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社会福祉法人病院として、地域に密着した医療を行ってきた歴史を守り、
『救急から在宅まで』を目標に、患者様が満足し、職員も満足する病院づくりを
実現することにより、地域住民の保健・医療・福祉の向上に貢献する。
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トルコ紀行

長崎くんち

　トルコ共和国。名前は知っていても、場所が浮かばない方も多い

と思います。日本からは飛行機で約11時間、ユーラシア大陸の南西

のはしっこ、まさに東洋と西洋の境目にある国です。紀元前6000

年頃から人類が生まれ、ヒッタイト、ローマ、オスマンなど数多くの

文明を生んできた歴史ある国です。

　先月、夏休みを頂いてトルコに行ってきました。トルコは本当に

美しい国でしたので、そのご報告です。遺跡観光も含めトルコのい

ろいろを皆さんにご報告したいと思っていましたが、私がトルコでしたことといえば、毎日海で遊んでいただ

け。。。私は、イスタンブールから飛行機で１時間くらいの都市 ”アンタルア”でほとんどの時間を過ごしまし

た。トルコの南部、地中海沿いにある都市で、まさに海を満喫するための場所です。

　トルコの印象として

　①トルコが親日国というのは本当。道行く人が日本語で話しかけてき

　　て、それに答えると嬉しそうに会話してきます。Tシャツを買っただ

　　けなのに、店のお兄さんが『日本大好き！このトルコ民族衣装きて

　　写真とってあげる』と無理矢理写真撮影、、、そして人懐っこく陽気

　　な人々。私が現地でお世話になったガイドのアリさんと、たまたま

　　一緒にご飯を食べることになったエメールさん。酔っぱらって写真

　　ぶれてます。

　②料理がおいしい！スパイスが利きすぎず、脂ぎってもなく、比較的

　　日本人の口には合う味なんじゃないかと思います。

　③海がきれい！地中海です。日本とは違う海の色、塩加減、私も年甲斐なく水着ではしゃぎました。

　④最後に、これだけではいけない、と最終日に行ってきた博物館。トルコの古い歴史にもチョットだけ触れ

　　てきました。

　以上、トルコの旅行記でした。見知らぬ土地に行くといつも思いますが、私にとっての旅行とは、景色や料

理ももちろんですが、文化も習慣も言葉も違う人たちと心が通じる時間。トルコはそういう意味で最高の場所

でした。皆さんも機会があればぜひ♡

Report



1 2

　ごあいさつ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

 　　　　　　　　　事務局長　奥平　浩一

　去る９月７日、佐世保医師会館に於いて長崎労災病院長、横山博

明先生を会長として第２１回長崎救急医学会学術集会が開催されま

した。私は理事会、脳神経外科セッションの座長及び発表演者とし

て参加してきましたので、その顛末を報告いたします。

　先ず長崎救急医学会の歴史を簡単に紹介します。この会は「長崎

県内における救急医療の普及、発展及び研究に貢献する」ことを目

的とし平成5年に発足、毎年９月９日（救急の日）前後の土曜日に

学術集会を開催しております。平成5年９月に長崎大学病院を会場

として第１回長崎救急医学会学術集会が開かれ、以後長崎地区、県央地区、県北地区を順に巡りながら開催

されています。２年前に私が会長として第１９回学術集会を開催した際には皆様にも大変お世話になりまし

た。改めて御礼申し上げます。

　さて当日私は佐世保までJRを利用して行きました。午前８時５４分長崎発、佐世保着は午前１０時４２分

でした。正午から理事会が始まるのですが佐世保医師会館の会議室内は飲食禁止とのこと、JR佐世保駅の

ホームの立ち食いうどんが美味しいとの情報を得てそれを食べるつもりでした。しかしホームにうどん屋は

見当たらず他に適当なレストランも有りません。医師会館までぶらぶら歩きながら途中で昼食をと思ったの

ですが結局良い店に出くわさないままに医師会館に到着してしまいました。医師会館周辺にはレストランや

コンビニが無く、雨も降っていましたので結局昼食は無糖ブラック缶コーヒー２本のみで済ませました。こ

のことが夜の暴飲暴食、醜態をさらけ出す最大要因であったと反省しています。

　私の発表演題は「当院における急性硬膜下血腫の現状」でした。一刻を争う急性硬膜下血腫は局麻下開頭

血腫除去術が良いであろうこと、全身麻酔下手術を要するのは、最初から減圧開頭を意図した場合、硬膜外

血腫や脳挫傷性脳内血腫など合併する病変も処置する場合であることを発表し、発表後はフロアから同意す

る旨の発言を頂きました。その後の座長もそつなくこなしたと言いたいところですが、実は会場が暗くて小

さな文字が読みづらく苦労しました。脳外科セッション以外の演題は、先輩脳外科医とロビーのソファーで

密談をしていたためあまり聞けなかったのですが、「硫化水素中毒の２例」での臨場感溢れる報告や「マム

シ咬傷についての検討」における熱いバトルが印象的でした。

　学会終了後は佐世保在住のグルメな先輩脳外科医に教えてもらった居酒屋で一緒に参加した２階病棟ナー

スらと夕食をとり、そば屋で締めのそばを食べた後JRで帰途につきました。JR車内で長崎医療センター救

命救急センター長の高山先生と同席になりビールを頂いたあたりから記憶が曖昧になって・・・ふと気がつ

けば翌朝自宅のベッドの上。「またやってしまった！」と性懲りも無く繰り返される自己嫌悪でした。

　小高い丘に立つ佐世保医師会館から見た雨に煙る佐世保の街並はやはり斜面が多くて、でも長崎とは違っ

た雰囲気を醸し出し、飲み屋街も一種独特の風情が有りました。これまでは同じ長崎県内であってもあまり

馴染みの無い街でしたが「佐世保結構良いなあ」としみじみ感じた１日でした。来年は済生会長崎病院院長

の澄川耕二先生を会長として長崎市内で開催されます。皆さんも奮ってご参加下さい。

　初秋の候、ますます御健勝のこととお喜び申し上げます。

　平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。 

　この季節になりますと、心がウキウキしてきます。諏訪神社の秋の大祭「長崎くんち」が行われます。今

回のじゅうぜん通信は「くんち」の写真が表紙を飾っているものと思います。（この原稿の執筆は9月中旬

です）私にとっての「くんち」は、観るだけでなく参加させていただいたことが強い想い出となっています。

平成14年鍛冶屋町の宝舟・七福神（演じ物）に紋付組として参加させていただきました。また、平成16年

には大黒町の本踊・唐人船（演じ物）に大人役で参加させていただきました。6月１日の小屋入りに始まり、

庭見せ、人数揃と伝統行事ならではの格式を学び、多くの関係者の皆様と親しくさせていただきました。

特に、当日の庭先回りは体力の限りを尽くし、夜遅くまで頑張った想い出が今でも走馬灯のように甦ります。

毎年、しゃぎりの音が聞こえてきますと、心が弾む思いがいたします。

　さて、全国の病院が抱える問題、つまり、10月１日に安倍総理が決断するといわれている消費税増税が

病院経営に及ぼす影響についてお話しさせていただきます。消費税率は平成27年10月までに段階的に

10％へ引き上げられるといわれています。現在、社会保険診療にかかる消費税は非課税扱いとされ、患者

様から消費税はいただいていません。しかし、病院などの医療機関は、社会保険診療を行うための設備や

仕入れる医薬品には消費税を支払っています。消費税は国内のさまざまな取引に広く課税されていますが、

一部において課税することになじまないものや、政策的に消費税がかからないものがあります。（公定価

格：社会保険診療、自由価格：学校教育、埋葬料・火葬料、住宅の家賃、その他）社会保険診療費は、公定

価格ですから、医療機関は自ら消費税の転嫁が出来ません。従って、本来消費者（患者様）が負担すべき消

費税相当額は全額病院の負担になり、消費税が10％になれば病院の負担も２倍になります。全国の病院

を調査した日本医師会のデータを見ると、設備投資（建物の建て替えや医療機器の購入等）が多い病院ほ

ど負担が大きく、その為深刻な状況に陥るであろうことが分かります。ただし、薬価については、卸業者に

支払う消費税（改正前５％）に相当する額が、予め上乗せされています。

　以上のことを考えると、現状の税制度において消費税増税になると、病院の負担が重くなることは容易

に想像できます（「今の制度のまま消費税率が10％になれば負担は２倍となり、医療の継続性が保てなく

なることは必至です。」という日本医師会の調査報告があります。）いま検討されているのは、負担相当額

が診療報酬に反映されるのではないかということです（過去には、消費税が導入された平成元年と5％に

引き上げられた平成９年に上乗せが行われています。）そうなると病院の負担は軽減されますので一安心

です。しかし、どんな風に・何パーセント位上乗せされるのか、まだ決まっていませんので、やきもきする期

間がまだまだ続いていきます。

　最後になりましたが、私ども十善会病院は、患者様から選ばれる病院になるように役職員一同引き続き

努力をしていきます。そのためにも、全職員が元気に・楽しく過ごせる職場環境を構築することにより、質

の高い・安心安全な医療と患者サービスの向上に努めていきたいと考えています。今後とも宜しくお願い

いたします。

脳神経外科　笠　伸年

第21回長崎救急医学会　参会記
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努力をしていきます。そのためにも、全職員が元気に・楽しく過ごせる職場環境を構築することにより、質

の高い・安心安全な医療と患者サービスの向上に努めていきたいと考えています。今後とも宜しくお願い

いたします。

脳神経外科　笠　伸年

第21回長崎救急医学会　参会記
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退職挨拶

日本摂食・嚥下リハビリテーション学会
学術大会報告

外科　丸屋　安広

新人紹介
臨床工学技士　宮本　勘大

半年間という短い期間でしたが、大変お世話になりまし

た。十善会病院は予想よりも忙しい病院で勉強になりま

した。10月からは長崎市民病院に異動となりました。近

くなのでどこかで会うこともあると思います。今後とも

宜しくお願いします!  

　はじめまして。この度8月１日より、医療安全管理室に勤務となりました、

臨床工学技士の宮本勘大(ミヤモト　カンダイ)です。よろしくお願いします。

　さて簡単ではございますが、この場をかりて、少しだけ自己紹介をさせ

て下さい。私は長崎の野母崎出身で、地元の高校を卒業後、熊本の専門学

校に通い、以前勤務していた長崎市の病院で約９年間、臨床工学技士とし

て働いてきました。今回、自分の職種の幅を広げ、技術の向上をめざし、縁

あってこの十善会病院に勤めさせて頂くこととなりました。

　野母崎出身なので、釣りや泳ぎは得意です。趣味は、最近大型二輪の免許を取得し、友達とツーリング

に行ったりして、休日を過ごしています。他にもいろいろと書きたいのですが、今回はこのくらいにして、

何か聞きたいこと、興味がある方は、どんどん話しかけてきて下さい。お答えできる範囲で話しますよ

(笑)。徐々にではありますが、皆様とコミュニケーションをとりながら、業務を頑張っていこうと思います

ので、今後ともよろしくお願いいたします。

　話は変わりますが、自分の職種である臨床工学技士について紹介します。臨床工学技士という医療職

種を皆さんはご存知でしょうか？臨床工学技士制度が出来たのは比較的新しく、1987年(昭和62年)の

ことです。臨床工学技士はＣＥ（Clinical　Engineer）と呼ばれ、厚生労働省認定の国家資格です。医師の

指示の下に、血液浄化装置、人工心肺装置、人工呼吸器等の生命維持管理装置や、その他の医療機器の

操作及び保守点検を行うことを仕事とし、近年の医療機器の目覚ましい進歩に伴い、医学的、工学的な知

識を必要とする専門技術者として医療の重要な一翼を担う医療職です。臨床工学技士の仕事は大きく分

けて患者様のベッドサイドで行う臨床業務と医療機器管理業務に分けられます。 

　臨床業務としては人工呼吸療法、心臓カテーテル検査と治療、内視鏡手術など各科手術室関連業務、冠

動脈バイパス術や心臓の弁置換術、ＩＣＵ・ＣＣＵ・ＨＣＵ業務、血液透析、急性血液浄化、アフェレーシス

など多岐にわたります。決して機械ばかりを相手にしている仕事ではありません。機械屋ではなく臨床屋

です。臨床工学技士は医療機器の専門医療職です。ここ十善会病院においても、医師・看護師や各種の医

療技術者とチームを組んで生命維持装置の操作などを担当していこうと思っています。また、医療機器が

何時でも安心して使用できるように保守・点検を行い、質の高い医療を皆様方に提供していく為、日々の

業務に励んでいきたいと思います。

当院で使用している主な医療機器

　テーマを《摂食・嚥下リハビリテーション～今求められる事～》と題した第19回日本摂食・嚥下リハ

ビリテーション学会学術大会が、2013年9月22日（日）～23日（月）の2日間、岡山県倉敷市で開催

され、石坂医師が一般口演、増田言語聴覚士がポスターセッションで発表しました。また、参加した

各々が、最新の情報について学びました。今後の業務に生かしていきたいと思います。
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放射線科の紹介

　地域の皆様こんにちは。

　当院は、今年で創立63年になります。私たちは地域に密着した病院を目指して、「十善会精神」にのっと

り医療・看護に従事するように教育を受けました。外来は、病院の顔です。地域に求められる救急病院とし

て、患者に寄り添った看護を提供するように、頑張っています。また、看護の視点で患者と関わって行くよう

に、3年前から「看護相談外来」を開設して、自宅での療養相談、指導を総合相談室内で行っています。毎週

水・金曜日に、専属看護師を配置していますので、ささいなことでも良いので立ち寄って下さい。お待ちして

います。

　外来は4つの部署から成り立っています。次は、各主任さん達から各部署の紹介をして頂きます！

　最後にインフルエンザの予防接種の季節になりました。当院では10月1日より開始しています。感染しな

い様に、うがい・手洗い・栄養・十分な睡眠等心掛けましょう。

放射線科　 上山　一寿

外来の紹介
外来師長　 松下　キミエ

外来

救急外来は主任、看護師２名、看護学生の４名

で頑張っています。多忙な時程冷静に、又患者

様やご家族への気配りが出来るように努力し

ています。

師長・主任と8名の看護師から構成されていま

す。いつも笑顔でチームワークをモットーに頑

張っています。昨年は糖尿病認定看護師も誕生

　　し糖尿病教室、フットケアに力を入れています。

外科・整形外科・形成外科・脳神経外科・泌尿器

科の５診療科を看護師8名看護補助者1名が

担当しています。個性豊かな医師１２名と多様

な疾患で来院される患者様に、笑顔とチーム

ワーク、十善会パワーで頑張っています。

検査部は、内視鏡室、ＣＴ・ＭＲＩ室、血管造影室

を主任と看護師5名で勤務しています。検査、

処置、治療等、患者様が安心して受けられるよ

うに声を掛けながら、日々先生方と協力しなが

ら、頑張っています。

救急室

外科系

内　科

検査部

　放射線科は放射線科医2名（常勤１名、非常勤１名）、放射線技師７名、助手１名から成り、和気藹々と仕事

をしています。今年の４月には新人技師（唯一の20代！）が新たに加入し少しではありますが若返りいたし

ました。

　今回は放射線技師について少しお話させていただきます。我々、診療放射線技師は他の医療専門職と比

べても、まだまだ一般によく知られていない職業かもしれません。その名を耳にしても、ただ「レントゲンを

撮る人」と考える人も多いことでしょう。しかし、実際には、現代医療のさまざまなシーンに欠かせない専門

職であり、診断・治療にと重要な役割を果たしているのです。医師・歯科医師の指示のもとで診断・治療のた

めに放射線を取り扱う資格を有しています。より良い診断・治療・早期発見、また予防医療への期待、そうし

た中で放射線の役割は増すばかりです。

　十善会病院では普段は看護師さんや看護助手さんに協力してもらいながら

　　・血管造影　・ＭＲＩ　・ＣＴ　・一般撮影　・透視撮影　・ポータブル撮影　・ＭＭＧ（乳房撮影）

の検査を行っています。

　殆どの検査がフィルムレス（昔みたいに現像はしません）になっていますので他部署の方々もパソコンを

通して画像が閲覧できるようになり以前に比べ少しは身近に感じてもらえるようになりました。

　ＣＴ画像も64列のマルチスライスＣＴを導入したことにより、3Ｄ再構築画像やＣＴ-angiograhpyを構

成することが可能になり手術前後の説明に用いたり、普段ＣＴ画像を目にしない方にも理解しやすい画像

を提供できるようになっています。ＭＲＩは通常撮影に加えアルツハイマー診断支援として脳萎縮解析

（VSRAD）も行っております。

　看護師やリハビリのスタッフの方々に比べ患者さんと接する機会は少ないですが、私共が提供する情報

で病気や怪我の早期発見、早期治療が可能になるように救急にも日頃から備えこれからも励んでいきたい

と思います。
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社会福祉法人病院として、地域に密着した医療を行ってきた歴史を守り、
『救急から在宅まで』を目標に、患者様が満足し、職員も満足する病院づくりを
実現することにより、地域住民の保健・医療・福祉の向上に貢献する。

【病院理念】

社会福祉法人　十善会　十善会病院　 　　　　〒850-0905　長崎市籠町 7 番 18 号　　　　
Tel：095-821-1214　Fax：095-824-4315　HP；http://www.juzenkai-hospital.or.jp/

社会福祉法人　十善会　十善会病院

日本医療機能評価機構　
認定病院（Ver.6）

〒850-0905　長崎市籠町7番18号
Tel：095-821-1214　Fax：095-824-4315
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トルコ紀行

長崎くんち

　トルコ共和国。名前は知っていても、場所が浮かばない方も多い

と思います。日本からは飛行機で約11時間、ユーラシア大陸の南西

のはしっこ、まさに東洋と西洋の境目にある国です。紀元前6000

年頃から人類が生まれ、ヒッタイト、ローマ、オスマンなど数多くの

文明を生んできた歴史ある国です。

　先月、夏休みを頂いてトルコに行ってきました。トルコは本当に

美しい国でしたので、そのご報告です。遺跡観光も含めトルコのい

ろいろを皆さんにご報告したいと思っていましたが、私がトルコでしたことといえば、毎日海で遊んでいただ

け。。。私は、イスタンブールから飛行機で１時間くらいの都市 ”アンタルア”でほとんどの時間を過ごしまし

た。トルコの南部、地中海沿いにある都市で、まさに海を満喫するための場所です。

　トルコの印象として

　①トルコが親日国というのは本当。道行く人が日本語で話しかけてき

　　て、それに答えると嬉しそうに会話してきます。Tシャツを買っただ

　　けなのに、店のお兄さんが『日本大好き！このトルコ民族衣装きて

　　写真とってあげる』と無理矢理写真撮影、、、そして人懐っこく陽気

　　な人々。私が現地でお世話になったガイドのアリさんと、たまたま

　　一緒にご飯を食べることになったエメールさん。酔っぱらって写真

　　ぶれてます。

　②料理がおいしい！スパイスが利きすぎず、脂ぎってもなく、比較的

　　日本人の口には合う味なんじゃないかと思います。

　③海がきれい！地中海です。日本とは違う海の色、塩加減、私も年甲斐なく水着ではしゃぎました。

　④最後に、これだけではいけない、と最終日に行ってきた博物館。トルコの古い歴史にもチョットだけ触れ

　　てきました。

　以上、トルコの旅行記でした。見知らぬ土地に行くといつも思いますが、私にとっての旅行とは、景色や料

理ももちろんですが、文化も習慣も言葉も違う人たちと心が通じる時間。トルコはそういう意味で最高の場所

でした。皆さんも機会があればぜひ♡
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