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写真：野母崎の水仙

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
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　このじゅうぜん通信が皆様のお手元に届くの
は３月でしょうか？いずれにしても間もなく平成が
終ろうとしています。現在テレビ、マスコミでは
「平成とは？」といった時代の総括や「平成最期
の何がし」などが盛んに飛び交っています。
　私にとっての平成時代とは、ほぼ十善会病院
と共にあったと言っても過言では無いでしょう。
当院勤務は平成 5 年から8 年までの 3 年間と
平成 13 年以降今日に至るまでの併せて21 年
間になります。即ち平成の 30 年間のうちの 21
年、7 割を占める計算です。その他にも平成２
年頃には大学のリサーチ関連で当院に脳腫瘍
標本を取りに来ていましたし平成３年頃は義妹
が当院に長期入院をしておりました。平成 5 年
からの 3 年間は当時の栗原脳神経外科部長の
もとで忙しくも楽しく過ごさせていただきました。
既に開業されていた三宅先生の指導のもと、
慣れない顕微鏡下手術をドキドキしながらしたこ
とが懐かしく思い出されます。平成 13 年から
は新米脳神経外科部長として手術に冷や汗を
かきながら、酒の失敗、醜態は数知れず、職
場の皆さんに助けられ何とか現在に至った次第
です。平成 22 年に副院長を拝命し平成 26 年
からは病院長として、浅学非才の楽天家にある
まじき立ち位置で過ごして参りました。
　その間の社会の変化は眼を見張るものがあり
ます。平成５年当院の職員旅行で阿蘇に行った
際に、栗原部長が持参した携帯電話はランドセ
ルなみの大きさでした。当時の医者呼び出しは
ポケットベルだったと思います。その後パソコン

や携帯電話の普及、インターネット社会からス
マートフォン、AI 技術の進歩など、時代の進
化は加速度的にスピードを増しており、僅か30
年と言ってもその変貌振りに改めて驚くばかりで
す。医療をとりまく環境も大きく変わりました。
この時代の荒波の中、当院は2 年後に新築移
転を迎えます。私が昔から抱いていた十善会病
院のイメージは、いかにも長崎らしい古き良き
時代の匂いがする病院です。それが故に現代
の状況下で悪戦苦闘している面があることも否
めません。移転に向けて、良いものは残し変え
るべきものは変えて、それでもやっぱり十善会
病院の根幹となる精神、伝統を忘れずに、今
後も長崎市民の皆様の期待に応えられる、市
民の皆様の幸せな人生に貢献出来る病院であ
り続けたいと願い、職員の皆さんと苦楽を共に
しながら精一杯の努力をしていく所存です。近
隣の皆様の今後の更なる御指導御鞭撻を何卒
宜しくお願い申しあげます。

病院長　笠　伸年

病院長のごあいさつ
『平成』

TOPICKS 訪問看護

　訪問看護とはご自宅等に看護師等が訪問し
て看護を行うサービスです。「病気や障がいが
あっても長年住み慣れた地域や我が家で暮ら
したい」。その様な希望を叶え、その方が自分
らしく生活できる様に一緒に考え、ご支援させ
ていただいています。具体的には、病状の観
察や異常の早期発見、重症化の予防、介護支
援や相談等を行っていますが、療養上必要な
ことはかかりつけ医と連絡を取りながら行って
いきます。かかりつけ医は十善会病院の医師
だけなく、地域の病院や診療所の先生とも連
携を取らせていただいています。さらに、24
時間365日いつでも連絡を取れる体制をとって
おり、希望の方には緊急時の相談や訪問など
の対応もしています。
　また、十善会訪問看護ステーションは看護
師だけでなく、リハビリを行う作業療法士も在
籍しており、専門職によるリハビリテーション
も行っています。

　スタッフは看護師4名、作業療法士1名で活
動していますが、看護師は十善会病院から1
名、1年間派遣してもらっており、母体病院と
の連携の充実を図っています。全員経験豊富
で、さらに専門性の向上を図るべく研修等にも
多数参加しています。
　これからも社会福祉法人十善会の理念であ
る「救急から在宅までを目標に、地域住民の保
健・医療・福祉の向上に貢献する」を胸に掲げ、
地域で信頼され必要とされるステーションを目
指します。
　ご依頼がありましたら、かかりつけ医や担当
のケアマネージャーにご相談いただくか、直接
ステーションへご連絡ください。

十善会訪問看護ステーションです！

＊事務所はスカイビル 2 階から十善会健康管理
  センターの建物の 5 階に移動になっています。
  1 階に内線電話を設置し番号を提示しています
  ので、御用の方はご利用ください。

TEL 095-829-3714　FAX 095-829-3730十善会訪問看護ステーション
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『第30回 長崎県理学療法学術大会 in 長崎』
に参加して…

　みなさん、こんにちは！褥瘡対策委員会の森で
す。褥瘡対策委員会は、形成外科医の近藤加代
子先生を委員長とし、看護部 6 名、管理栄養士
1 名、理学療法士 1 名、薬剤師 1 名、在総看
護師 1 名でチームを組み、褥瘡発生の予防及び
褥瘡保有者の早期治癒を目指して、対策を討議・
検討し、その効果的な推進を図るために日々活
動しています。
　平成 30 年度は「超高齢化社会・地域包括ケ
アシステム推進における現状に対応できるようス
タッフのスキンケアの基本、褥瘡予防に対する意
識向上・知識・実践能力の向上を図り、退院後
も継続ケアできるように指導・教育する」を目標
に掲げ、チームで頑張ってきました。
　その活動は、月 1 回の委員会、毎週金曜日
9：30 からの褥瘡回診（毎月第 4 週は木曜日
の委員会開催後 16 時頃より回診）、卒後新人
研修会やオムツの当て方についてのランチョンセ
ミナー、年 2 回の全体研修会開催などがありま
す。全体研修会のテーマ・内容は、委員会を構
成している多職種が順番に担当となり開催してい
ます。これは褥瘡対策を多方面からみて考えるこ
とができるようにと、褥瘡予防・褥瘡の治癒を目
指すには、多職種の知識、実践力が必要である
ことがスタッフの皆さんへ研修会を通して伝われ
ばと考えて企画しています。　

　また、学会・褥瘡関連の院外研修会への参加
も、スタッフの皆さんを指導する立場である私達
委員の重要な活動のひとつと捉え、日々参加に
努めています。
　現在、目標にもあげている超高齢化社会・地
域包括ケアシステムの推進が図られていますが、
年々、当院へ入院される患者さんの褥瘡保有率
と褥瘡発生危険因子は増加しています。その多く
は当院へ入院する原因となった病気やケガのため
に発生したものではなく、入院前から有している
方々が多数で、今回の入院でさらに危険因子が
増加するという方がほとんどです。そのようなハ
イリスク患者さんは 1-2 時間でも局所に圧迫が
加われば褥瘡が発生してしまい、このようなハイ
リスク患者が多い現状から考えると、褥瘡ができ
てしまうのは必然と思えてしまいます。しかし、
発生してしまった褥瘡を治すには時間も費用もか
かりますし、一番の問題はさらに患者さんの苦痛
を増やしてしまうことです。そのような状況下で
あっても褥瘡を発生させないよう対策を考え、実
践へとつなげていくのが私達、医療スタッフの役
割です。その中心となるべく、褥瘡対策委員は
今後も日々、自己研鑽に励み、協力して活動し
ていこうと思います。どうぞスタッフの皆さんも
その一員として、ご協力をよろしくお願いいしま
す。

病院の取り組み

褥瘡対策委員会紹介　

　看護部　森　美保

　リハビリテーション科では、理学療法士・作業療法士・言語聴覚
士のそれぞれが日々の臨床技術の向上を目指して様々な学会や研修
会へ参加するなどの自己研鑽を励行しています。
　今回は1/19 ～ 20の二日間に渡って開催されました『第30回 長崎
県理学療法学術大会in長崎』についてご紹介します。30回目を迎え
た今年は記念大会として、参加人数が450名を越え、演題数が80件
と例年以上の盛り上がりでした。
　当院からは理学療法士16名のうち12名が参加し、運営スタッフで
４名、座長を１名、演題発表を３名が行いました。そこで演題発表
をした理学療法士３名に、今回の発表の概要を報告して頂きます。

　私は「当院に転倒により骨折し入院となった高齢者の特徴 －栄養状態に着目して－」という題
名で発表しました。当院に転倒骨折で入院された高齢者を対象とし、その特徴や栄養の関係性
を整理しました。その結果、調査対象者 45 名のうち 16 名（36％）が入院時にすでに低栄養
状態であることがわかりました。また、大半が入院前の在宅生活の時点から階段昇降や転倒の
不安など運動機能の低下を自覚していました。
　現在の整形疾患の入院後の対応は、理学療法士の訓練が主体となりがちですが、今後は高
齢者の健康状態の再建を含めた栄養面の支援（NST 委員会、管理栄養士、看護師などの多職
種との関わり）を構築する機会に繋げたいと思います。植田 浩章

（臨床経験 7 年目）

　私は「当院に入院した虚弱高齢者の痛みに関する実態調査」という題名で発表しました。近年、
急速する高齢化に伴い、当院の入院患者においても加齢に伴う心身の活力が低下した虚弱高
齢者（いわゆる｢フレイル｣）の割合が増加しています。今回は近年のトピックスであるフレイル
の高齢者の痛みについて調査しました。その結果、対象者 24 名のうち 11 名（45.8％）がフ
レイル状態に陥っており、非フレイルの高齢者と比べると痛みを｢強く感じる｣｢固執し易い｣とい
う特徴がみられました。先行報告では “フレイルという状態は、適切なリハビリテーションにより、
元の健康な状態まで回復し得ることが可能である…” とされています。今後も調査を継続し、
当院での具体的な対応策の提案や効果判定に繋がるように精進していきたいと思います。佐々木 遼

（臨床経験４年目）

　私は「帯状疱疹後神経疼痛に対する理学療法の考察」として症例報告の機会をいただきまし
た。帯状疱疹後の神経疼痛で当院に約１ヶ月入院された患者さんで、歩行困難な状態から屋
外歩行まで可能となり退院されました。
　今回は大学の｢疼痛の講義｣で習った評価や指導 ( ペイシング ) を実際に活用し、その効果を
実感でき貴重な体験を得ることが出来ました。また、入院前の生活レベルでの退院という安直
な考え方ではなく、これからの患者さんの生活や人生の在り方を一緒に考えられる療法士にな
らなければと感じました。これからも患者さんに適切な治療が行えるように、知識や技術を身に
付けるよう努めてまいります。西本 貴思

（臨床経験１年目）
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　今回は、ししとき川沿いにある「長崎和食 惣重」
を紹介します。外観も店内も大人の雰囲気です。料
理長が厳選した魚や長崎の伝統野菜など提供され
ています。
　お料理は一品からコース料理まであります。飲み
放題はありませんが、日本酒・焼酎などお酒のメ
ニューも豊富です。味はもちろん美しく丁寧な盛り

付けは、目にも口にも美味しいです。酒呑みさんに
は、「酒肴コース」という品数をおさえて質を上げ
たコースもあります。
　ゆったりとした白木のカウンターでひとり呑むもよ
し、賑やかにまたは隠れ家的に個室を利用するもよ
し。満席で入れないこともあるので、来店の際には
予約されることをお勧めします。

長崎和食　惣重
ナガ サキ    ワ   ショク     　ソウ  ジュウ

お　店

長崎市鍛冶屋町3-2　
TEL.095-895-7473

場　所

コース料理5,000円～予　算

日曜日定休日

　「人間は顔じゃないよ、心だよ」と思っている人は
たくさんいるでしょうが、美男美女は大嫌いで、醜
男醜女が大好きという人はかなりの少数派と思いま
す。何だかんだ言っても大多数の人は美男美女が好
きなのです。今回の戯言は美人について、私は美
男子には興味がありませんので、美女について考え
てみたいと思います。
　昔、研究会で東京に行った時のことです。研究
会場は都心のど真ん中で宿泊も都心の（安めの）
ホテルでした。翌日時間があったので後輩達と銀座
に行ってみました。銀座には高級ブランド店がたくさ
んあり、ルイヴィトンかティファニーか、どの店か忘れ
ましたが、とある店に入ったときに（もちろん購入す
る予定はなく冷やかしです）、そこには思わず息を呑
み我を忘れて見惚れてしまう様な美女がいました。
品物を探す振りをして、何度もその女性の近くをウロ
ウロした覚えがあります。この女性の為なら何でもす
る、世界中を敵に廻しても構わない！と思えるほど
の美女でした。今思えば不審者として通報されなく
て良かったです。
　でもその女性が世界一の美女かどうかは判りませ
んよね。前にどこかで「世界の美女 100 人」とか
いうのを見たことがありますが、それってどうやって
決めるのでしょうか？世界的権威の美女評論家なん
て人達がいて決めるのでしょうか？そもそも美女とは
どう定義されるのでしょうか？以前とある芸能人につ
いて「眉、目、鼻、唇などそれぞれのパーツはとっ
ても美しいのに配置がちょっとズレていて惜しい」と
いう話を聞いた覚えがあります。昔私の廻りにも美
人なのに鼻の形がちょっと惜しい人とか、瞳が最高
にきれいなマスク美人などがいたような気がします。
とすれば全てのパーツが美しくて、それが完璧な配
置にあれば絶世の美女なのでしょうか？誰でも美し
いと感じる完壁な配置、黄金比率があるのでしょう
か？完璧なパーツと配置を数値化して客観性のある
美人ランキングは可能でしょうか？
　あまりにくだらない話とお叱りを受けそうなので、
ここで少し視点を変えたいと思います。
　紙幣には人物の顔が精密に印刷されていることが
多いのですが、それは人間が顔のちょっとした違い

で違和感を感じる事が出来るので、偽造に気付きや
すい、ニセ札防止に役立つことが理由だそうです。
人間は素晴らしい顔認識能力を持っていると言える
でしょう。現在セキュリティー対策として AI による顔
認証システムが開発され実用化されつつあります。
あれは（多分）膨大な数の顔の計測データを集め
てそれと照合することによって、一瞬で個人を特定、
識別するものだと思います。でも、我々人間は成長
して子供の頃と全く違う顔になった親戚に十数年ぶ
りに会った時、「あの頃の面影が残っているね」と思
うことが出来ますが、AI、顔認証システムに昔の面
影を感じ取ることが出来るでしょうか？ 人間の脳は、
個人認証を顔の造作のみではなく、話し方、しぐさ、
匂い、思い出など多様な情報で総合的に判断して
いるのかも知れません。それは数値化困難であり、
今後も AI には不得手な分野だと思います。多様な
要素が関係してくるのであれば美人の好みも人それ
ぞれであり、先程述べた数値化した客観的な美人ラ
ンキングというのは無意味なのでしょう。女性の優し
い言葉使いやちょっとしたしぐさ、憂いに満ちた横顔
などに一瞬で虜になってしまうことは私もよく経験す
ることです。「惚れてまうやろ～！」で人気がでたお
笑い芸人と同じですね。
　なぜ人は、人のみならず生物は異性を求めるのか、
なぜ性というものが出来たのか、即ち昔は無性生殖
をしていた生物界になぜ繁殖に不都合な有性生殖が
生まれたのか、環境の変化に対応するためとか色々
言われていますが、その正確な意義、経緯はやはり
謎です。所詮我々は宇宙の大きな摂理に翻弄され
て、異性を求めて四苦八苦しているちっぽけな存在
なのでしょう。

その７、美人（びじん）

病院長　笠　伸年

　1月26日、看護研究発表および実践報告会を開催しました。看護職だけでなく参加された医師からも活発な
質疑応答が行われ充実した発表会となりました。今後の看護ケアや日々の業務に活かしていきたいと思いま
す。

看護研究発表および実践報告会
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※ 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　 土橋 佳子
　 10:30 ～中尾 英太郎

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 )

伊藤 博之
( 呼吸器 )

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 神田 宗武 喜多 由子 有馬 哲彦

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

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

小関 弘展
杉山 正泰

杉山 正泰

杉山 　望

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


