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　いつの間にか50才を超えていました。未だ若手と言えないことも無いのですが、周囲から「青年○

○」と言われることは殆ど無くなり、体の方も「メハマラ」から絶不調となっています。さらに最近は同年

代知人の重大疾患の知らせも増えています。

　そろそろ終わりに近づいているかもしれない、なんて思うと、ジジイの特権として若者批判もしていい

んじゃないかと。「近頃の若い者はなっていない」というセリフは（多分嘘でしょうが）古代エジプトの遺

跡からも見つかったと言います。

　しかし、医局や同門を見ると、若い医者の優秀さにタジロぐばかりです。もちろん一概に言える筈はあ

りませんが、総じて我々の時代より優れて見えて仕方が無いのです。学術的にも臨床的にも、さらには生

き方まで。医者に限らずパラメディカルにも実に気が利いている奴が目について。世間一般から見ても。

　たまに小説を読むのですが、最近の本は本当に面白くて良く書けている作品が多い。学生時代に読ん

だのにも良いものが沢山ありましたが、「古典」を超えなければ市場に出られないのはある意味当たり前。

何年か前の芥川賞授賞式で、審査員が「最近の文学はなっていない」みたいなことを言っていましたが、

その大御所？が芥川賞を取った作品では、昨今の文学新人賞の佳作入選も出来ないんじゃないでしょう

か。音楽は詳しくないのですが、SIMや10feetや。ニュースを見ればSEALDsなどの若者デモがすごい。

意見に賛否はあるにしても、彼らの姿はカッコよくて眩しくて。

　「頑張る」という言葉は我を張っていて嫌な感じだと思っていました。しかし、若者たちよ「君は間違っ

ていない、そのまま進んでいいんだ、我を張れ、頑張れ」（あるキングより）。十分な

応援は出来ないかもしれませんが、せめて邪魔しない様に生きて行きたいです。

　でもたまには「近頃の若い者は・・」と小言も言わせて欲しいものです。

　が、しかしわざとそんな隙を作るくらい完璧な奴が出てきそうで・・怖い。

近頃の若い者は ・ ・ 脳外科　清水　正

　新人看護師は日々勉強です。 

その中でいろんな悩みや問題を先輩や同僚

に聴き、一歩一歩、立派な看護師に成長して

いきます。　がんばれ！ 

社会福祉法人十善会病院創立65周年
誠におめでとうございます。
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健康管理センター長　杉山　望

　皆さんこんにちは。4月より健康管理セ

ンター長に就任しました杉山です。前任地

の山口県より3年ぶりに長崎に戻ってきまし

たが、この度は外科の仕事をしながら、全く

未経験の健診業務を担当することとなり、

早くも3ヵ月が経過しましたが、不慣れのこ

ともあって健診業務に多くの時間を費やし

ている日々です。

　健診業務は保険診療のように何か症状が

あって来院するのではなく、普通に日常生活

を過ごされている方に係ります。自覚症状

はないが気が付かないうちに癌になってい

ないか心配で受診される方もいれば、健康

に関心はないが職場の指示で朝早くから健

診をうけて、うんざりといった方もいらっ

しゃいます。毎日20人位が受診されますが、

血液、レントゲン、超音波、内視鏡など、

様々な組み合わせで検査が組まれ、診察を

受けられています。健康管理センターのス

タッフは検査や診察の順番を上手に割振り

して少しでも待ち時間が短縮できるよう、病

院各部門のスタッフ、各科の先生方とともに

頑張っています。そのようにして得られた、

健診の結果が1日でも早く受診された方の

手元に届き、そして何か異常が見つかった際

は当院を受診していただけるよう健康管理

センター全員で責任感と緊張感をもって頑

張っています。

　また、もう一つの仕事として産業医業務

があります。こちらに関しては病院の医療と

ごあいさつごあいさつ
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は全く異なった仕事となります。「労働安全

衛生法」に従って事業者より選任され、労働

者の健康管理等を行います。市内のいくつ

かの事業所を担当することになりますが、

近年では職場の環境や労働者の身体的な

健康管理のみならずメンタルヘルスの重要

性が注目されています。特に新たな制度とし

て今年の12月より労働者のストレスの状況

について定期的に検査を行う「ストレス

チェック制度」が導入されます。我々の十善

会病院も例外なく含まれ、義務ではありま

せんが希望者はだれでも受けることができ

ます。詳細は改めて説明する機会を設けま

すが、楽しく健康に仕事が続けられるよう、

定期健診と共に上手に新しい制度を利用し

ていただきたいと思います。

　外科の業務に関しては、今のところ乳腺

疾患医を中心に担当しております。乳癌に関

しては手術以外にも内分泌療法、化学療法、

放射線療法などの治療が一般的に施行され

ており、多種多様な臨床試験結果が次々と

発表され、情報のアップデートが追い付かな

いくらいです。

　健診医、産業医と２足の新しい草鞋に足

を通し始めましたが、外科診療を含めると

三兎を追うことになります。皆さんのご協力

をいただくことになりますがバランスを上手

くはかっていき、治療環境は変化しても患者

さんに寄り添う姿勢は変えることなく診療

を続けたいと思っています。

　この30年間、ここまで仕事を続けられたのも、病院関係の皆様の

多大なるご指導のおかげと感謝しております。

　長年にわたり多くの救急患者を受け入れ、「救急から在宅まで」を

目標とした理念に基づき、地域医療に貢献してきた十善会病院の歴

史は全職員の誇りであります。

　私事ではありますが、昭和60年3月27日に5階病棟に配属されて

から早30年、思い起こせばいろいろなことがありました。当時は、

新人教育やプリセプター制度はなく、先輩方にアメとムチで指導を受

けながら技術を習得したものでした。一番の苦手は注射でしたが、同年代の患者さんの「失敗しても

よかけん思いっ切り刺さんね」という言葉が、神の声に聞こえ励まされたこと、また夜勤の際の朝の

申し送りでの緊張感は今でも忘れません。ストレスのためか就職2か月目に帯状疱疹にかかり、1か月

近くの皮膚科通い、次の年には自然気胸になり入院と病気続きでしたが、今では病気が逃げていくと

いわれるほど元気が自慢になりました。忙しい毎日ではありましたが、十善会病院の働きやすい環境

の中で、今日まで頑張ってこられたのだと思っております。

　4月より13年ぶりに手術室から地域包括ケア病棟へ異動となり、今までとは違った環境の中で、改

めて新鮮な気持ちで日々の業務を行っております。10年後の2025年には、超高齢化社会となり、

介護難民が43万人になると発表され、地域包括ケア病棟の担う役割はさらに重要になると思われ

ます。スタッフ、関連部署との連携を図りながら在宅へ向けての支援をよりスムーズに行えるように

業務改善に取り組み、患者様も職員も満足する病院づくりに、より一層の努力を行っていく次第です。

　簡単ではございますが、永年勤続表彰者を代表いたしましてお礼の挨拶とさせていただきます。

平成27年6月15日　

看護部　藤野　尚子

社会福祉法人十善会病院創立65周年
誠におめでとうございます。
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呼吸器内科　　　

　　　　　岩田　知真

輸入感染症について
（デング熱・MERSなど）

　2015年5月に韓国でMERS

が流行しました。多数の感染者

と死亡者を出し、隣国の私達の

もとにもいつ感染が波及してく

るのかと気を揉んでいましたが、

今は流行も終息し、一時期の喧

騒も落ち着いた感があります。

　M E R S は M id d l e  E as t  

Respiratory　Syndromeの頭

文字をとった略語で、訳せば中

東 呼 吸 器 症 候 群 と なりま す。

2012年にサウジアラビアで初

めて報告されて以降、現在まで

中東を中心として散発的な流行が続いていま

す。ウィルスの保有動物としてヒトコブラクダ

が知られており、その乳や肉も感染源になる

と言われています。ウィルスを保菌するラクダ

が皆症状があるのではなく、保菌しているだ

けで無症状のラクダがほとんどです。そう聞

くと、ラクダを見るたびに少し心配になります

が、日本国内には国が調査した限りでMERS

ウィルスを保菌しているラクダは見つかってい

ません。人が感染した場合については、重症

肺炎を起こし死に至ることもありますが、風

邪症状だけで済むこともあり、さらには感染

者の25％は無症状といわれています。素知ら

ぬ顔をして他人に

MERSウィルスを

うつす、そんな輩

が 街 中に闊 歩し

ている可能 性も

あるのですが、韓

国での感 染の多

くは街中ではなく医療機関でおきています。非

医療関係者の罹患者の約9割に医療機関受診

歴があったそうです。病院はMERSウィルスに

かぎらず、感染が広がりやすい場所です。院内

のドアノブ、ソファ、電話機、印刷機、パソコン

デスクやエレベーターボタンなどあらゆる場所

に病原体が付着していますし、インフルエンザ

やMERSウィルスなど一部の病原体は、感染力

を保った状態で空中を漂っています。病原体が

跋扈する院内では、マスク装着や頻回の手洗い

で少しでも感染のリスクを減らす努力をしま

しょう。

　2014年夏に東京の代々木公園でデング熱

が大発生しました。デング熱はデングウィルス

を保菌する蚊に刺されることで発症する疾患

です。日本では馴染みがなく、なんとなく恐ろ

しいイメージが有るかもしれませんが海外では

ごくありふれた疾患で、全世界で年間2000万

人が罹患しています。症状は典型的には、刺さ

れてから約1週間後に発熱、

吐き気、筋肉痛、関節痛、

頭痛が出現し、症状が改善

傾向となる3～4日目頃か

ら、血管の壁に隙間ができ、

血管の外に血液が漏れる

ようになります。この時期

に血管内が脱水傾向となる

ため、点滴が必要となるこ

とがありますが、ほとんどの場合は3日ほどで

壁が元に戻り、あとは自然に良くなっていきま

す。また、1～5%は重症化しますが、重症化し

た場合の死亡率も1%以下です。デングウィル

スの運びのプロはネッタイシマカという蚊で、

この蚊がいるところにデング

熱あり、といえる程デング熱

と関係の深い蚊です。ネッタ

イシマカという名前の 通り、

熱帯に生息する蚊で現在国内

では最南端の沖縄でも存在は

確認されていませんが、今後

温暖化の進行とともに将来日

本国内でもネッタイシマカが

生息するようになるかもしれません。実は以前

長崎でデング熱の大流行が起きています。興

味のある方は、「長崎・大流行・デング熱」とい

うキーワードでインターネットを検索してみて

下さい。

　6月12日（金）、長崎市医師会館にて、

第7回長崎・西彼NST研究会が開催され

ました。今回は当院に一般演題の順番が

回ってきており、中心となって準備を進め

ていた増田言語聴覚士が「誤嚥性肺炎患

者の経口摂取の確立の因子の検討」と題

して発表しました。

　また6月2日（火）「平成27年度第1回

NST院内研究会」の中で発表の予行を行

い、小川理事長、麻生副院長より質問・助

言をいただきました。

　またこの日は、味の素ニュートリション

株式会社・松本氏より情報提供していただ

き、栄養補助食品等の試飲会も行いまし

た。（参加者59名）

「第7回長崎・西彼NST研究会」＆「NST院内研修会」
　　　　　　　　　　　　　　　    NST委員　栄養部課長　大下　正美
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呼吸器内科　　　

　　　　　岩田　知真

輸入感染症について
（デング熱・MERSなど）
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けで無症状のラクダがほとんどです。そう聞

くと、ラクダを見るたびに少し心配になります

が、日本国内には国が調査した限りでMERS

ウィルスを保菌しているラクダは見つかってい

ません。人が感染した場合については、重症
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みなさん、こんにちは！
　6階病棟は、平成26年10月より「地域包括ケア病棟」として運用しています。「地域包括ケア

病棟」の役割として、

　① 急性期病棟からの患者の受け入れ

　② 在宅等にいる患者の緊急時の受け入れ

　③ 在宅への復帰支援

の3つがあげられますが、当病棟は①、③の2つの機能で運用しています。

　私は4月から手術室より異動となり、また新しく主任を迎えて、新体制で在宅復帰に向けての

支援を行っています。毎週各病棟のカンファレンスに参加し、情報交換を行いながら、対象患者

さんを決定しています。4月からの病床稼働率は90％を超え、転棟予定の患者さんの調整に忙し

い毎日です。

　また患者参画型の退院支援を目標に、患者さん、家族、担当看護師、医療ソーシャルワーカー、

リハビリスタッフを含めてのカンファレンスを転棟後早い時期から行い、退院に向けての目標

設定や、スケジュールの調整を行っています。4月からの在宅復帰率は100％であり、６ヶ月平

均でも96％となっています。

　内科、整形等様々な疾患の患者さんの受け入れにより、医療看護処置が増え、幅広い知識と技

術が要求されるようになり、支援能力を高めるとともにさらなるスキルアップを目指して頑

張っているところです。 10年後の2025年には超高齢化社会となり、地域包括ケア病棟の担う

役割は重要になってきます。一人一人の患者さんがよりよい形での在宅復帰が出来るように、ス

タッフ一同頑張っていきたいと思っています。

6階病棟紹介

　私たちは、介護が必要になった方の支援を
行っています。介護支援専門員は、ケアプラン
を作成するにあたりご本人様、ご家族様より
介護に関する希望をきちんとお聞きし心身の
状態を把握しながら各種介護サービスの利用
ができるよう計画を立てます。ご本人様が、住
み慣れた環境でその方らしく安心して生活が
できるよう支援させて頂きます。いつでもご
相談下さい。

　利用者様が、住み慣れた地域やご自宅で心
豊かに安心して暮らし続けたいという気持ち
に寄り添って日常的に介護を必要とする方の
生活を支え、自立支援へと結びつくよう日々
頑張っています！いつでもご相談ください。
一緒に働いてくれるヘルパーも募集中です!!

　十善会在宅総合支援センターは、ケアマネジメントセンター・訪問看護ステーション・ヘルパー
ステーションの三事業所で構成されています。
　私たちは真心を込めスタッフ一丸となって利用者様の在宅生活を支えています！

　住み慣れたご自宅で安心して生活が送れ
るようご支援します！看護師４名、リハビリ
スタッフ３名で日々活動しています。主治医
と連携をとりながら２４時間３６５日連絡
がとれる体制もとっています。ご相談、ご依
頼などありましたらいつでもお問い合わせ
下さい。
一緒に働いてくれる訪問看護師も募集中です!!

訪問看護ステーション

J y u z e n k a i  H o s p i t a l

在宅総合支援センターの紹介

ケアマネジメントセンターかごまち

ヘルパーステーション

月に1回三事業所集まって話
し合いをしています。センター
長の深堀愛子先生も参加され
全員でよりよいセンターとな
るよう頑張っています！
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　いつの間にか50才を超えていました。未だ若手と言えないことも無いのですが、周囲から「青年○

○」と言われることは殆ど無くなり、体の方も「メハマラ」から絶不調となっています。さらに最近は同年

代知人の重大疾患の知らせも増えています。

　そろそろ終わりに近づいているかもしれない、なんて思うと、ジジイの特権として若者批判もしていい

んじゃないかと。「近頃の若い者はなっていない」というセリフは（多分嘘でしょうが）古代エジプトの遺

跡からも見つかったと言います。

　しかし、医局や同門を見ると、若い医者の優秀さにタジロぐばかりです。もちろん一概に言える筈はあ

りませんが、総じて我々の時代より優れて見えて仕方が無いのです。学術的にも臨床的にも、さらには生

き方まで。医者に限らずパラメディカルにも実に気が利いている奴が目について。世間一般から見ても。

　たまに小説を読むのですが、最近の本は本当に面白くて良く書けている作品が多い。学生時代に読ん

だのにも良いものが沢山ありましたが、「古典」を超えなければ市場に出られないのはある意味当たり前。

何年か前の芥川賞授賞式で、審査員が「最近の文学はなっていない」みたいなことを言っていましたが、

その大御所？が芥川賞を取った作品では、昨今の文学新人賞の佳作入選も出来ないんじゃないでしょう

か。音楽は詳しくないのですが、SIMや10feetや。ニュースを見ればSEALDsなどの若者デモがすごい。

意見に賛否はあるにしても、彼らの姿はカッコよくて眩しくて。

　「頑張る」という言葉は我を張っていて嫌な感じだと思っていました。しかし、若者たちよ「君は間違っ

ていない、そのまま進んでいいんだ、我を張れ、頑張れ」（あるキングより）。十分な

応援は出来ないかもしれませんが、せめて邪魔しない様に生きて行きたいです。

　でもたまには「近頃の若い者は・・」と小言も言わせて欲しいものです。

　が、しかしわざとそんな隙を作るくらい完璧な奴が出てきそうで・・怖い。

近頃の若い者は ・ ・ 脳外科　清水　正

　新人看護師は日々勉強です。 

その中でいろんな悩みや問題を先輩や同僚

に聴き、一歩一歩、立派な看護師に成長して

いきます。　がんばれ！ 

社会福祉法人十善会病院創立65周年
誠におめでとうございます。

 

ひよこの
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