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「コスモス」

【病院理念】

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、患者さんが満足し、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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ごあいさつ
事務局長
拝啓

酷暑の候、皆様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。

浩一

病院が地域医療において必要とされる病院で
あるかどうかという事であります。
私ども十善会病院は救急病院として急性期

今年の夏は猛暑ですが、皆様いかがお過ご

医療を行ってまいりました。年間2000台を

しですか。寝苦しい夜が続き、私は熱中症に

超える救急車の受け入れを行い、長崎市にお

かからないように、夜寝る前にコップ一杯の

ける救 急 医 療 の 一翼を担ってまいりました。

水を飲むように心がけています。まだまだ暑

今後も同様の機能を持った病院として長崎医

い日が続きますが、熱中症には気をつけて過

療圏の医療に取り組んでまいりたいと考えて

ごしてまいりましょう。

います。そのためにも地 域の中で選ばれ、地

最近気になる話題としては、地域医療構想

域医療に貢献できる病院であり続けなければ

が上げられます。長崎県地域医療構想につい

なりません。私ども役職員一同そのことを再

て簡単に説明させていただきます。

度認識して邁進してまいりたいと考えていま

全国的に出生率の減少が続く中、特に人口

す。

流出が多い長崎県は、このままでは人口減少

余談ですが、私の趣味について一言話をさ

が急速に進んでまいります。また、高齢化の進

せていただきます。去年の冬は特に寒く、長崎

行も早く、医療・介護サービスのニーズはます

としては珍しく雪が降り、通勤にも支障をきた

ます増加します。特に団塊の世代が75歳以

す状況でした。私の狭い庭において育ててい

上となる2025年（平成37年）には、県民の

たシンビジュウムは、開花 前だったのですが、

３人に１人が65歳以 上の高齢者になると予

全て枯れてしまいました。またデンファレも寒

想されています。このため、これからの約10

さに負け開花できませんでした。しかし、植物

年の間に、将来においても医療や介護などの

は強いものです。５月以降に少しずつ新芽が

社会保障制度が持続できるように、人材や財

出てまいりました。今年は開花できるかどうか

源など限られた資源を有効に活用して体制を

分かりませんが、少しずつ回復しています。心

構築していく必要があるとの観点から、国の

を込めて、大事に育てています。

方針に基づき、長崎県でも地域医療構想の策
定が進められています。
地域医療構想は、医療計画で定める二次医
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奥平

最後になりましたが、十善会病院は地域医
療に貢献し、地域住民や患者様に選ばれる病
院にならなければなりません。そのためには、

療圏を基 本とした将来の医療 需要の推計結

役職員全員が元気でなければならないと考え

果から、今後の目標とすべき方向性となる機

ています。そのためにも働きやすい職場環境

能区分ごとの「必要病床数」を導き出し、地域

の構築に取組んでいかないといけないと思い

の実情を反映したあるべき医療提供体制を構

ます。全力で取組んでまいります。今後も皆様

築することにあります。すなわち、それぞれの

のご支援・ご協力をお願い申しあげます。

心臓リハビリテーション
循環器科部長

神田

宗武

７月4日から８日の5日間、心臓リハビリテーション（心リハ）研修を行っ
てきました。この研修は心リハ指導士資格取得が困難な心リハを行ってい
ない施設の医師、理学療法士、看護師などに適用され、心リハ指導士受験
資格を得るための研修です。研修をうけた京都府立医科大学は明治５年
に設立され我が国有数の古い医学部です。河原町通り沿いにあり、鴨川を
挟んで京都大学と並立しています。心リハ室は東向きで目の前に鴨川、五山の送り火で有名な大文字山
が、北東に比叡山が一望できるところに立地しています。スタッフは常勤医師１人、理学療法士３人で構
成されており、毎日約２０人の入院および外来患者さんが心リハを行っていました。その中には大学病院
でしか外来フォローができず、慎重に監視しながら心リハを行わなければいけない重症心不全患者さん
もいました。
心リハとは心筋梗塞、狭心症、心不全、心血管手術後の患者さんを対象としており、心機能低下、体力
低下、不安を改善し、社会・職場復帰し、さらに心臓病の再発予防を目指して、運動療法、患者教育、生
活指導などの総合的な活動プログラムです。今回の研修は運動療法の実践的な見学・実習に重点が置か
れていたため、事前にきちんと参考書を読んで心リハに関する基礎的知識を理解しなければいけません
でした。実際に１０人の患者さんに心肺運動負荷試験（CPX）を行ない、得られたデータを解析したり、
その結果を元に具体的な指導（運動処方作成）を行なったりしました。CPXとは呼気中の酸素、二酸化
炭素を計測しながら自転車をこぎ、運動耐容能（全身の総合的な機能）を評価する検査です。検査でわ
かることは有酸素運動と無酸素運動の切り替え点である嫌気性代謝閾値（AT）になります。ATは心臓
に負担無く、効率よくトレーニングできる運動量と言え、この結果を元に安全で有効的に行える有酸素
運動の具体的な指導が行えるようになります。短期間に実習および１０症例の症例報告を作成したため
かなり大変でしたが充実した１週間でした。
現在、当院は心リハを行える体制が整っておりませんが、徐々にですが心リハの環境を整えたいと思っ
ています。当院での心リハの対象者は循環器内科で最も入院が多い心不全患者になると思われます。心
リハを介して他病院との連携を深め、患者
さんに安心で良質な医療を提供できる病院
を目指したいと考えています。
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災害地支援活動
2016年4月14日に発災した熊本地震は多くの地域に甚大な被害をもたらし、現在もなお避難所
生活を余儀なくされている方々が大勢います。
今回、熊本地震における災害に対し長崎県医師会にもJMAT（日本医師会災害派遣チーム）の派遣
要請があり、十善会病院からも災害支援チームとして4月20日から3日間、熊本県益城町において
JMATの活動に参加したので報告いたします。
おおよそ600名の避難者が利用されていた益城町保健福祉センター（ハピネス）が主な活動拠点
です。避難所内は満員で、施設の周辺や駐車場の車中で避難生活を
されている方もいました。そのようななか、各地の避難所でノロウ
イルスが流行っているという情報があり、避難所内や簡易トイレと
その周囲の清掃活動を行い、手指消毒剤の設置と使用方法の指導な
ど啓蒙活動に努めました。
深部静脈血栓症（DVT）いわゆるエコノミー症候群の予防のた
め、避難所内でも弾性ストッキングが配布されていました。2日目
の午前中は避難所内で弾性ストッキングを使用されている方への指
導（使用状況や方法の理解度の確認など）をおこいましたが、特に
高齢者で、弾性ストッキングの使い方がわからない、間違った方法
で装着している、ずっと装着したまま、といった方が多くいまし
た。午後からは益城町周辺地域で車中泊者を重点的に訪問し、病気
にかかってたり発病の恐れが無いかを診て回りましたが、車中泊者
はDVTリスク者だけではなく、既往歴に喘息や糖尿病があるが薬
がないため体調が悪くなった、という慢性疾患患者の体調不良者も
多くみられました。
夜間は、同日から避難所での夜間診療が再開となり私たちのチー
ムと自衛隊の衛生班が担当となりました。診療の合間には、地元の
災害支援ナースと情報交換を行ったり前日に引き続き清掃を行った
りしました。
朝を向かえ、夜間診療の状況報告を行い今回我々の被災地での活
動を終了しました。

記

長田

一誠

▲

◀
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施設に入れず周辺で休まれる
避難者

益城町保健福祉センター

避難されている方々の疲れ切った表情を見て何かしなくて
は、と焦る気持ちになりました。ハピネス内の巡回や周辺部
落の巡回(車中泊されている方々の人数・状況把握)、また志
願してハピネスでの当直も行いました。夜中に診察室に来ら
れた方々は、幸い搬送など必要とする方はいませんでした
が、みなさん心身ともに疲れているのを感じました。限られ
た時間で出来ることをしたいという気持ちから、患者様が来
ないときは十善会チーム皆で避難所内の掃除をしました。ま
た、一緒に当直をした自衛隊の方々と、いろいろお話もさせ
てもらい大変貴重な経験でした。
震災からはや5ヶ月がたちますが今もまだあの場所で不便
な生活を送られている方々がいると思うと胸が痛みます。全
国から集まった人たちの活動は、分野の違いがあるけど共通
するのは助け合いの気持ち。この気持ちを忘れることなくこ
れからも過ごしていきたいです。
内科医 福田 祥子

私たちが行った活動は主に避難所に避難されている方々の巡回を
行い何か症状を訴えるかたはいないか聞き込みとDVTのスクリーニ
ングを行い統括の医師に報告することでした。長時間臥床したまま
や動きが少なくなるため高齢者には起こりやすい病気で早期発見が
とても大事なことです。また夜間診療も避難所で行いました。診察
に来られた患者さんは20～30名程度でした。そのほとんどが腹痛
や風邪症状を主訴に来られ、内服処方希望の方でした。避難所には
薬剤師も在駐しすぐに処方できるシステムもありました。
今回の災害派遣で経験したことを今後の十善会病院での業務に生
かしていきたいです。
看護師 横山 勝利

私は運転手として医師1名、看護師２名を乗せ、現地
の状況もわからないまま熊本へと急ぎました。現地では
半壊・全壊した家が大半で、道路は寸断され迂回を繰り
返しながら避難所へと到着しました。交代もあり２泊３
日の活動を終了し長崎へと帰りました。
災害派遣は以前の職場でも参加していましたが、今回
の活動を今後に生かせればと思っております。
総務課 森 秀誠

4月14日に発災した熊本地震は、長崎県域でも最大震度5強を観測し交通網が一時麻痺するなど、
私たちの生活にも大きな影響を与えた。今でも、「緊急地震速報」の警報音は耳に残っており、思い
出すだけで緊張感が高まる。
今回の活動場所である避難所内は満員であったため、土足の床の上にシートや毛布を敷いて床を取
る者、ゴミ箱や下駄箱の隣、トイレ特有の臭気が漂う屋外に設置された仮設トイレの目の前や騒音が
する発電機の近くで床を取る者など、劣悪な環境で過ごす避難者も多かった。避難所はよくテレビ報
道がされていたこともあってか、食料や炊き出しなどは頻繁に行われていた。しかし、難聴で配給の
アナウンスが聞こえない、足腰が悪いため配給を取りにいく事ができない高齢者も多く、避難所内で
の災害弱者といわれる方への支援方法の在り方を考えさせられた。
当院は災害拠点病院ではないが、今回のような近隣県での大規模な災害が発災した時には今後も派
遣要請があることは十分にあり得る。初めて災害支援をさせて頂いたが、個人装備は勿論のこと、災
害サイクルに応じた活動方法、資機材の準備など日頃からの心構えが重要であると感じた。
最後に、被災地への活動にあたりサポートしていただいた、十善会病院、看護部、病棟スタッフの
皆さまに深く感謝いたします。
看護師 長田 一誠
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総務課紹

介
総務課

中村

達也

皆様こんにちは。
私達総務課は病院本館の向かい側にある管理棟で日々の業務を行っているという事もあり、なかなか
患者様に御会いする事の少ない職種です。総務課と聞いて「いったいどんな仕事をしているの？」と思わ
れる方もいらっしゃると思いますので、簡単ではありますが総務課を紹介したいと思います。
まず、総務課には課長・経理・人事・秘書・医局係・運転手・電話交換手・守衛・防犯係の総勢16名がいま
す。主な仕事内容ついてですが【日常業務】、
【不定期業務】、
【年次定期業務】に分かれます。

≪日 常 業 務≫
･窓口収入チェック ･医局雑務一般

･各種届出の受理

･内部通達等の作成 ･駐車場整理

･電話交換業務

･会計帳簿への転記 ･郵便物等の配布 ･守衛業務

他

≪年次定期業務≫
･次年度予算案作成

･年末調整

･労働保険算定業務

･決算業務

･各種補助金申請

･賞与計算業務

他

≪不定期業務≫
･マイナンバー業務

･出張費等の計算、支給
･新規採用者社会保険取得 ･給与計算 ･月次決算業務
･退職者社会保険喪失処理 ･納税業務 ･退職金計算
･各種仕入先への支払業務

他

私達総務課は、法人運営を側面より支援しつつ、職員に
対しては裏方業務に徹しながら日々の業務を行っていま
す。今後とも各関係部署の協力を得ながらより良い法人
運営に努力を重ねていきます。

用度の紹介

主任

田川

光子

用度とは、会社、官庁などでの物品の供給という意味です。加えて、これらを無駄なく利用していただ
き、業務の成果を上げられるように管理していくところでもあります。医療材料は、注射器や酸素マスク
など数百種類あります。文具のほか消耗品としては、医療用手袋や感染防止用のエプロン、ペーパータオ
ル等々これらも多くの種類があります。このほか、院内用の冷蔵庫、テレビ、机やいすなどの備品も調達し
ます。
特に気をつけている事は、必要な時に必要な医療材料がなければなりません。欠品があってはいけませ
んし、在庫を過剰に抱えるわけにもいきませんので適正在庫を確保することに気を使います。特に年末年
始、ゴールデンウィークなどにはメーカーや業者によっては長期休業するところもあり、欠品が生じない
ように心がけています。新規購入時の見積もりや業者への対応、物品
の発注から納品チェック、特に払い出しは重労働でもあります。他に
も紙おむつの管理、松葉杖の貸し出し、印刷物、口腔ケア用品の個人販
売の管理、機械や備品の管理や修理など、多種多様に取り扱っていま
すのでいわば何でも屋さんです。
若干、２人で頑張っていますので、行き届かない所もありますが、今
後共よろしくお願いします。

5

永年勤続表彰《十善会病院創立記念》

医事課

坂瀬

ひとみ

十善会病院創立66周年おめでとうございます。
この晴れやかな式典にて永年勤続の表彰を受けましたこと真に光栄に思います。
私事ですが、高校を卒業し1週間後にはこちらにお世話になり今日この日を迎えることとなりまし
た。入職した当時はパソコンなど勿論なくて、会計処理をするにも手書きのカルテからひとつひとつ
拾い上げ、指にはペンダコを作りながらレセプトを作成し薬価などをそろばんではじき出すという
日々でした。その頃を思い出すと、今はなんて便利なんだろうとしみじみ感じる毎日です。
水害や台風で大変だったこと、忘年会で
は普段見せないような顔ではじけていた
先生方、院内旅行で怪獣のようなイビキで
みんなの睡眠を妨げた先生、とてつもない
音程で美声を披露してくれたベテラン看
護師などなど、思い出は尽きませんがこれ
からも楽しく明るい十善会病院として
益々発展していきますことを願い、私の感
謝の言葉とさせていただきます。 まこと
にありがとうございました

親善ボウリング大会

男まつり

７月８日にコメディカルが主体となってボ
ウリング大会を行いました。

毎年恒例の男ばかりの宴「男祭り」が今年も開
催されました。

職場ではあまり関係しない他職種の方とも
いい交流の場にもなっています。
日々の忙しい仕事を忘れてボウリング、その

世界三大夜景が望める会場ですが、そこは男ば
かりの飲み会です。夜景を見るよりみなさん飲ん
で騒いで楽しい飲み会です。

後の懇親会と親睦を深め楽しみました。

女性が多い職場ですが、男も頑張って職場を盛

り上げていきます。

バーベキュー大会
日本の水浴場88選にも選ばれている
高島海水浴場に併設されたキャンプ場に
てバーベキューを行いました。
炎天下で頭皮の日焼けも心配ですが、日ご
ろの忙しい業務から離れた夏のひと時です。
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50 年ぶりの対馬

理事長

小川

繁晴

平成28年正月、父との会話・
・
・
「父さんも少し膝とか不自由になってきたから、今のうちにどこか旅行にでもいこうか？」
「それはいいね」
「で
は50年ぶりの対馬にしようか」
私は父の仕事の都合で中学校の３年間を対馬の美津島町鶏知中学校で過ごしました。ちょうど50年前になり
ます。
５月の連休で行くことにしました。
４月30日福江在住の父は７時30分発の高速船で長崎へ、
９時20分着。私、私の長女、長男と港で合流し、
４
人で大村空港へ。11時30分発の飛行機ですが、空港カウンターは長蛇の列です。東京行きの飛行機がbird
hitで運休になり、手続きが遅れていたのです。時間がなく少し焦りましたが、係員が優先で受付してくれました。
30分の飛行で無事に対馬空港に着陸しました。父は50年ぶり、私は15年前に講演に招いていただいたこと
がありましたが、患者の急変でとんぼ返りでした。長女、長男は初めての対馬です。海岸にある空港で、絶壁に
突っ込んでいくような着陸です。風があれば少し怖い思いをするところでしたが幸いに無風快晴でした。50年
前には空港はなく、博多港から小さな客船で壱岐経由、
６時間くらいかかり、船酔いで大変だったような記憶が
あります。
昼食は対馬蕎麦をいただき、
レンタカーで万関橋経由、和多津美神社に行きました。万関橋は日露戦争当時
に軍艦を通すために掘削した運河にかかっている橋です。機械力がほとんど
なかった時代に良く掘ったものだと感心すると共に、戦争には膨大なエネル
ギーを投入するものだと改めて思いました。実際には軍用としてはあまり活
用されなかったようです。和多津美神社の鳥居は海中にあり、なかなかに風
情のあるところでした。人里離れた所にあるのですが、観光バスが３台来まし
た。すべて韓国人観光客でした。
対馬では一番の町である厳原のホテルに泊まり、
夕食は石焼をいただきま
した。焼いた石の上で魚や肉を焼いて食す

万関橋

何を見ているのだろう？

るのですがなかなかの美味で焼酎がすすみ
ました。
翌日の朝食会場はほとんどが韓国人で、
日本人は私ども一行のみ、味付けもなにや
ら韓国風でした。
鶏知中学校経由で上坂という対馬を一望
できる展望台に行きました。当然ながら鶏

和多都美神社

和多都美神社の海中鳥居

知中学校は建て替えられていて当時の面影
はなく、私どもが居住していた焼松という集落は住宅もなく廃墟になってい
ました。上坂からみた対馬は平地がほとんどなく、漁業があまり振るわない
昨今では韓国人相手の観光が対馬を支えているのだと実感した次第です。
対馬藩主である宗氏の居城跡や墓地（日本３大墓地の一つとされていま
す）をめぐって帰途につきました。懐かしさと５０年の月日の長さ、国境の島
の現実など感じることの多かった家族旅行となりました。皆様も対馬にぜひ
上坂からの浅芧湾

一度。

社会福祉法人
〒850-0905

十善会

十善会病院

長崎市籠町7番18号

Tel：095-821-1214

Fax：095-824-4315

HP;http://www.juzenkai-hospital.or.jp/

