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【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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～旅行を通して～
秋の気配

Report
理学療法士

戸村

翔平

今回8泊10日でイタリア・フランスの旅行に行ってきました。イタリア・フランスともに世界遺産である

麻生 憲史

名所はもちろん、街並みや建造物など目に映るもの全てが新鮮で記憶に残るとても良い旅行となりまし
副院長
た。
この記事には載せる事ができなかった、イタリアのカプリ島にある青の洞窟も自然が作り出した神秘
業規制の動きが広がっています。医師数が
暑い暑いと言っておりましたが、いつしか
の場所で気候や波の状態が良くないと入る事が出来ない洞窟でしたが、運よく入る事ができ、写真では
増えれば問題は解決するのでしょうが、現
秋の気配を感じる季節となりました。先日
表せない程の美しさを目にする事が出来ました。
実には簡単ではありません。そうなると医
の中秋の名月はとても綺麗でした。心地よ
こういう美しさを感じる事ができた半面、貧富の差が大きい事から盗難の危険性や思いがけない方法
師の院内滞在時間を短縮せねばならず、患
い秋模様に誘われて、時折夕方のジョギン
でお金を要求する人がたくさんおり、自身の身を守りながら観光をしないといけませんでした。その点で
者・家族さんの理解と協力が不可欠になり
グに出かけています。
日本は安心して生活でき、
平和に暮らすことができる事を改めて感じました。

ます。これは、医師本人の健康や疲労からく
一方、
国内は朝から晩まで選挙モード一
また、
人によって意見は様々だと思いますが私は旅行中に日本食が恋しくなり、
3度も日本料理屋さん
る医療事故を考慮すると適切な判断と考え
色です。この「じゅうぜん通信No.55」
が発
を探し食べに行きました。
なんといっても味噌汁を飲むとほっこりとした気持ちになり、
皆様もヨーロッ
ます。 この旅行では世界遺産や街並み、自然を
行された時には投票も終了し、政権選択も
パに行かれる際には日本食を持参していくことをお勧めします。
ただし救急患者の受け入れに影響が出る
確立していることでしょう。
観光する事ができた事や多くの人と話す機会もあり、
たくさんの刺激をもらった旅行となりました。
さて、現安倍内閣は2016年9月、内閣官

ポンペイ遺跡

事が予想され「厳しい規制は医療崩壊につ

房 に「働 き方 改 革 実 現 推 進 室 」を 設 置し、 ながる」懸念もあり、医療現場は医療の質

イタリア・ナポリ近郊にあった古代都市。79年8月24日の昼過ぎ、ヴェスヴィオ火

との両立に苦慮している現状です。
特に医
働き方改革の取り組みを提唱しました。
首
山噴火による火砕流によって地中に埋もれたことで知られ、
その遺跡はユネスコの

世界遺産に登録されています。
ぶどうの産地であり、ワインを運ぶための壺が多数
相官邸HPから引用すれば、
「働き方改革は、 師数が少ない地方ではひとつの医療機関だ
出土されていることから、主な産業はワイン醸造だったことが伺えます。

一億総活躍社会に向けた最大のチャレンジ。 けの取り組みでは限界があるため、医療を
多様な働き方を可能とするとともに、
トレビの泉中間

受ける側の意識改革も含め地域全体で考え

ローマにある最も巨大なバロック時代の人工の泉(噴水)です。
この泉では後ろ向き
ていく時期に来ていると思います。
ちなみ
層の厚みを増しつつ、格差の固定化を回避
にコインを泉へ投げ入れると願いが叶うという言い伝えがあり、投げるコインが1枚

し成長と分配の好循環を実現するため、働

に、政府が3月28日にまとめた働き方改革

だと再びローマに来ることができ、2枚では大切な人と永遠に一緒にいることがで

実 行 計 画 では5 年は適 応を見 送るもの の、
く人の立場・視点で取り組んでいきます。
」
き、3枚になると恋人や夫・妻と別れることができると言われています。
というものです。具体的には長時間労働の

改善、非正 規と正社員の格エッフェル塔
差 是 正、そして

医師は罰則付きの時間外労働規制の対象と
なっているのです。

1889年のパリ万国博覧会の際に建てられた高さ300mの鉄塔です。新しい工

労働人口の不足（高齢者の就労促進）が最

しかしながら、必要とされる医療を提供

学技術の産物として高く評価される一方で､伝統を重んじる文化人､芸術家からの反

するのが我々の使命です。患者さんファース
重要 事項となっており、企業が取り組みを
対意見も多かったそうですが今ではパリを象徴するモニュメントの一つとして認識
続けているところです。 されました。
それでは医療現場においてはどうでしょ

ルーブル美術館

トの姿勢を崩してまでの改革は考えなけれ
ばいけないところであります。

当院職員一同、より一層地域に貢献出来
う？医療従事者にも働き方改革の波が押し
パリの中心にある、観光名所としても有名な美術館です。
中世の要塞、その後フラ
１７９３年に美術館となりました。
約５０００年もの歴
るよう、
やさしい 心・感 謝の 念を持って医
寄 せ て い ま す。2 013 年ンス王の城であった建物は、
の 最 高 裁 判 決で
史をカバーする巨大美術館で、数々の有名作品のなかでも一番有名なのはダ・ヴィ

「医師の当直は労働時間」と判断され、残

療・看護にあったていきたいと考えており

ンチの「モナリザ」やサモトラケのニケ、ミロのヴィーナスなどの彫刻も有名です。

ます。
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ICT（インフェクションコントロールチーム）より皆様へ
～インフルエンザを予防し、感染対策にご協力ください！
！～
ICT 内科医師

土橋

佳子

今 年もまた、インフルエンザ 流行の季 節が近づいてきました。院内感 染 対 策に携わる者としては、
毎年頭の痛い時期です。
図のように、毎シーズンおおよそ 12 月か
ら 3 月にかけて流行がみられます（インフル
エンザ過去 10 年間との比 較グラフ：国立
感染 症研究所 HP より）
インフルエンザは保育施設、幼稚園、学 校
に通う年代 の 子 供にお いて最も流行します
が、罹患後に合併症を起こし易いのはハイリ
スクグル ープといわれる免疫学 的弱 者です。
すなわち、65 歳以 上の高齢者、基 礎疾患の
ある患者（呼吸器、心臓、腎臓などの疾患）、妊婦や乳 幼児、糖尿病、その他免疫不全患者もしくは免疫
抑制治療中の患者さんなどです。
病院は、ハイリスクの方が集まる場所です。ひとたび院内に感染がひろがると入院患者さんには身
体的苦痛を生じさせ、ご不便を強いることになります。患者さんとご家族、また職員の健 康を守るた
めに、まずはできるだけインフルエンザを予防し、ウイルスを病棟内に持ち込まないことが肝要です。
そのため、流行期には程度に応じて段階的に面会制限を実施させていただきます。ご了承ください。
面会 制限をさせていただく方は
①

入院患者さんのご家族以外の方

②

ご家族であっても 18 歳以下の子供さん

③

ご家族であっても発熱、咳、鼻水、咽頭痛などかぜ症状のある方、
インフルエンザまたはその他の感染症の可能性のある方

※詳しくは、院内掲示や HP をご覧ください。わからない事は院内スタッフにお尋ねください。
インフルエンザ予防のため、下記のことに注意しましょう。
①

手指消毒（手洗いとアルコール消毒）、マスク着用、うがいを励行。

②

疲労、睡眠不足、ストレスによる免疫低下を防ぐため、しっかり休養。

③

副反応（アレルギー反応など）の問題がない方は、ワクチンを接種。

2015/16 シーズンより、ワクチンは 4 種類（A 型 2 種類、B 型 2 種類）の株が含まれた 4 価ワク
チンに変わっています。値段がそれまでよりも高くなったことは皆さんご存知と思います。ワクチンを
接種後、2～4 週間で抗体が産生され免疫がつきますが、その効力は 4～5 ヶ月と言われています。
免疫のつき方には個人 差があり、100％ 感 染を予防できる訳ではありません。ワクチンの究極の目
標は、感染した場合でも重 症化を防ぎ、死亡する人を減らすことにあります。副反応の問題がなけれ
ばできるだけ接種してください。
また、合併症であるインフルエンザ関連 肺炎を起こす細菌の一つに肺炎球菌があります。ハイリス
クグループの方は肺炎球菌ワクチンの接種も合わせてご検討ください。
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第1回十善会病院地域連携講演会
地域連携推進委員 薬剤部長 医療安全管理責任者

松谷

久

「地域医療連携強化に向けた取り組みの第一歩として、地域の開業医
の先生方および近隣の病院様との情報共有と意見交換を目的に開催す
る運びとなりました。」平成 29 年 10 月 27 日（金）ホテルニュー長崎
において第 1 回の地域連携講演会を開催しました。当院では、診療科ご
との地域連携勉強会は開催していましたが病院挙げての開催は初めて
です。
小川繁晴理事長による挨拶の後、各診療科の部長が診療科紹介を行
いました。
「名前は見るけど、電話では話したけど、顔を見るのは初め
て」という先生方も多かったのではないでしょうか。特別講演として、
笠伸年病院長より『十善会病院における脳卒中治療～ 30 年間のあゆ
み～』と題して、十
善会病院の歴史、脳卒中治療の変遷と現状の問題
点、そして連携の重要性などの話がありました。
講演会終了後の情報交換会では、当院の医師と地
域の先生方が診療科の垣根を超えて歓談されてい
らっしゃいました。出席者は合計 94 名、そのうち
院外からは 56 名の皆様にご参加いただきました。
（内訳は、右グラフをご参照ください。）
この場を借りまして、お忙しい中ご参加いただい
た皆様に感謝申し上げますとともに、共催いただきました第一三共株式会社様に厚く御礼申し上げま
す。今後も地域住民の皆様により良い医療を提供するために、開業医の皆様や近隣の病院様と、より強固
な連携関係を作り上げていきたいと考えております。
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4階病棟紹介

4階病棟師長

中島

泉

内科病棟は、主に呼吸器・循環器・消化器疾患の患者様を受
け入れ急性期看護を提供しています。
特に誤嚥性肺炎が多く、入退院の繰り返しがみられるのが現
状です。早期回復に向け、摂食嚥下チームを中心に毎週カンフ
ァレンスを行い、多職種と連携し嚥下障害の評価・誤嚥予防・
機能維持目的のリハビリを行なっています。また、療養環境を
整え、指示に準じ早期離床を図り、合併症予防に努めています。
近年、地域包括ケアシステムの構築が推進されており、病棟でも入院当初よりプライマリーナースを
はじめ、医師・リハビリスタッフ・医療ソーシャルワーカー・医事課・薬剤師・栄養士との情報交換を行い、
患者様・御家族に退院後の生活の場についてご意向を確認し退院支援を行なっています。
在宅復帰を目標とする場合は、急性期治療後早期に地域包
括ケア病棟に転棟して頂き、退院支援の継続を行なっていま
す。早期より関わる事で、ベッドコントロールも円滑となり在
院日数の減少、病床稼働率の上昇に繋がっています。また、
同時に緊急入院の受け入れ態勢もスムーズになってきました。
まさに、病院の理念である｢救急から在宅まで｣に基づいて職
員が動いていると思いませんか。この理念を掲げられた院長
先生の先見の明は素晴らしいと思います。
さて、ここでスタッフ紹介です。医師 9 名、看護職員 33 名が在籍し、定年後継続雇用・時間短縮勤務・
半日パートなど色々な勤務体系で WLB を保ちながら働きやすい環境を作っています。看護師の平均
年齢は 34.9 歳、美人ぞろいで、協力体制もよく、何よりも患者様に寄り添いプライマリーナースとし
ての役割を実践しています。また、毎月受け持ち患者様の事例を発表し看護の振り返りを行ない、各
自が自己研鑽し、治療に使われる医療機器の管理も的確に行っています。患者様からは、｢ここの病院の
看護師は、よう気付いて、よくしてくれる。やさしかよ。｣とお褒めの言葉を頂く事もあります。もちろん
その反面お叱りを頂く事もありますが、その度に全員が成長させてもらっています。ちょっと、天然？
なスタッフもいまして、時折会話が成り立たず A 医師の頭に？マークが 5 つくらい並んでいるのを目に
します。数秒後には笑いになり、楽しくユーモアもある職場だと思います。先生方もカンファレンスへ
の参加、患者様への病状説明も何度も行なわれ、信頼関係の深さを感じる事が多くあります。
病院の理念の中には｢患者様が満足し、職員も
満足する病院作り｣と言う言葉もあります。これ
からも緊急入院が多く忙しい毎日ですが、患者
様・御家族の気持ちを尊重し、話を良く聞くこ
と、人を診る ( 看る ) ことを大切にし、満足して
退院していただけるよう医療チームで連携・協働
していきたいと思っています。
また、今後の課題として地域との連携、看･看
連携の充実の強化に努めていこうと思います。
今後とも、内科病棟をよろしくお願い致します。
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パリの中心にある、観光名所としても有名な美術館です。中世の要塞、その後フラ
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地域連携室・医療福祉相談室 の
メンバーが増えました！
今 年 の９月より工 藤ＭＳＷが産休に入り、新たに４名のメンバーを迎えました。相談 業務が 初めて
のメンバーもおり、各病院・施設・事 業所の方々にはご迷 惑をおかけすることがあると思いますが、
どうぞ宜しくお願いします！

川原

木山

美咲

Ｈ29．4．1 入職
職 種：社会福祉士（2 階 病 棟担 当）
趣味：旅行・コーヒーを飲むこと
“ よろしくお願いします ”

浦見

内野美沙登

職 種：看 護師（４階 病 棟担 当）
趣味：ＤＶＤを観ること・猫と遊ぶ
“ 年はとっていますが、何せ新人です
のでお手 柔らかにお願いします ”

Ｈ29．
10．
１入職
職 種：社会福祉士（３階 病 棟担 当）
趣味：ドライブ・映画鑑 賞
“ 精一杯頑 張ります ”

恵子

Ｈ29．
６．
19 入職
職 種：事務（医 療福祉相談 室）
趣味：散歩・動物映画を観ること
“ まだわからない 事が多いので、
早くお役に立てるよう頑 張ります ”

新人紹介
① 森本

美穂

Ｈ29．10．１
看 護部より異 動

質問
内容

古株２人組（＾Ｏ＾）
辻本：入院調整（６階 病 棟担 当）
梶山：医 療 費相談（５階 病 棟担 当）
“ 初心 忘れるべからず の思いで、古 株
２人も初々しい気持ちで頑 張ります
ので、今後共宜しくお願いします“

笠室長

① 氏名・配属部署

③ 今の職種になるきっかけ

② 趣味・特技

④ 十善会病院の印象

茉々莉（リハビリテーション科）

② 美味しいものを作ったり、食べたり
すること
③ 子どもの頃からもの作りが好きで、
作業活動を用いてリハビリを行う
作業療法士に興味をもったため

こも だ

① 薦田

宮崎次長

⑤ これからの抱負を一言

とも こ

知子（看護部6F）

② ボーっと散歩すること
③ 高校生の時に友達の勧めで1日
看護体験に行ったこと

④ アットホームな病院

④ 職種関係なく、みなさんが仲良く、
キビキビ働かれていて、すごいなと
いう印象です

⑤ パートタイマーで短時間の勤務ですが、自分にできる
ことを精一杯頑張ります！よろしくお願いします！

⑤ みなさんに追いつけるように頑張ります。よろしくお
願いします。

① 平瀬

① 野口

美砂子（看護部3F）

明美（看護部5F）

② 服、小物作り

② 旅行

③ 母の介護をしていて、在宅医の
先生に勧められたため

③ 友人に誘われてヘルパーの免許を
取得したのがきっかけです

④ 昔からあって親しみのある病院

④ 変わった建物、迷路のよう

⑤ 少しでも誰かの手助けになれば良いなと思っています！

⑤ 入社して3ヵ月、まだ覚える事がたくさんあり迷惑を
かけると思いますがよろしくお願いします。

6

外 来診 療科別担当医表
᭶
୍デ
᪂ᝈ

ղ
ෆ

㻝㻚㻞㻚㻡㼃㻌䚷୰ᑿ
㻌㻟㻚㻠㼃
䡚㻝㻜㻦㻟㻜䚷ὠᒣ
㻝㻜㻦㻟㻜䡚䚷୰ᑿ

デ

Ỉ

⚟⏣

ᯇᮌ

ᮌ

㔠

ᅵ

႐ከ

᭷㻌㤿

㹕

⚄⏣
㹕

ὠᒣ

႐ከ

㯞⏕

Ꮫ་ᖌ

㯞⏕

⚟⏣

୍⯡ෆ⛉

䠄྾ჾ䠅

䠄ෆศἪ䠅

䠄྾ჾ䠅

䠄ᾘჾ䠅

㤿Ώ

῝ᇼ

ᅵᶫ

㤿Ώ

῝ᇼ

䠄ᾘჾ䠅

䠄ᾘჾ䠅

䠄྾ჾ䠅

䠄ᾘჾ䠅

䠄ᾘჾ䠅

ᯇᮌ

⚄⏣

ὠᒣ

ᅵᶫ

㻔㻰㻹䞉ෆศἪ㻕 㝸㐌㻌

㸦྾ჾ㸧

㸦ᚠ⎔ჾ㸧

㸦྾ჾ㸧

㸦྾ჾ㸧

୕デ

⛉

ⅆ

Ꮫ་ᖌ

㻞㼃㻌

㻌㻔⚄⤒ෆ⛉㻕 㻠㼃㻌

㻌Ꮫ་ᖌ
ᅄデ

⚄⏣

௦㻌

Ꮫ་ᖌ
㸦ᾘჾ㸧

 ᚠ⎔ჾ

30

ճᩚᙧእ⛉

⢾ᒀᩍᐊ㻌䠄ሙᡤ䠖ෆ⛉እ᮶䠅Ỉ᭙᪥㻌㻝㻟㻦㻟㻜䡚㻝㻠㻦㻟㻜㻌

᪂

ᮡᒣ ṇ



ᚿࠉ⏣

ᮡᒣ ṇ

బ⸨

ᑠ㛵

ᮡᒣ ṇ

ẖ㐌௦

辻本

ᮡᒣ ṇ

辻本

辻本(1W以外)
㏆⸨

մᙧᡂእ⛉

㏆⸨

㏆⸨

㏆⸨

㏆⸨

Ꮫ་ᖌ

յእࠉ⛉

ᮡᒣ ᮃ

⡿⏣

ࡁࡢ࠼
⏥

ᮡᒣ ᮃ

⡿⏣

➟

ㅖ⸨

Ặ⚟

➟

ΎỈ

Ᏻ୰

➟

ΎỈ

ᑠᕝ

ᑠᕝ

ᯇᑿ

ᑠᕝ

ᑠᕝ

$0
䐤㻌
⬻⚄⤒እ⛉ 30

շἪᒀჾ⛉

$0

ᑠᕝ

ࠉࠉ⡿⏣
ࠉࠉ⏥

㝸㐌㻌
௦㻌

㔝ಛ

30

պ፬ே⛉

㇂ཱྀ

㇂ཱྀ

㇂ཱྀ

㇂ཱྀ

㇂ཱྀ

ջෆど㙾

῝ᇼ
⚟⏣

㤿Ώࠉ႐ከ
Ꮫὠᒣ

῝ᇼࠉ⚟⏣
᭷㤿ࠉὠᒣ

῝ᇼ
႐ከ

㤿Ώ
ᯇᮌ

㇂ཱྀ
㸦➨㸲㐌ࡢࡳ㸧

➨㸰㐌
➨㸲㐌

䐬
䈜 ᙧᡂእ⛉䞉Ἢᒀჾ⛉䞉፬ே⛉䛿Ꮫฟᖍ䛺䛹䛾䜘䜚⮫䛻
ఇデ䛥䛫䛶䛔䛯䛰䛟ሙྜ䛜䛒䜚䜎䛩䚹
䛤ཷデ䜢䛤ᕼᮃ䛾ሙྜ䛿䚸ㄔ䛻ᜍ䜜ධ䜚䜎䛩䛜䚸䛚㟁ヰ䛷
䛤☜ㄆ䛔䛯䛰䛝䜎䛩䜘䛖䛚㢪䛔䛔䛯䛧䜎䛩䚹

社会福祉法人
〒850-0905

デ
⒪
ཷ


十善会

ᖹ᪥
ᅵ᭙᪥
᪥᭙࣭⚃᪥
ᩆᛴཷ

十善会病院

長崎市籠町7番18号

Tel：095-821-1214

㸶㸸㸱㸮㹼㸯㸯㸸㸱㸮
㸶㸸㸱㸮㹼㸯㸯㸸㸮㸮
࠾ఇࡳࡉࡏ࡚㡬ࡁࡲࡍ
㸰㸲㛫࣭ᖺ୰↓ఇ

Fax：095-824-4315

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

