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カンパーイ！

恒例のボウリング大会開催



外科部長　永吉　茂樹

　明けましておめでとうございます。新年の

喜びを皆様に申し上げますとともに、旧年中

のお力添えに対し深く感謝申し上げます。

　昨年もまた自然災害により被災する事例が

多く発生しました。特に熊本地震におきまし

ては強い地震が複数回発生し、耐震化された

建物も倒壊するといった想定外の事態も発生

しました。すぐ隣の県でもあり、他人事ではな

い思いで見ておりました。当院からも医療支

援チームを派遣し、地震直後の避難所での活

動を行いました。まだ復興道半ばでしょうが、

一日も早く日常を取り戻すことを願います。

　今年は酉年であります。本来は口の細い酒

つぼの形から来ている文字とのことで、酉は

音をあてたということだそうです。酉に「さん

ずい」で酒、「くだける」をつけると酔となり

ます。酒に酔って砕け散ったことが多いこの

身の上とすれば、たしなむ程度の百薬の長と

いった飲み方にしたいものです。酉の意味とし

ては、本来は果物などが熟した状態というこ

とで、転じて物事が成就する意味合いもある

とのことです。

　さて十善会病院は成人病センター跡地への

移転を具体化する年となります。建物の取り

新年のご挨拶
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壊し、整地、建物の設計、施工と行うべきこと

は多く、その工程を考えますと気が遠くなりそ

うです。また現在の診療も維持、向上を図らね

ばなりません。酉年にちなんで着実に成就す

べく、努力を続ける所存です。

　地方は少子高齢化、労働人口の流出による

人口減少が進行しており、長崎県も例外では

ありません。需要が変化すれば供給も変化を

求められるのは当然であります。医療需要、供

給の展望も人口構成に大きく左右されますの

で、今後の十善会病院のありかたも変革をと

もないます。職員一同、地域の要望に応えら

れる病院をめざして、変化を恐れず、信頼して

いただける病院を作っていく所存です。

　本年も引き続き暖かいご指導とご協力を賜

りますようお願い申し上げます。

理事長　小川　繁晴

鼠径ヘルニアとは

 鼠径（そけい）部とは、足のつけねの部分のことをいい、「ヘルニア」とは、体の組織が正しい位置からと
び出した状態のことをいいます。「鼠径ヘルニア」とは、本来ならお腹の中にあるはずの腹膜や腸の一部
が、鼠径部の筋膜の間から皮膚の下に出てくる下腹部の病気です。一般の方が「脱腸」と呼んでいる病気
です。

　鼠径ヘルニア（脱腸）は幼児の病気と思われがちですが、むしろ中年
以降の成人男性に多く、悪性ではないものの自然と治ることがないため、
治療には手術を必要とします。
　近年は痛みも少なく短期入院で済む新しい手術方法が普及しており、
生活の質を考慮すれば、積極的に治療した方が良い病気とされています。

　初期症状は、立ち仕事の時や排便などお腹に力を入れた時に鼠径部の皮膚の下にピンポン玉くらいの
柔らかいはれができますが、普通は指で押さえると引っ込みます。
　鼠径部に何か出てくる感じがあり、それがお腹の中から腸が脱出してくるので「脱腸」と呼ばれています
が、陰部に近い部分ゆえ、泌尿器科に相談に行く方も多くいます。放置すると、次第に小腸などの臓器が
出てくるようになり、不快感や痛みを伴ってきます。
　はれが鶏卵ほどに大きくなると、急に硬くなったり、膨れた部分が押さえても引っ込まなくなったりする
ことがあり、痛みを伴うようになります。ヘルニア嵌頓というこの状態は、急いで手術をしなければ、命に
かかわることもあります。

　男性の場合、鼠径部にはお腹と陰嚢をつなぐ管（鼠径管）の中に、睾丸へ行く血管や精管（精子を運ぶ
管）が通っています。年をとって筋膜が衰えてくると鼠径管の入り口が緩むため、お腹に力を入れた時な
どに筋膜の隙間から腹膜が出てくるようになり、次第に袋状に伸びて鼠径管内で脱出を繰り返すようにな
ります。一旦できた袋はなくならず、お腹に力を入れると袋の中に腸など、お腹の中の組織が出てくるよう
になります。
　多くの場合、外鼠径ヘルニアという状態ですが、腹壁には他にも弱い場所があるため、場所によって名
前が少し異なります。いずれの場所もヘルニアといいます。

　鼠径ヘルニアは、乳幼児の場合はほとんど先天的なものですが、成人の場合は加齢により筋肉などが
弱くなることが原因で、40代以上の男性に多く起こります。乳幼児でも中高年でも鼠径ヘルニア患者の
80％以上が男性です。
　また、中年以降の鼠径ヘルニアは、腹圧のかかる製造業や長時間の立ち仕事に従事する人に多く見ら
れます。便秘症、肥満、前立腺肥大の人、咳をよくする人、妊婦も要注意です。

　鼠径ヘルニアは日本国内に10万人以上いると推定されていますが、多忙
のため我慢していたり、痛みもないからと受診を控えたりしている方がかな
り多いと推定されています。
　上記に当てはまる症状がある方は、一度、外科を受診してみてください。

鼠径ヘルニア（脱腸）のイメージ

鼠径ヘルニア（脱腸）の症状

鼠径ヘルニア（脱腸）になる原因

鼠径ヘルニア（脱腸）になりやすい人

脱腸（そけいヘルニア）
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内科　小林　典子

忘れた頃にやってくる…
かゆ～ぃ疥癬

リハビリテーション・ケア
合同研究大会 茨木 2016参加して！

　疥癬とはヒゼンダニと呼ばれるダニが感染し、強い痒みを伴った皮膚病変を来す感染症です。かつて
は30年周期で流行を繰り返すとされていましたが、現在の流行は1975年頃から続いています。特に病
院、高齢者施設、障害者施設、保育園などで流行し、我が国の患者数は年間8～15万人です。今年度疥癬
の症例を経験しましたのでどのようなものか簡単に説明します。

　ヒゼンダニは人の体温を好みます。吸血性ではなく、角質層の浸出液や組織液を栄養源としているとさ
れています。皮膚角化組織を掘り進み、虫体、糞、脱皮した殻などを撒き散らし、これらがアレルギー反応
を惹起して痒い皮疹を来します。

　疥癬には通常疥癬と角化疥癬という２つの病型分類があります。通常疥癬では、長時間肌と肌、手と手
が直接触れることでダニが移動し、潜伏期間は約1～2ヶ月。角化型疥癬は免疫が低下した患者さんでみ
られ、潜伏期間は4～5日。その名の通り、角化した皮膚病変ができます。ダニの数が桁違いに多く、剥が
れ落ちた垢にも多数のダニが含まれます。感染力が強く、短時間の接触、衣類や寝具を介した接触でも
感染します。

　主な皮膚症状は疥癬トンネルと赤いブツブツ（丘疹・結節）です。疥癬トンネルは掌、指の間。丘疹はお
腹や胸、足や腕等にみられ、激しい痒みを伴います。角化型疥癬では灰色から黄白色でザラザラした厚い
牡蠣殻のような重積した垢（かさぶた、角質）が手足、お尻、肘、膝等にみられます。治療には駆虫剤の内
服と外用薬を併用します。駆虫剤でダニの数を減らし、感染力をダウンさせます。

　集団生活が感染のリスク。つまり病院・施設からの転院・転所患者に注意する必要があります。疑わし
い皮疹を見つけたら報告し、早期発見・治療を開始します。病院は集団生活ですから、他にも感染者がい

ないか、スタッフも含め調査を行い、感染対策チームが発生
状況や治療状況、患者の移動を把握する必要があります。ま
た、リネン類の清潔管理・手洗いなど日頃の心がけが感染拡
大の予防となります。

　高齢化に伴い病院だけでなく、グループホームや長期療養
施設で過ごす患者さんも増え、在宅支援にも他職種のスタッ
フが関わる昨今、日頃の予防策と感染対策を他職種の人が
認識することが求められます。

疑わしい症例は早めに報告！検査・皮膚科紹介を！

　平成28年10月27～29日に茨木県のつくば国際会議場にて、

「地域包括ケアをあたりまえにしよう！」をテーマに、リハビリテー

ション・ケア合同研究大会が開催されました。講演やシンポジウム

では、医師、看護師、ケアマネ―ジャー、セラピストにより高齢者

が住み慣れた地域で最期まで過ごしていくために、市町村と連携

した取り組みに関する報告がありました。また、特別シンポジウム

では、2018年の報酬改訂とリハビリテーションについての講演

を聞く事ができました。一般演題では、自宅から地域行事への参

加に繋がった内容など、地域包括ケアの構築に向けて、セラピストとして関わることへの大切さを学ぶこ

とができました。

　私も、地域へ携わるセラピストとして、訪問リハでの評価の関係性より日常

生活への影響を考察した内容を発表させて頂きました。内容として、評価に

より利用者様の日常生活における問題点を含めた生活像を見ることができ

たことを発表させて頂きました。発表後は、これから訪問リハにおいて必要

と思われる評価項目などについて意見交換を行うことができ、訪問リハでも

定期評価を行う必要性を再認識しました。また、今後は意見を参考とさせて

頂き調査を継続していこうと思いました。

　今回、学会を通して、高齢者の生活を支援していく中で、サービス提供者の連携だけではなく、地域社会

との関わりを持つことも大切だと感じる事ができました。私自身も身体機能面や家族内の参加だけでな

く、地域社会を意識したアプローチが行えるよう意識していこうと感じました。

十善会在宅総合支援センター　訪問看護ステーション

理学療法士　橘　泰之

ヒゼンダニの生態

通常疥癬と角化型疥癬

皮疹と治療

キーワードは集団生活と痒い皮疹

皮疹を擦ってきたものを顕微鏡で見ると、
ヒゼンダニの虫体と卵が！

トピックス

　平成28年度第2回NST研修会を開催しました。

　今回の研修会は「脂肪乳剤について勉強してみるのはどうか

な？」とのNST馬渡医師の一声でテーマが決まりました。

　株式会社大塚製薬工場　岡本直人先生に講師をお願いし、脂

肪乳剤に加えTPNや微量元素も含めた栄養管理についてのお

話をしていただきました。

　今後も継続的に栄養についての勉強会を開催していきたいと

思います。

NST委員会より報告 栄養部課長　NST委員　大下　正美

か い     せ ん



3 4

内科　小林　典子

忘れた頃にやってくる…
かゆ～ぃ疥癬

リハビリテーション・ケア
合同研究大会 茨木 2016参加して！

　疥癬とはヒゼンダニと呼ばれるダニが感染し、強い痒みを伴った皮膚病変を来す感染症です。かつて
は30年周期で流行を繰り返すとされていましたが、現在の流行は1975年頃から続いています。特に病
院、高齢者施設、障害者施設、保育園などで流行し、我が国の患者数は年間8～15万人です。今年度疥癬
の症例を経験しましたのでどのようなものか簡単に説明します。

　ヒゼンダニは人の体温を好みます。吸血性ではなく、角質層の浸出液や組織液を栄養源としているとさ
れています。皮膚角化組織を掘り進み、虫体、糞、脱皮した殻などを撒き散らし、これらがアレルギー反応
を惹起して痒い皮疹を来します。

　疥癬には通常疥癬と角化疥癬という２つの病型分類があります。通常疥癬では、長時間肌と肌、手と手
が直接触れることでダニが移動し、潜伏期間は約1～2ヶ月。角化型疥癬は免疫が低下した患者さんでみ
られ、潜伏期間は4～5日。その名の通り、角化した皮膚病変ができます。ダニの数が桁違いに多く、剥が
れ落ちた垢にも多数のダニが含まれます。感染力が強く、短時間の接触、衣類や寝具を介した接触でも
感染します。

　主な皮膚症状は疥癬トンネルと赤いブツブツ（丘疹・結節）です。疥癬トンネルは掌、指の間。丘疹はお
腹や胸、足や腕等にみられ、激しい痒みを伴います。角化型疥癬では灰色から黄白色でザラザラした厚い
牡蠣殻のような重積した垢（かさぶた、角質）が手足、お尻、肘、膝等にみられます。治療には駆虫剤の内
服と外用薬を併用します。駆虫剤でダニの数を減らし、感染力をダウンさせます。

　集団生活が感染のリスク。つまり病院・施設からの転院・転所患者に注意する必要があります。疑わし
い皮疹を見つけたら報告し、早期発見・治療を開始します。病院は集団生活ですから、他にも感染者がい

ないか、スタッフも含め調査を行い、感染対策チームが発生
状況や治療状況、患者の移動を把握する必要があります。ま
た、リネン類の清潔管理・手洗いなど日頃の心がけが感染拡
大の予防となります。

　高齢化に伴い病院だけでなく、グループホームや長期療養
施設で過ごす患者さんも増え、在宅支援にも他職種のスタッ
フが関わる昨今、日頃の予防策と感染対策を他職種の人が
認識することが求められます。

疑わしい症例は早めに報告！検査・皮膚科紹介を！

　平成28年10月27～29日に茨木県のつくば国際会議場にて、

「地域包括ケアをあたりまえにしよう！」をテーマに、リハビリテー

ション・ケア合同研究大会が開催されました。講演やシンポジウム

では、医師、看護師、ケアマネ―ジャー、セラピストにより高齢者

が住み慣れた地域で最期まで過ごしていくために、市町村と連携

した取り組みに関する報告がありました。また、特別シンポジウム

では、2018年の報酬改訂とリハビリテーションについての講演

を聞く事ができました。一般演題では、自宅から地域行事への参

加に繋がった内容など、地域包括ケアの構築に向けて、セラピストとして関わることへの大切さを学ぶこ

とができました。

　私も、地域へ携わるセラピストとして、訪問リハでの評価の関係性より日常

生活への影響を考察した内容を発表させて頂きました。内容として、評価に

より利用者様の日常生活における問題点を含めた生活像を見ることができ

たことを発表させて頂きました。発表後は、これから訪問リハにおいて必要

と思われる評価項目などについて意見交換を行うことができ、訪問リハでも

定期評価を行う必要性を再認識しました。また、今後は意見を参考とさせて

頂き調査を継続していこうと思いました。

　今回、学会を通して、高齢者の生活を支援していく中で、サービス提供者の連携だけではなく、地域社会

との関わりを持つことも大切だと感じる事ができました。私自身も身体機能面や家族内の参加だけでな

く、地域社会を意識したアプローチが行えるよう意識していこうと感じました。

十善会在宅総合支援センター　訪問看護ステーション
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通常疥癬と角化型疥癬

皮疹と治療
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ヒゼンダニの虫体と卵が！
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　救急外来は、看護師４名と応援スタッフで頑
張っています。患者さん・ご家族への気配りを忘れ
ず、慌てず急いで冷静に‼をモットーに日夜努力
しています。

　私たちは内視鏡・透視・ＣＴ・ＭＲＩ業務をスタッ
フ８名で行なっています。予定検査が終了した後に
緊急検査が入ってきたり、時間外に呼び出されたり
するところが少しつらいのですが・・・。しかし、患者
さんが退院すると聞いたときや、検査終了後に感謝
の言葉をかけてもらえたりすると疲れも吹き飛び
ます。これからもがんばるぞ‼

　ワーク・ライフ・バランス（Work-Life Balance）とは「仕事と生活の調和」と訳され、看護職においても個人のライフイベント
に応じて選択できる「多様な勤務形態の普及」に取り組んでいます。一人ひとりがやりがいや充実感を持ちながら働き、仕事上の責任
を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいても、子育て期・中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実
現できることを目指す取組です。

放射線・内視鏡 救急

内科

　内科外来は、呼吸器科、消化器科、循環器科を
はじめ糖尿病、甲状腺疾患や神経内科疾患など
多様な疾患の患者さんが来院されます。素敵な
笑顔と抜群なチームワークが持ち味の看護師7
名で患者さんが満足できるサービスを提供する
よう努力しています。

外科系

　外科系は、脳外科・外科・泌尿器科・整形外科・
形成外科の５つの診療科があります。非常勤医師
を合わせると20名の医師を相手に、主任１名、
スタッフ６名で応援スタッフの力を借りながら
日々看護に邁進しております。
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各チーム、
スタッフ紹介
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　外来は、年間５万人の患者さんが来院されます。スタッフは【救急】、【内科】、【外科系】、【放射線・内視
鏡】の４つのチームに分かれ、それぞれの専門的な役割をもって日々勤務しています。また、病棟応援や
メッセンジャー業務、がん化学療法認定看護師の病棟訪問など、病棟や各部署との連携も取りながら、救
急から在宅までを目標に医療・看護を提供しています。スタッフは29名で、午前半日や日勤のみの勤務、
また時間短縮勤務など、各自の生活スタイルにあわせて様々な勤務形態をとっています。ＷＬＢ（ワーク･
ライフ･バランス）を推進し多くのママさん看護師が仕事と家庭を両立しながら頑張っています。
　外来は病院の顔といわれます。素敵な顔となれるよう外来看護師として接遇、知識、技術を高めていき
たいと思います。

　ご覧の通り、メガネ使用率の高い放射線科です。

　医師１名、助手１名、放射線技師が７名います。25歳の若者が１人いますが、あとは39歳から63歳の

中年男女が集まっています。放射線というと怖いイメージがあるかもしれませんが、撮影している私達

はとっても優しい人達ですよ。

　当院で私たちが担当している検査装置は、一般撮影、透視、ＣＴ、

ＭＲＩ、マンモグラフィ、血管造影などがあります。診断に役立てる

ことができる画像を提供するため、そして患者さんの被曝をできる

だけ少なくする事を考えながら撮影をしています。

　今回は、その中のマンモグラフィ(乳房撮影)についてちょっとご

紹介させていただきます。

　板と板でぎゅっと挟んで撮影します。胸の大きい人が痛いとか、

小さい人が痛いとか噂があるようですが、大きさと痛さは全く関係

ありません。「痛～っっ‼」という方もいらっしゃれば、「全然痛くな

かった」という方もいらっしゃいます。

　ちなみに私は前者の方なので、撮影の時はつい圧迫をちょっと控

えめにしてしまうことがあります。「私、小さいんですけど挟めます

か？」と時々言われますが、絶対に大丈夫です。

　マンモグラフィでは触診でもわからないごく小さなガンの兆候(石灰化)が鮮明に映ります。ですが、す

べての方に向いている訳ではありません。乳房の中には乳腺組織があるのですが、乳腺の発達している

人(若い女性)は、腫瘍の影が乳腺に紛れてしまい判別しにくい場合があります。

　乳癌は女性で最もなりやすい癌で「12人に1人がなる」とされるほど身近な病気ですが、早期発見で治

療できれば根治の可能性も高いという特徴もあります。40歳を過ぎた方で、受けたことがない方は検診

マンモグラフィを受けてみられてはいかがでしょうか？月経終了から約1週間後の乳房が柔らかい時期

がおすすめです。

外来師長　三浦　聡子外来の紹介
放射線科　増田　あかね放射線科の

紹介
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★リハビリテーション・ケア合同研究大会　　★NST委員会　　★外来の紹介

★放射線科の紹介　　★病院忘年会　　★ボウリング大会開催

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。

【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/

2017
No.52忘年会

2016年

社会福祉法人十善会

カンパーイ！

恒例のボウリング大会開催




