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写真：玄関入口の門松

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 TAKE FREE
（無料）
ご自由に

お持ちください。
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　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。
　昨年の漢字は「災」でした。確かに大阪、北
海道の地震、各地での豪雨災害、台風災害な
どが相次ぎ、災害の多い年でありました。国は
国土強靭化法を策定し、天災への備えを強化
する政策をとっています。しかし火山の上に国
全体があるような国土で、斜面に住居が密集
するような居住環境を考えますと、どのくらいの
成果が上がるか疑問です。今年は災害の少な
い年であってほしいと切に願います。天災は避
けられない面もありますが、人災はぜひ避けた
いものです。人災の最たるものである戦争、紛
争、テロは世界のあちらこちらで続いており、
難民の数も増加の一途のようです。米国のアメ
リカファースト政策により、この情勢はさらに悪
化する懸念を抱かざるをえません。
　昨年は企業の不祥事が相次いだ年でもありま
した。基準に達していない製品を何年にもわた
り出荷した事例が日本を代表するような企業で
複数明るみになり、日本の製造業への信頼を
揺るがす事態となっています。日本の企業風土
が劣化しているのではないかと少し心配になりま
す。しっかりと立て直していただきたいと思い
ます。
　今年は亥年であります。意味としては冬の季
節、落葉して種に生命を引き継いだ状態とのこ
とです。春の芽吹きまで硬い種の中でエネル
ギーを内にこめているというイメージでしょうか。

個人は学習し、才能を開花させる準備、組織
としては人材育成や財務基盤の強化など、内
部の充実を心がける年ということです。
　亥年は猪の年でもあります。昨今は猪による
農作物被害や、町中に出てきてけが人が出る
など、迷惑な動物との印象がぬぐえません。私
が3年間過ごした対馬では、人気のない山中に
石垣が何か所もありました。聞くところによると
猪退治のため作られたものとのことでした。対
馬藩の執念で、ついに全滅させたとのことで
す。やはり迷惑な動物だったのでしょう。共存
できればよいですが、農家にとっては頭の痛い
存在です。
　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です。建設をほぼ自己資
金でまかなわなければならない民間病院にとっ
ては大きな困難が伴いますが、亥年にならい内
部の充実を心がけ、職員や地域の協力をいた
だき、難局を乗り切りたいと考えています。
　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
新年のご挨拶

TOPICKS

院内感染対策

　こんにちは！感染対策委員会です。
　私たち感染対策委員会とは、目に見えない
微生物を相手に、患者さんや職員に安全で快
適な医療環境を提供するという、病院にとって
なくてはならない委員会です。
　病院とは、外来・入院患者さんの病気を治
療する場であると同時に、さまざまな微生物の
感染症を持った患者さんが集まる特有な環境
です。特に免疫力が低下した患者さんや高齢
者では、感染力の弱い細菌でも院内感染を起
こす危険性があります。院内感染とは、病院
や医療機関内で医療従事者などを介して、新
たに細菌やウイルスなどの病原体に感染するこ
とを言います。院内感染の中には抗生物質の
効果が弱いあるいは効かないといった、多剤
耐性菌による感染もあり、社会的な問題となっ
ています。
　委員会の活動内容は、感染症の発生状況や
保菌状況、環境汚染状況等の把握、感染対策
マニュアルの作成と見直し、院内ラウンドによ
る感染対策の徹底と指導 、職員への教育と啓
蒙などがあり、感染対策チームと連携しながら
行っています。
　毎年、インフルエンザや感染性胃腸炎の流
行の情報が、国や県から発信されています。
当院では流行状況を常に把握し、状況によっ
ては「院内へ感染症を持ち込まない」ための対
策として、面会制限あるいは面会禁止を行って
います。 それにより入院中の患者さんが安心し
て療養していただける体制が確立できると考え
ています。 感染症の流行期は、面会を希望さ
れる方々に、大変ご迷惑をおかけすることと思
いますが、ご理解とご協力をいただけますよ

う、よろしくお願いいたします。
　また今年度は例年になく風疹の流行がみら
れており、特に39 ～ 56歳の予防接種をして
いない世代の男性が多く罹患している状況で
す。抗体を持たない妊娠初期の妊婦さんが罹
患すると、風疹ウイルスが胎児に感染して、出
生児に先天性風疹症候群 （CRS）と総称される
障害を引き起こす可能性があり、侮れない感
染症の一つです。この機会に、ご自身の風疹
の罹患歴や予防接種歴を思い出していただき、
わからない場合は母子手帳を見る、ご家族へ
聞くなど確認されてはいかがでしょうか？妊娠
を希望する女性や予防接種を受けていない、
妊婦の周りにいる配偶者はもちろん、同居家
族の方は検査を受けておくことをお勧めします。
　この広報誌が配布される頃は、インフルエン
ザの流行がピークの時期となっているかもしれ
ません。ぜひ日常の手洗い・うがいを積極的
に行ってください。さらに充分な睡眠をとるこ
とで身体の免疫力は高まります。日頃より感染
予防に努めていただき、なにか体調がおかし
いと感じることがありましたら、早めに受診し、
検査、治療を受けてください。今年も寒い冬
を乗り切っていきましょう！
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指導医：日本外科学会、日本消化器外科学会、日本消化器病学会、 
　　　　日本肝胆膵外科学会、日本静脈経腸栄養学会
認定医：日本医学英語検定３級、消化器がん外科治療認定医

長崎西高等学校卒業。１９８５年長崎大学医学部卒業後、同大
学医学部第二外科入局。１９９５年７月米国ネブラスカ州立大学
エプリー癌研究所留学等を経て、１９９８年５月から静岡県の浜松
医療センター外科に赴任し、同病院の手術センター長、医長を
兼務。２０１８年１１月に十善会病院消化器外科に着任。

静岡県より約２０年ぶりに、生まれ育った長崎に帰って来られました、池松 禎人（いけまつ 
よしと）先生にいくつか質問していきたいと思います。

新任医師紹介

池松 禎人
いけ  まつ　  よし    と

〈専 門 分 野〉
〈資 格 等〉

〈 略 歴 〉

【プロフィール】
消化器外科（特に肝胆膵外科）

写真は奥穂高岳山頂から見る槍ヶ岳

趣味は山登りで、長崎に戻る直前まで日本アルプスに登っていました。それからバスケットボー
ル、プレーも観戦も両方やります!ゴルフも少々、毎朝ジョギングもしてます。

先生の趣味や特技がありましたら、お聞かせください。？

幼少期には病弱で入退院を繰り返していたため自己管理の最善方法として医師になろうと思いま
した。

医師を目指されたきっかけを教えてください。？

消化器外科で、なかでも肝胆膵外科になります。最近は栄養療法にも興味深々です。
先生の専門領域を教えてください。？

古くから長崎の町にとけ込んだコンパクトな病院だと思います。
十善会病院の印象をお聞かせください。？

病気のみならず病人を看れる外科医を目指し
ますので何でもご相談ください。

患者様にメッセージをお願いします。？

長崎の生まれ育ちです。縁があって静岡県浜
松市にある浜松医療センター消化器外科で勤
めさせていただいていましたが、再びご縁を
いただいて20年ぶりに長崎に戻ってくる事に
なりました。これまで蓄積した知識と技術を地
元長崎に還元できる方法を模索します。

最後に一言お願いします。？

最近物忘れが気になる…そんな方におすすめしたい検査です。
ＭＣＩとは「軽度認知障害」のことで、健常者と認知症の中間の
段階です。日常生活には支障ありませんが、約 5 年でその半
数以上が認知症に進行するといわれています。ＭＣＩの段階で
適切な予防や治療をおこなえば、認知症の発症を防ぐことや
遅らせることができるとわかっています。

「ＭＣＩスクリーニング検査」は、採血により、認知症の中でも最
も多い、アルツハイマー型認知症の前段階であるＭＣＩのリス
クをはかります。

リスクが高い方も適切な予防や治療によって予後に差が出ます。
ご心配な方はいかがでしょうか？

新しい検査のお知らせ 十善会病院健康管理センター

MCIスクリーニング検査

問い合わせ先：十善会病院健康管理センター　TEL：095-828-3008(直通)

1回の採血（約7mL）で、検査することができます。（要予約）
料金：￥21,600

詳細については、下記へお問い合わせください。

もの忘れ…
気になり

ませんか？

引用・参考文献：株式会社MCBI.　“MCI スクリーニング検査のすすめ”

無料低額診療事業とは・・・・
経済的理由によって、必要な医療を受ける機会が制限されることのないように、
≪医療費の免除を行う制度≫です。

無料低額診療事業のご案内医療費にお困りの方へ

どのような人が利用できるの？
○当院で治療を受けられる方で、経済的な理由で診療費の支払いが困難な方です。　
　※ただし、一定の条件があります。

対象となる医療費は？
○当院での診療費（パジャマ代やお部屋代は含まれません）に限ります。　
○院外処方による調剤薬局等でのお支払いは対象になりません。
利用するには？
○希望される場合は医療福祉相談室へお申し出ください。
○医療ソーシャルワーカーがお話をうかがいます（守秘義務を守ります）。
申請に必要なものは？
○健康保険証・収入のわかる資料・通帳などが必要です。

ご相談は
無料です

本制度の対象にならない場合でも、他の社会資源の紹介や分割払いなどご相談に応じ一緒に考えていきます。
お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談下さい。

十善会病院 医療福祉相談室 （病院１階受付そば⑬番） 代表電話：（０９５）８２１‒１２１４　月曜日～金曜日 ９：００～１７：００
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池松 禎人
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〈資 格 等〉

〈 略 歴 〉

【プロフィール】
消化器外科（特に肝胆膵外科）
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もの忘れ…
気になり

ませんか？

引用・参考文献：株式会社MCBI.　“MCI スクリーニング検査のすすめ”

無料低額診療事業とは・・・・
経済的理由によって、必要な医療を受ける機会が制限されることのないように、
≪医療費の免除を行う制度≫です。

無料低額診療事業のご案内医療費にお困りの方へ

どのような人が利用できるの？
○当院で治療を受けられる方で、経済的な理由で診療費の支払いが困難な方です。　
　※ただし、一定の条件があります。

対象となる医療費は？
○当院での診療費（パジャマ代やお部屋代は含まれません）に限ります。　
○院外処方による調剤薬局等でのお支払いは対象になりません。
利用するには？
○希望される場合は医療福祉相談室へお申し出ください。
○医療ソーシャルワーカーがお話をうかがいます（守秘義務を守ります）。
申請に必要なものは？
○健康保険証・収入のわかる資料・通帳などが必要です。

ご相談は
無料です

本制度の対象にならない場合でも、他の社会資源の紹介や分割払いなどご相談に応じ一緒に考えていきます。
お一人で悩まず、まずはお気軽にご相談下さい。

十善会病院 医療福祉相談室 （病院１階受付そば⑬番） 代表電話：（０９５）８２１‒１２１４　月曜日～金曜日 ９：００～１７：００
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①掘りこたつ式 ~ なんと、冬は掘りこたつから温風♪足もいたくならないね ~
②とにかく財布に優しい（*^_^*）さんまとか、お刺身とかついて、鍋ももりもり食べれて、
　飲み放題で ~ この価格 ~ 優しすぎですよ ~
③店員さんが鬼優しい～早くきすぎた私にビールを出してくれました（粋なサービスよ♪）

　南部にこんな素敵すぎる店があろうとは、南部す
ごすぎるぞ～って、十善会周辺じゃないんか～いっ
て、ツッコミがはいりそうですが、ご安心を～浜の
町に姉妹店がある上、長崎市全域、送迎バス運行
しております～宴会も安心です (^^♪
　今回は、保育園のママ友との運動会頑張ろう会
です♪ずいぶん手前でバスをおり、3０分ほど走っ
て集合時間の３０分も前に到着。～なんのために？？
そう、保護者のリレー参加に立候補したからです～
♪息をきらした私を包み込むように、さっと生ビー
ルのサービス！！粋すぎる ww「3０分も前にきてしまっ
た～もう、暇だな～時間の無駄だぜ～」と、心の
中で不満ばかりの私に、冷たいけど思いっきり私の
心を温めるビールが、可愛らしい店員さんから手渡
されたのです～メロメロ～ってなっちゃいました♪も

う、気分よくひとり宴会♪
　サービスもさることながら、料理もおいしいので
すぅ～さんまに脂がのりすぎていて、唇がてか～と
かわいらしくなっちゃうくらいです♪気軽な仲間たち
なので、鍋も、自宅かってくらい、自分の箸でつつ
きまくりです～そんな家にいる雰囲気にもなれちゃう
素敵なお店です♪
　私は肉も好きなのですが、ここには、ステーキも
あるようです！！今度ひとりのみ実施の際には、ぜひ、
300g のお肉をオーダーしよう計画です。うふふ
(*´ 艸 `*)
　そうそう、その１週間後、保護者リレーに意気込
んででた私、なんと漫画のごとくコケました♪今度
の飲みのネタにしよう～って思えた私 (^^♪飲みっ
て全てを笑いに変えてくれますね♪最高♪

（文責：みぃ）

五平太（南部）：姉妹店が浜の町にあります。お店

長崎市深堀町１丁目161-21場所

4000円の飲み放題♪コース
秋のコース（長崎サラダ・旬のお刺身・季節の天ぷら・塩さんまのホイル焼き・
焼き鳥2種・秋のほっこりお鍋・さつまいもの炊き込みご飯）

料理

ココ
ポイント 

番外編

市内全域、
無料送迎バス運行！

　明けましておめでとうございます。今年も皆様に
とって良い年でありますようお祈り申しあげます。今
回の戯言はお正月に相応しく、美味しい食べ物の話
から始めたいと思います。
　世の中に美味しいものは沢山ありますが、日本人
が大好きな食べ物の一つに “お米、炊きたてのご飯”
を挙げることができるでしょう。ご飯についての私の
思い出を２つ紹介します。私もご飯が大好きです。
でもそれは “良いご飯の友” があってこそと思ってい
ました。白菜漬や辛子明太子が私のイチ押しです。
　高校２年の修学旅行で京都の旅館に泊まった時、
一部屋に8 人くらいでしたが食事はそれぞれの部屋
で食べるスタイルでした。同部屋のN 君が「おい笠
君、大食い勝負をしようぜ」と挑戦してきたので当
然受けて立ちました。お互いドンブリ飯を7杯食べて、
他の同級生が残したおかずも全部食べ尽くしました。
ご飯はおひつごとおかわりしたのでまだたくさん残っ
ています。部屋中のおかず（＝ご飯の友）が無くなっ
たので僕が「N君、引き分けだね」と言うと、彼は「ま
だまだ！」と言ってドンブリ飯にお茶だけをかけて 8
杯目をたいらげ、私は「参った！」と降参しました。
次の日の朝食はさすがに食欲が無かったのですが、
我々の部屋には最初からおひつが２つ用意されてい
ました。
　このようにご飯だけでは食べられない私を驚嘆さ
せたのが新潟の新米でした。３１歳の頃、秋に学会
で新潟に行った際に自宅へのお土産に少量の新米を
買ってきました。それを普通の炊飯器で普通に炊い
たご飯！あまりの美味しさにおかずを食べることを忘
れてお茶碗１杯のご飯を完食してしまいました。「新
潟の新米、恐るべし！」と感動したことを今でも鮮
明に覚えています。
　近頃日本人の米の消費量は減少しているそうです
が、パンもラーメンもうどんもケーキも全ては穀類、
即ち炭水化物、糖質が主体です。我々日本人のみ
ならず人類は炭水化物、糖質が大好きなのです。
一方、近頃巷では炭水化物抜きダイエット、糖質制
限が盛んに言われています。その論拠は、「人類が
農耕を手に入れて穀類を主食とするようになったの
は僅か 1 万年前の事である。人類が誕生した約

700万年前から699万年間は狩猟採取を生業にし、
たまに手に入る糖質は熟れた果実くらいのものであっ
た。人類の身体は炭水化物、糖質摂取に慣れてい
ないのだ。」ということだそうです。現代人に蔓延す
る糖尿病は万病のもとであり、また認知症にも関与
しているとも言われています。狩猟生活の時代には
糖尿病など存在すべくも無かったことでしょう。狩猟
生活時代はみんな平等で平和な社会であったでしょ
うが、農耕が始まってから人類には貧富の差、階級
社会が形成され、これらは争い、戦争の原因にもな
り得ます。炭水化物、それは神様が１万年前に地
球上から人類を駆逐する目的で投与した抗生物質な
のかも知れません。
　でもやっぱり新米の炊きたてご飯、飲んだあとの
締めのおにぎり、豚骨ラーメン、焼きたてのパン等々、
これら美味しいものが存在しない世界を想像すると、
私にはとても堪えられそうにありません。私が愛読す
る藤田　紘一郎先生は多数の著作の中で「人間の
脳はバカなので糖を欲しがり、腸はかしこいのでそ
れを制御している」と繰り返し述べられています。節
度を持って炭水化物を食べ過ぎないようにすれば、
脳の欲望を自在にコントロールすることが出来れば良
いのだろうと思います。それが出来る人間を（超人
ではなく）腸人とでも呼びましょうか。「甘い物が欲
しくて堪らない」とか「何が何でも豚骨ラーメンが食
べたい」と思う時でも、また馬鹿な脳が騒いでるだ
けだな、と一歩下がって冷静に判断できるような、
脳を制御出来るような腸人になりたいものです。しか
し私の現状はまだまだ修行が足りず、ついつい仕事
中にこっそり隠れてチョコレートを食べてしまいます。
全く我ながら情けないほど脳人！
　皆様方どうか今年も暴飲暴食を控えて健やかにお
過ごし下さい。

その 6、炭水化物、糖質（たんすいかぶつ、とうしつ）

病院長　笠　伸年

忘忘年年
2018

会会
十善会病院
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しくて堪らない」とか「何が何でも豚骨ラーメンが食
べたい」と思う時でも、また馬鹿な脳が騒いでるだ
けだな、と一歩下がって冷静に判断できるような、
脳を制御出来るような腸人になりたいものです。しか
し私の現状はまだまだ修行が足りず、ついつい仕事
中にこっそり隠れてチョコレートを食べてしまいます。
全く我ながら情けないほど脳人！
　皆様方どうか今年も暴飲暴食を控えて健やかにお
過ごし下さい。

その 6、炭水化物、糖質（たんすいかぶつ、とうしつ）

病院長　笠　伸年

忘忘年年
2018

会会
十善会病院



※ 整形外科・形成外科・泌尿器科・婦人科は学会出席などに
　 より臨時に休診させていただく場合があります。
    ご受診をご希望の場合は、誠に恐れ入りますが、お電話で
    ご確認いただきますようお願いいたします。

診
療
受
付

８:３０～１１:３０
８:３０～１１:００
お休みさせて頂きます

平 日
土 曜 日
日曜･祝日

外来診療科別担当医表

●無料駐車場はございません。
誠に恐れ入りますが、悪しからずご了承ください。

●十善会病院患者様専用駐車場（有料・時間制）が満車
の場合は、お近くの駐車場をご利用いただきますよう
お願いいたします。
専用駐車場にお止の際は、思案橋方面からの一方通行
となりますので、ご利用の際はご注意ください。

●指定駐車場
　唐人屋敷パーキング、新観光タワーパーキング
　※専用駐車場又は指定駐車場をご利用いただきますと当
日受診された外来患者様に限り、１時間無料券を発行
しております。

十善会
病院

P
P

P P
P

P P

P

唐人屋敷
パーキング

湊公園

イオン長崎店

←至 思案橋・銅座

←至 浜町

至 石橋→至 出島↓

←至 浜町

ホテル
JALシティ

新観光タワー
パーキング

患者様
専用駐車場

十
八
銀
行

Ａ
Ｔ
Ｍ

健康管理センター
ス
カ
イ
ビ
ル

ワシントンホテル
新地中華街

広
馬
場
商
店
街

セブンイレブン

十八銀行本店 NTT

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/

新地中華街電停

救急受付 24 時間・年中無休

月

喜多 由子
( 一般内科 )

1.2.5W 　中尾 英太郎
　3.4W

～ 10:30　 神田 宗武
　 10:30 ～中尾 英太郎

1.3.5W 古井 純一郎
　2.4W 円城寺 貴浩

馬渡 文弘
( 消化器 )

松木　 啓
( 呼吸器 )

近藤 加代子

杉山　 望

近藤 加代子

杉山　 望

近藤 加代子

虎島 泰洋

大学医師近藤 加代子 近藤 加代子

諸藤 陽一
笠　 伸年
小川 繁晴

氏福 健太
清水　 正
小川 繁晴

野俣 浩一郎

笠　 伸年

松尾　学

清水　 正

小川 繁晴

安中 正和

小川 繁晴

谷口 忠臣 谷口 忠臣 谷口 忠臣 谷口 忠臣 谷口 忠臣 谷口 忠臣
（第４週のみ）

笠　 伸年

小川 繁晴

新
再

AM
PM

AM

PM

AM
PM

麻生 憲史
( 呼吸器 )

馬渡 文弘
( 消化器 )

麻生 憲史
( 呼吸器 )

福田 祥子

深堀 愛子
( 消化器 )

大学医師
( 糖尿病 )

深堀 愛子
( 消化器 )

神田 宗武
( 循環器 )

大学医師
( 内分泌 )

大学医師
( 消化器 )

大学医師
(神経内科)

松木　 啓 伊藤 博之 喜多 由子 有馬 哲彦

伊藤 博之
( 呼吸器）

伊藤 博之 ( 呼吸器） 糖尿病教室 （場所：内科外来）水曜日 13:30 ～ 14:30 

二 診

三 診

四 診

整形外科

形成外科

外  　科

内 視 鏡

エ  コ  ー

泌尿器科

婦 人 科

脳神経外科

火 水 木 金 土

一 診
( 新患 )

内

　
　
　
　
　科

土橋 佳子
( 呼吸器 )

土橋 佳子
( 呼吸器 )

神田 宗武
( 循環器 )

隔週
交代

2W

AM
PM

杉山 正泰
志田 崇之

深堀 愛子
大学医師
深堀 愛子
神田 宗武 神田 宗武

深堀 愛子　喜多 由子
福田 祥子

馬渡 文弘
松木　 啓

第２週
第４週

馬渡 文弘　喜多 由子
大学医師

深堀 愛子　福田 祥子
有馬 哲彦

放
射
線
科

磨田 勝範

磨田 勝範

大学医師

磨田 勝範

喜多 由子

磨田 勝範

福田 祥子

磨田 勝範 磨田 勝範

AM
透視検査

PM
血管撮影

楠本 美奈子 楠本 美奈子 髙橋 明美健康管理
センター

杉山 正泰
辻本 　律

杉山 正泰 小関 弘展
杉山 正泰

向井 順哉
辻本　 律

杉山　望 杉山　望 杉山　望
（第2・4週）

毎週交代
辻本 律 (1W以外 )

池松 禎人 池松 禎人
杉山　 望


