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急性期医療

脳 卒 中 週 間

その８、お金（マネー）
私の大学生時代、特に５、6年生時はかなりお金

定な国の貨幣は突然価値が暴落して紙くず同然にな

に苦労していました。大学４年まではアルバイトで小

ることもあります。サバンナの真ん中で武器を持たず

遣い稼ぎをしていたのですが5年生になると勉強が

に空腹のライオンの群れに囲まれたときは、いくら大

大変になるだろうからとバイトをやめて収入の全てを

金を持っていても何の役にも立ちません。お金それ

親からの仕送りに頼る生活となりました（実際は５、

自体には栄養価も無く、絶海の孤島に漂着した時は

６年生でもさほど勉強しませんでしたが）。実家は裕

１００万円の札束３つよりも3個のあんパンと缶コー

福ではありませんが貧困というほどでもなく仕送りも

ヒーの方が有り難いかもしれません。また
「大金持ち

それなりの金額を貰っていたのですが、計画性が無

＝幸せ」かどうかについても私は懐疑的です。例えば

い、後先考えない性格と言うか有れば有るだけ使っ

世界一の大富豪の個人資産が5兆円として、それを

てしまって、仕送り金の平均寿命は約２週間、次の

生きているうちに使い切ってしまおうと考えたら、残

送金までの半月をいかに生き抜くかというのがいつ

りの人生が50年としても年間1000億円、１日３億円

ものお決まりのパターンでした。なけなしの数千円

弱を使う計算です。毎日色違いのスカイライン
（車で

で2週間分の食料を買い込んで自炊したり
（当然昼メ

す）を買っても、毎日銀座の高級寿司店で食事をし

シ抜き）、貧乏期突入直前の贅沢としてほっかほっ

ても到底追いつきません。何をしても感動しない人

か亭のノリ弁ごはん大盛り
（260円+ごはん大盛40

生になりそうです。使い切ってしまわなくても子供た

円増し）で空腹を満たしたり等々いろいろ工夫をして

ちに遺産相続争いが勃発したり、何だかあまり幸せ

いました。所有物の中で一番高価だったステレオラ

な人生じゃ無い様に感じます（持たざる者のひがみで

ジカセ
（既に死語？）を質屋に入れたことも有ります。 しょうか？）。きれいな海や山に囲まれて、新鮮な魚
いよいよ生活費に困り、新しい教科書を買うと母親

や野菜を自給自足して、魚釣りや登山を楽しむ、そ

に嘘をついて追加の仕送りを貰った時はさすがに申

ういう生活には大金は不要です。所詮お金とは沢山

し訳なく、今でも思い出す度に少し胸が痛みます。

の人間が密集し、多くの約束事に縛られた都会でそ

しかしながらお金がない中でも逞しくしぶとく、あの

れなりに生活する為の一つの道具で有り、大金を稼

手この手を考えながらの生活はそれなりに楽しかっ

ぐということはそんな社会で他人を押し退けて成り上

た学生時代の思い出です。所詮は学生、扶養家

ると言う事かも知れません。人間社会で凄い業績を

族であり、最期は親が何とかしてくれると言う甘え

成し遂げ、その対価として大金を手にいれることは

があったのかも知れませんが悲愴感や苦痛は殆ど感

素晴らしいことだと思いますが、大金持ちが即ち優

じていませんでした。だからこそ無計画な金の使い

れた人で貧困者は人間的に劣っているとは断定出来

方が改善しなかったのでしょう。仕送り前日に銀行

ません。究極の人間の目的は幸せな人生を送ること

口座にお金が残っている、という当時の夢は結局一

で有り、それは大富豪であることと同義語ではない

度も実現しませんでした。

と思います。清貧に甘んじて幸せな人生を送ってい

人生の目的は金を稼ぐこと、大金持ちになるこ
と、と思いますか？確かにお金があれば（売っている

人間社会の中で新病院を建設し人間社会に役立

ものは）何でも買えます。近い将来、知能や生命

つ病院で有り続けることを目指し、建設費用高騰や

（長寿）まで買えるようになるかもしれません。しかし

病院収益改善策などに頭を悩ませながらそんなこと

お金が有効なのは、お金で何でも買えるということ
は、同じ価値観を持つ人間同士、信頼出来る人間
同士の約束事にすぎないのだそうです。政情不安
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る人も沢山いらっしゃることでしょう。
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を考えてみました。
病院長

笠

伸年

5月25日～5月31日

脳卒中リハビリテーション看護認定看護師

田栗

2 階病棟師長

寛子

脳血管疾患は、日本における死因第3位で

脳卒中では以下のような症状が突然起こりま

す。日本脳卒中協会は、毎年5月25日から31日

す。これらの症状があればすぐに専門病院を

を
「脳卒中週間」
と定め、脳卒中予防のための

受診しましょう。

啓発活動の推進を図っています。この時期を
選んだ理由は、脳卒中の大部分を占める脳梗
塞の発症が年間では春に少なく、6‐8月から
増加することが明らかであり、脳卒中は夏から
気をつけなくてはいけないという警告を与える
ため、その直前である5月の終わりが適切とさ
れたからです。
「脳卒中予防十か条」では、脳卒中の主な危
険因子である疾患とそれらの疾患の予防、万
が一発症した場合の救急対応の必要性を謳っ
ています。

脳卒中予防十か条

□片 方 の 手 足・顔 半 分 の 麻 痺・しびれ が
起こる
（手足のみ、顔のみ の場合もあり
ます）
□呂律（ろれつ）が回らない、言葉が出ない、
他人の言うことが理解できない
□力はあるのに、立てない、歩けない、フ
ラフラする
□片方の目が見えない、物が二つに見える、
視野の半分が欠ける
□経験したことのない激しい頭痛がする

FASTを覚えよう！
最近、簡単に覚えることのできるFASTという標
語で、脳 卒中を疑うため の「ACT-FAST（アク

一. 手始めに 高血圧から 治しましょう

ト・ファスト）キャンペーン活動」が 展開されて

二. 糖尿病 放っておいたら 悔い残る

います。

三. 不整脈 見つかり次第 すぐ受診
四. 予防には たばこを止める 意志を持て

六. 高すぎる コレステロールも 見逃すな
七. お食事の 塩分・脂肪 控えめに

片腕に
力が
入らない

顔の片側が
下がる、
ゆがみがある

五. アルコール 控えめは薬 過ぎれば毒

（腕のマヒ）

（顔のマヒ）

八. 体力に 合った運動 続けよう
九. 万病の 引き金になる 太りすぎ
十. 脳卒中 起きたらすぐに 病院へ
（ことばの障害）

ことばが
出てこない
ろれつが
回らない

（発症時刻）

症状に
気づいたら
発症時刻
を確認して
すぐ
119番を！！
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新連載

シリーズ

当院の

地域包括ケア病棟ってどんなところ？

『地域包括ケア病棟』の
ご紹介

６階病棟師長

野口

明子

新しい年度が始まり、元号も新しくなりま
した。今年の春は初めて、福岡の舞鶴公園
たのですが、桜の花よりも公園が思っていた
以上に広く、帰り道が分からなくなり、カラ
スの多さに驚きながら帰りました。
さて、この号より1年間、6回に渡って当
院の地域包括ケア病棟の紹介をしていくこと
になりました。多くの方に、興味を持って頂
けたらと思っています。

とは

急性期病院を退院する病状が安定した人に対して、
在宅や介護施設への療養に向けた医療や看護、
リハビリなどの復帰支援を行う病棟です。
急性期病棟と自宅退院の間にある病棟といわれています。

地域包括ケア病棟の特徴
地域包括ケア病棟の患者様は原則として、自
宅への退院か施設への入所がゴールとなります。
これは、地域包括ケアが在宅へ戻ることを前提と
した入院のためです。在宅には介護施設も含ま
れます。介護施設は患者様にとっての生活の場＝
自宅であるとする考え方のためです。

地域包括ケア病棟に入院できる 最大日数は
60日＝約2 ヶ月と決められています。そのため、
60日以内に退院できるように治療やリハビリを
行っていきます。あらかじめ60日以上の長期の
入院が必要となる場合は地域包括ケア病棟への
入院はできないことになっています。また、地域
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当院には２つの地域包括ケア病棟があり、3階
が39床、6階が20床の合計59床となっています。
H30年度は882名の方が入院されました。入院
の内訳としては、院内の一般病棟からの転入が
747名、レスパイト目的などの予約入院が95名、
外来や救急室からの緊急入院が38名となってい
ます。当院の在宅復帰率は90％以上で、自宅や

介護施設へ退院されていきます。しかし、状態が
急変した場合は一般病棟への転棟や、直接自宅
や施設へ退院する事が難しい場合は転院となる
こともあります。そのため、退院後に安心して生
活が送れるように、患者様やご家族の方とお話
をしながら、チームで協働した退院支援を進めて
います。

地域包括ケア病棟への患者受け入れ

でお花見をしました。満開の時期ではなかっ

地域包括
ケア病棟

当院の地域包括ケア病棟の割合

包括ケア病棟では在宅で介護中の方や、施設入
所されている方の緊急時の受け入れ、レスパイト
入院も行っています。目標は「ときどき入院、ほ
ぼ在宅」といった感じです。

地 域 包 括ケア病 棟への入
院の流れは３通りです。１つ
目は一般病棟での治療は終
了したものの、リハビリや経
過 観 察が 必 要で、自宅や施
設への復帰に向けた退院支
援を目的とする患者様が転入
する場合。2つ目は自宅介護中のご家族の介護
疲れやご都合による、2～3週間程度のレスパイ
ト目的や、糖尿病疾患患者の教育目的、または
短期の手術目的などの患者様が直接入院する場
合です。この2つの患者受け入れをスムーズに行
う為、当院では月曜～金曜の毎日11時30分よ

り、ベッドコントロール会議を開催しています。
会議には多職種（医師、看護師、MSW、薬剤師、
リハビリ科、医事課など）の医療スタッフが集ま
り、転入や入院する病棟、日程調整などを協議
します。３つ目は外来や救急室からの緊急入院の
受け入れです。24時間体制の救急に備え、夜間
に救急搬送され、自宅までの帰宅手段がない場
合や、経過観察が必要な方の入院を受け入れて
います。

十善会病院
入院

在宅
（自宅、施設など）、
医療機関

急性期病棟
（２Ｆ、
４Ｆ、
５Ｆ）

退院

症状が回復・安定
在宅
（自宅、施設など）
転棟

直入院

地域包括ケア病棟
（３Ｆ、
６Ｆ）
５９床

退院

復帰に向けた退院支援

レスパイト入院の受け入れ
レスパイト入院の受け入れを行っていると書き
ましたが、レスパイト入院とは通常の入院とは異
なり、医療行為を目的とはせず、介護度の高い
患者さんを自宅で介護しているご家族に「休ん
でもらう」ための入院です。そのため利用できる
のは、在宅介護をご家族がしている場合で、ご
家族が家を空けなければならないときや、介護
疲れを癒したいときなど、
「在宅医療を支える

ための入院」として利用されています。

当院ではレスパイト入院に関するご相談は地域
連携室が受けています。この記事を読まれて興
味を持たれましたら、是
非ご相談ください。次回
の号では、このレスパイト
目的での入院について詳
しくご紹介していこうと思
います。

じゅうぜん通信
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十善会病院 新人紹介
Newcomer

Introduction

❶氏名・ふりがな・配属部署
❷趣味・特技

❸今の職種になるきっかけ
❹十善会病院の印象

❺これからの抱負を一言
❶

まつお

あやね

松尾 彩音

リハビリテーション科

❷ テレビ・映画を見る事
❸ インターンシップを通して、やりが
いのある仕事だと思い働きたいと思
いました。
❹ すごく温かく、安心できる職場
❺ ひとつでも出来ることを増やしてい
きたいと思っていますので、よろし
くお願い致します。

❶

なかにし

えり

中西 恵利

医事課

❷ 音楽を聴く事
❸ 医療事務に以前からつきたいと思っ
ており、専門学校で医療事務の勉強
をしてきました。
❹ 地域に密着しており、職員の方々が
温かく優しい。
❺ 日々勉強し、自分に出来ることを精
一杯頑張りたいと思います。よろし
くお願い致します。

❶

おおた

けいこ

太田 啓子

３階病棟

❷ 読書、木工
❸ 新しい事にチャレンジしたいと思っ
たから
❹ 激務の中皆さん、笑顔を忘れずに患
者様に接していて感動しました。
❺ 今は、１日でも早く仕事を覚え、皆様
の足を引っ張らないように頑張りたい
です。ゆくゆくは居ないと困ると思っ
てもらえるようになりたいです。

❶

あさひ

りな

朝日 莉菜

リハビリテーション科

❷ 音楽鑑賞
❸ 幼いころ、リハビリの職業の方と関わる
機会があり、私もその方のように人の為
に役に立てる職業に就きたいと思ったか
らです。
❹ 多職種の方々と密な連携をとりあってい
る。
❺ 患者様一人一人に寄り添い、その人に合っ
たリハビリを提供できるように、一生懸
命頑張ります。
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❶

みずた

まみ

水田 真実

５階病棟

❷ 音楽を聴く事
❸ 祖父母がお世話になっていた病院で、い
つも明るく働く看護師さんを見て、看護
師さんのサポートが出来る仕事がしたい
と思い、十善会病院に勤め始めました。
❹ 明るく、笑顔が素敵な看護師さんばかり
で、看護助手さんや理学療法士さんらが
とても親切に患者さんに寄り添う病院
❺ 安心して仕事を任せていただける、話し
かけやすいクラークになれるよう、尽力
します。よろしくお願い致します。

❶

もり

ひかり

森 日香里

リハビリテーション科

❷ 音楽を聴く事
❸ 私自身が手術後にリハビリテーションを
経験し、私も患者様が元気になるお手伝
いが出来たらいいなと思ったのがきっか
けです。
❹ 職員同士仲良く、困ったときにすぐに助
け合っていて、明るく楽しい印象です。
❺ 患者様を第一に考え行動し、より元気に
なってもらえるように頑張ります。

❶

はまさき

まい

濵﨑 舞衣

医事課

❷ 読書、ピアノ
❸ 11 年前に他の総合病院に就職して医
療事務を学ばせていただき、あっと
いう間に時が立ち今に至ります。
❹ 理念にもありますように、地域住民
に密着した温かさあふれる病院だと
思います。
❺ 心機一転、笑顔を忘れず頑張ります。

❶

たにがわ

ひとみ

谷川 仁美

6 階病棟

❷ 映画鑑賞、買い物、ドライブ
❸ 将来、家族や身の回りの人の助けに
なりたいと思ったから。
❹ 街の真ん中にあり、アットホーム
❺ １日でも早く患者さんに頼られる看
護ができるように頑張ります。

❶

ひろせ

りゅうと

廣瀬 瑠人

リハビリテーション科

❷ バドミントン
❸ 将来について悩んでいた際に、両親
がすすめてくれたことがきっかけで
す。
❹ 見学に来た時から、スタッフの方が
明るく、温かく接して下さる。
❺ １日でも早く、十善会病院の一員と
して活躍できるように頑張ります。

❶

くの

にちな

久野 仁智奈

２階病棟

❷ ゲームをする事
❸ 人を助ける仕事に憧れがあったのと、仕事が生

きる意味の一つになってほしいという気持ちが
あったので、看護師を目指すようになりました。
❹ 救急病院で忙しい印象があります。学生時の病
院実習ではよく注意を受けていたので、少し怖
い印象もあります。
❺ その人がその人らしく生活できるように支援を
行える看護師を目指して、真面目に努力をして
いきます。よろしくお願いします。

❶

さかした

はつね

坂下 初音

５階病棟

❷ バドミントン
❸ 母が看護師をしていたから
❹ 実習でお世話になった際、多職種同
士でも仲が良い印象です。
❺ 一生懸命頑張りますのでよろしくお
願いします。

❶

ふくだ

のりか

福田 徳嘉

４階病棟

❷ 料理、アニメを見たりすること
❸ 小さい頃に入院した際、働いていた看護師
さんに憧れを抱いたことがきっかけです。
❹ 病院見学や実習の際に他職種同士が声を掛
け合い密に情報共有をしている姿をみて働
きやすい環境であるという印象を受けた。
❺ 日々の努力を怠らず一生懸命頑張っていき
ます。よろしくお願い致します。

❶

みうら

ふみか

三浦 歩美香

４階病棟

❷ 映画鑑賞
❸ 看護ふれあい体験を通して
❹ 実習の際にスタッフの方々の連携を
見て働きやすい環境であるという印
象
❺ 不安もありますが、一生懸命頑張り
ます。よろしくお願いします。

❶

すぎい

さつき

杉井 咲月

手術室

❷ 映画鑑賞、トランペット
❸ 人の役に立つ仕事に憧れていた為で
す。
❹ 迷路のような建物
❺ 一人前の看護師になれるよう努力し
ます。

❶

ふじえだ

あすか

藤枝 明日香

２階病棟

❷ 音楽を聴くこと
❸ ふれあい看護体験の時に看護師さんの患
者さんに対する関わりを見て看護師にな
りたいと思った。
❹ 職種関係なく皆が仲の良いイメージ、そ
のため多職種で連携して地域医療を行っ
ている印象
❺ 少しでも患者さんにより良い看護が出来
るよう、また理想の看護師像に近づくこ
とができるよう一生懸命頑張ります。

❶

かたやま

あけみ

片山 明美

４階病棟

❷ パズル、サッカー観戦
❸ 父が何度も十善会病院にお世話になって
おり、感謝している中偶然にも求人募集
が出ており、思い切って応募しました。
❹ 救急車で運ばれた際、救急の先生をはじ
め看護師の方々に家族の思いに寄り添っ
ていただき感謝しており、あこがれの病
院です。
❺ １日でも早く、看護師の方々の助けにな
れるよう頑張って参ります。

❶

なかの

あきほ

中野 明穂

５階病棟

❷ バドミントン
❸ 母と姉が看護師だったから
❹ 実習でお世話になった際、スタッフ
同士が仲良くイキイキと働いている
という印象を持ちました。
❺ 明るく元気に頑張ります。よろしく
お願いします。

❶

まき

かなこ

牧 加菜子

３階病棟

❷ 水泳、音楽鑑賞
❸ 前職場の笑顔が素敵な看護師に憧れ
たため
❹ 看護部長をはじめスタッフの皆さん
が優しいイメージ
❺ １日でも早く仕事に慣れ、病棟のス
タッフの一員として役に立てるよう
頑張ります。

❶

かわの あおい

河野 碧

リハビリテーション科

❷ 体を動かすことが好きです。
❸ 祖父の病気をきっかけに作業療法士
を目指しました。
❹ 長崎でも歴史ある病院という印象が
あります。またスタッフの皆さんも
親しみやすく感じました。
❺ 患者さんから信頼される作業療法士
になれるよう頑張りたいと思います。

じゅうぜん通信

6

無料低額診療事業

医療費に
困ったら・・・
ぜひ、ご相談
ください！

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。
相談窓口

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

救 急 患 者 受 け入 れ の お 問 い 合 わ せ
ＴＥＬ（代表電話）

【平日 8：45 ～ 17：15】
〈外科〉病院長 笠 伸年
〈内科〉副院長 麻生 憲史

095-

８２１-１２１４

【土日・祝祭日・時間外】救急外来

交通アクセス

ホテル
JALシティ
新地中華街

P

唐人屋敷
パーキング
広馬場商店街

患者様

十八銀行
ＡＴＭ

スカイビル

十善会
病院

P P 専用駐車場
新観光タワー
P パーキング P

←至 浜町

副院長 麻生

憲史

〒850-0905 長崎市籠町 7 番 18 号

健康管理センター

P

伸年

【平日 8：45 ～ 17：15】地域連携室 ８１８-５３８８
【土日・祝祭日・時間外】十善会病院 ８２４-４３１５

FA X

←至 思案橋・銅座

病院長 笠

P
P

湊公園

● 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。

ワシントンホテル

イオン長崎店
セブンイレブン

←至 浜町
新地中華街電停

十八銀行本店

至 出島↓

お知らせ

病院理念

NTT

至 石橋→

● 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。

6/3 より診療受付開始時間が 8：45 に変更になります。

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。

