反応し、その度に警備員が
自宅に駆けつける羽目になるからです。実際今までに
何度か脱走してセンサーを鳴らし、職場に連絡をも
らったことがあります。
　で、僕らがいない間彼らが猫部屋でどう過ごしてい
るのか、ずっと気になっていたのです。ほとんど寝て
過ごしているのか、２匹で仲良く遊んでいるのか、喧
嘩しているのか。そこで最近よくさまざまなメディア
で紹介されている、「見守りカメラ」を取り付けてみ
ることにしました。通販で探すといくらでも出てき
て、選ぶのに迷うほどです。値段も激安の海外製から
高価で安心の日本製までさまざま。うまく作動するか
どうか分からなかったので、最安から２、３番目の海
外製を選んでみました。
　設定はごく簡単で、カメラのソフトをスマホにイン
ストールして家のwifiを利用して指示通りにスマホと
連動させるだけ。すぐにスマホに猫部屋が映りまし
た。これは面白い。２匹を猫部屋に入れ、ドアを閉め
他の部屋で様子をみます。カメラから警報音を鳴らし
たり、自分の声を聞かせることもできます。
　昼休みにクリニックでスマホに猫の名前を呼びかけ
ると２匹とも驚いて僕の声がどこから聞こえてきたの
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たべものなぞなぞ  

見守りカメラ

　こたえは4ページだよ

  2 いぬがたべるとホッとするたべもの、なーんだ？

  3 みんながほめてくれるなまえのたべもの、
    なーんだ？

1 あかいかおをした、うえからよんでもしたから
よんでもおなじなまえのたべもの、なーんだ



　当院では平成１０年の開業以来、約１０,９００件
の白内障手術を行ってきました。手術を受けた患者様
の体験を自らの文章で紹介していただ＜コーナー。
今回は浅井二三子様です。 ら看護師さんが「大丈夫ですよ」と優しく声をかけて

くれました。手術室の中でも先生や看護師さんが「大
丈夫ですか？」と声をかけてくれて、少し落ち着きま
した。　
　手術が終わると少し休んでからタクシーで帰宅しま
した。その日の夕方に先生が心配して「大丈夫です
か？」と電話をくれました。「大丈夫です」と伝えた
ら「良かったですね」と優しい言葉をかけてくれまし
た。本当に患者さんのことを心配してくれているんだ
なと思いました。
　手術をする前は物を見るときに眼鏡をかけていたの
ですが、今は眼鏡をかけることはありません。先生や
皆様のお陰です。
　こなり眼科さんに手術をしていただいて良かったと
思っています。本当にありがとうございました。

１　こなり眼科に受診するようになったきっかけ
60歳になった時に、妻から、これからは眼の検診も受けた
ほうがいいとアドバイスを受けました。それで、早速近く
の眼科に行ったら、本当に病気が見つかったのです。で
も、通ううちに、その先 生とはウマが合わないと感じて
困ったんですよね。そこの受付にいる方が、たまたま知り
合いだったので相談したところ「こなり眼科に行ってみた
ら」と教えてくれたのが最初のきっかけです。

２　初めて来院した日の印象はいかがでしたか？
「接しやすい」というのが第一印象ですね。スタッフの方
もそうですが、先 生もとても接しやすくて、ホッとしまし
た。

３　ご家族も来院なさっていますか？
妻もお世話になっています。後は、ご近所の方にもたくさ
んお勧めしています。皆さん、「あそこは接し方が違う
ね」と良い印象だったと言ってくれます。

４　こなり眼科に通い続けてくださっている理由は？
対応がいいところ。技術は時代に即してレベルアップして
いるけれど、スタッフのカラーが一 定なのが心 地いいで
す。新人さんが入ると初めは違和感があるけれど、段々と
馴染んでいく様子がわかるので、きちんと指導されている
のを感じます。

５思い出に残る院長とのエピソードはありますか？

何を聞いても、適切な表現でわかりやすく、すぐに答えを返
してくれるところが印象的。なんというか、ここの先生は
あっけらかんとしているよね。明るいというか。ずっとそう
いう印象だったんだけど、手術を受けた時にいつもののんび
りした感じと全然違って、ピシッとして気合が入っているの
を感じて、驚いたんだ。頼もしい感じで。　

 

　　

　

６他院と違うと思うところはありますか？
一言で言うと人柄かな。しっくりくる。ここには人と人と
の繋がりを感じるような会話がありますね。　

７　印象に残っているスタッフはいますか？
長く働いている人は印象深いですね。あなた方とか。後、
今はいないけど、お腹が大きくなるまで働いていた人いた
よね。

８　印象に残っている出来事はありますか？
最近、白内障の手術を受けたんですよ。その準備で、 今ま
で入ったことのない検査室で、新しい検査を色々しても
らってね、眼科ってこんなにたくさんの機械を揃えている
んだなと驚きました。それから、手術当日には手術室に見
たことのない看護師さんが二人いてね。ああ、こういう特
別な仕事をするスタッフもいるんだなと、きちんと人材を
確保していることにも驚きました。
スタッフの連携、チームワークの良さもいつも感じます。

９　これからもこなり眼科が成長するために、アドバイス
をお願いします！
院内が改装されてスリッパがなくなったのはよかった。今
こういう時代だからね。時代に合わせて変化していくこと
は重要だね。今までも、よく椅子の配置が変わったり、
色々考えているんだなと感心してたけど、これからも絶え
ず改善する気持ちを大切に、「客目線」で取り組んでいっ
たらいいと思います。「医は仁術なり」ってよくいうで
しょ。ここにはそれがあると思うから、これからも実践し
続けていって欲しいね。

勇気の一歩手術体験記

私はやっぱりこなり眼科

　　　　　　浅井　二三子 様

　本や新聞を読むときに、文字が二重に見えたりぼや
けたりするようになりました。眼科で診てもらおうと
思ったのですが、どこの眼科が良いのか分かりませ
ん。そこで友達に尋ねたら「こなり眼科が評判もいい
し上手だよ」と教えてくれましたのでこなり眼科を受
診したのです。

　さまざまな検査を行った結果、白内障と診断された
ので手術を受けることにしました。手術前の説明会で
分かりやすく手術の流れの説明をしてくれたので少し
安心したのですが、手術の当日になるとやはり不安で
した。手術室に入るときに「ドキドキする」と伝えた
　

　14年通われてる　涌井　潤様



白糸の滝へ行きたいのだそうです。
　 早く旅を楽しめる日常がもどり、美しい風景を切
り取って作品造りを満喫できるようになるといいで
すね！

きっかけは高校時代。美術部ではなかったのですが

芸術系が好きな友人が多く、彼らと一緒に過ごすうち

に、山中様も絵を描くことが好きになったそうです。

中には現在、画家になった(！)友人もいらっしゃると

のこと。仲間でキャンプへ出掛けた時などはスケッチ

ブックを持っていき、みんなで絵を描いていたそうで

す。素敵な青春時代ですね。

　 絵を描く中で大切にされていることは実際の風景をど

れくらい同じように表現できるかという事だそうです。

元々は油絵や水彩画などを描いていたそうですが、今は

色鉛筆やクレヨン、クレパスで描くのがお気に入り。景

色や春夏秋冬によって種類を変えると、表現出来る雰囲

気なども違うとおっしゃっていました。

　旅行や温泉もお好きで、計画を立てる時は近くに良い
風景があるかを調べます。旅先でのたくさんの絵を見せ
て頂きましたが、どれも素敵な作品ばかりでした。今は
なかなか外出が出来ないので、残していた作品の仕上げ
に専念する日々。コロナが終息したら富士山麓にある　　

　趣味は人それぞれ。患者様の趣味を紹介するこの

コーナー。今回は水彩画が大好きとおっしゃる、

山中龍雄様です。

　題名が『いい旅みつけた』なのに、昨今のコロナ事情
によりしばらく外出を控えていたので好き放題に話題を
書いていましたが、今回は久しぶりにアウトドアを楽し
めたのでその話を書きます。
　今年の夏休みは台風が３つ同時に発生したりして天候
に恵まれずにいましたが、なんとか晴れ間を見つけて近
所の公園へ川遊びに出かけました。神奈川県立秦野戸川
公園という丹沢の山々から流れる河川・水無川(みずな
しがわ)を楽しめる施設です。川があるのに水無とはこ
れ如何にと思い調べてみました。一説によるとその昔、
弘法大師がこの辺りに優しい住人がいないものかと、わ
ざと貧しい格好をして水を求めて探したそうです。住人
達はみすぼらしい姿を見て水を与えることを断り、怒っ
た弘法大師が生活で使用していた川を枯渇させてしまっ
たのが由来との事。
　川は沢山の川魚やカニ、エビ、ヤゴなどの生物の宝
庫。昔は捕まえて水槽で飼育したものです。当時はメダ
カかと思って10匹ほど育てていましたが、色が段々茶色
に変わっていき、大きさも15cmほどに成長したのでどう
やらメダカではなさそう。未だに正体不明の魚を２年程
飼育しました。今年も捕まえようかと思いましたが、自
分で世話するなら飼ってもいいよ、と妻に言われたので
断念しました。私は小学生か！とも思いましたが、まぁ
当然の意見ですね。
　この公園の公衆トイレには面白いものが置いてあり

おひろ目 ! 私の趣味  

眼鏡士イノハナのいい旅見つけた  

山中　龍雄 様

ます。それはヒル用の塩という、水場によく現れる吸
血ヒル(蛭)対策に使用する塩。びっくりしたのでその
事を妻に話しました。
私「なんかトイレにヒル(蛭)用の塩が置いてあった
よ」

妻「えー、使えるのかな？大丈夫なの、そんなの
使って平気なの？危なくない？」

私「（若干話が噛み合わない気がする、これはヒル
を昼飯用と勘違いしてるパターンだな）⋯いやいや昼
飯に使う塩とかトイレに置いてある訳ないじゃん、怖
いわ」

妻「は？トイレにある塩なんか昼ご飯に使える訳な
いでしょ！そうじゃなくて凶悪な悪霊が出るってこと
でしょ！昼と夜に分けるくらいの凶悪な！」

私「⋯」
 なんか怒られた。私

の予想よりも更に斜
め上を行く発想でし
た。そんなの使って
も平気？とはトイレ
自体の話でした。そ
んな露骨に除霊用の
塩とか置いてあった
ら怖いけど、それよりもそのトンデモ発想の方がよっ
ぽどコワい、と思いました。我が家はコロナ禍でも平
常運転です。



編集後記

　コンタクトレンズは今や世界中で使用されている視力

補正方法です。眼鏡とは違い【フレームによる視野の制

限がない】・【軽くて着け心地が良い】などの利点があ

り多くの人に受け入れられています。

　コンタクトレンズは素材によって２つに分けることが

できます。１つは柔らかい素材でできている「ソフトコ

ンタクトレンズ」、もう一つは硬いプラスチックででき

ている「ハードコンタクトレンズ」です。先に開発され

たのはハードコンタクトレンズで、そのおよそ３０年後

にソフトコンタクトレンズが開発されました。

　コンタクトレンズの原理を発明したのはイタリアの著

名な芸術家、レオナルド・ダ・ヴィンチといわれていま

す。ダ・ヴィンチは１４００年代後半～１５００年代前

半の偉人ですが、そんな大昔にコンタクトレンズを思い

ついたとは驚きですよね。

　最近はハードコンタクトレンズのシェアは減少し、ソ

フトコンタクトレンズの利用者が圧倒的に多くなってい

ます。その１番の大きな理由は装用感です。レンズの直

径が黒目より大きく、黒目の形状にフィットする形に変

形するため装用感が良いのです。他方、ハードコンタク

トレンズは硬く、黒目より小さいので瞬きのたびに動

き、異物感が強く慣れるのに時間がかかります。またソ

フトレンズに比べて激しい運動の際に外れやすいことな

ども敬遠されるようになった原因かもしれません。

　しかしハードコンタクトレンズのほうが優れている点

もあります。それは強い乱視を矯正できる点。硬いレ

ンズが目の形に沿わないので目とレンズの間に涙の層

　

1.目が疲れやすくなった
2.夕方になると見にくくなることがある
3.新聞や本を長時間見ることが少なくなった
4.食事の時にテーブルを汚すことがある
5.眼鏡をかけても良く見えないと感じることが多く          
  なった
6.まぶしく感じやすい
7.まばたきしないとはっきりしないことがある
8.まっすぐの線が波打って見えることがある
9.段差や階段で危ないと感じたことがある
10.信号や道路標識を見落としたことがある

　2つ以上当てはまった人はアイフレイルかもしれませ
ん。
　視界良好に快適な生活、趣味などを楽しめる人生を
送るためにもアイフレイルチェックをして、あてはま
ることがあれば是非ご相談くださいね。

　なんだか最近見えにくいな、と感じるのを「歳のせ

い」にしていませんか。実は『アイフレイル』かもし

れません。アイは眼、フレイルは脆弱性という意味

で、歳をとり弱くなった状態、健康な状態と介護が必

要な状態の間の段階を指します。眼の問題を早期発見

することで、将来、要介護状態になったり、日常生活

が制限される人を減らすことを目的に日本眼科学会が

提唱するキーワードです。

　気になる方は次の項目をチェックしてみて下さい。

  自宅にいながら各地の名産品を楽しめたり、自宅で
贅沢が出来るのはとても魅力的ですね。私も北海道か
ら届いたさくらんぼやメロンを食べて現地に行った気
分になって楽しんでいます。
  コロナを気にせず旅行できるようになる日まで、自
宅で楽しめることを他にも探してみたいと思います。

が出来ます。これが、乱視の矯正に一役買
買っています。ソフトコンタクトレンズで
は矯正できない乱視がハードコンタクトレ
ンズなら矯正できることもあるのです。
　当院ではハード、ソフト共、検査・販売
をしております。コンタクトレンズを試し
てみたい方は気軽に声をかけて下さいね。

視能訓練士チームがお届けする

教えてこなちゃん

ココロカラダ・ゲンキ

  

 昨年からずっと外出の自粛や行動の制限が余儀なくさ

れ、おうち時間が増えています。これによりお取り寄

せを頼む頻度がコロナウイルス流行前と比べてかなり

増えているそうです。また、お取り寄せは飲食店など

の消費が減ってしまった生産者の救済や食品ロスを減

らす観点からも人気が出ているようです。

看護師チームがお届けする

アイフレイル自己チェック

教えてこなちゃん

コンタクトレンズ

アイフレイル

    1 トマト  　    2 ホットドッグ(ほっとドッグ(いぬ))         3 ステーキ                             

 


