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　表紙に“なぜ「時間」が存在するのか” “時間はい
つ生まれたのか” “本当に時間は「流れて」いるのか”
等々興味をそそられる文言が並んでおり、約２年前
に面白そうだと思って買ってはみたものの、ちょっと
難しくて途中で挫折し部屋の片隅に放置されていた
本、講談社ブルーバックスの「時間とはなんだろう」
を先日読んでみました。今回の戯言は時間の話で
す。
　1秒の定義をご存知ですか？元々は1日の長さ、
即ち地球が1回転（自転）するのに要する時間の
86400分の1と決められていました。60秒×60分×
24時間＝86400ということですね。しかしながら地
球の自転の時間は潮汐や大気、地震による地球内
部の質量分布の変化、マントルと外核の相互作用
などに影響されて一定では無いのだそうです。例え
ば86400.002秒程度のぶれがあり、そのくらいど
うでも良いじゃないかと私は思うのですが、精密な
世界では不都合があるらしく、現在はもっと誤差の
少ない「セシウム133原子の基底状態のふたつの超
微細構造準位の間の遷移に対応する放射の周期の
91億9263万1770倍」と定義されています。当然
ながらこの原子の周波数と地球の自転には何の関
係もないわけで、長期的にみればズレが生じて昼夜
逆転（たとえば正午なのに空が真っ暗だったり）など
困った事が起こるので、それを解消するために、そ
のズレが１秒を超えないようにうるう秒（閏秒）という
ものが存在します。午前8時59分59秒と午前9時0
分0秒の間に8時59分60秒をカウントする方法で、
1972年から現在までの47年間に27回実施されま
した。ちなみに閏年とは地球の公転周期が
365.2422日であり、この0.2422日のズレを解消す
るために4年毎に1日追加するもので閏秒とは全く別
のものです。
　でもこんなに厳密に定義しないといけない程、時
間の進み方は一定、不変なのでしょうか？よく「大人
になると時間の進み方が速い」と言いますが、これ

は時間が速くなったのではなく、子供の頃に比べて
自分自身の代謝スピードが落ちて、当然そういう自
覚はありませんから相対的に周囲の時間の進み方を
速く感じているだけだと説明されているようです。
　時間とは一定のスピードでどこでも同じように同じ
方向に流れて行くものと直観的に当然のごとく考えて
いますが、それを覆したのがアインシュタインの相対
性理論やホーキングの宇宙理論なのでしょう。理論
の詳細は難しくてよく解りませんが、時間と空間は一
体であり伸び縮みする、光速で動くものや大きな重
力の影響で時間は変化するのだそうです。最先端
の物理学では時間とは「空間・物質・力を含む巨大
な構造の一部」と考えられはじめているとのこと。ま
た時間と空間は一体ですから「宇宙が始まる前にな
にがあったのか？」という質問は意味を成さないのだ
そうです。地球の南極点に立って「南の方角はどっ
ちですか？」と聞くようなもので、宇宙が始まる前には
時間もなかったので「前」そのものが無かったというこ
とだそうです。分かったような理解出来ないような不
思議な感じです。
　時間の本質、正体は不明であっても、「時は金な
り」の格言が表す如く、人間にとって、人生において
時間はとても大切です。当病院の新築移転まで２
年、6315万8400秒を切りました。私に残された人
生はあと20年生きるとして6億3115万2000秒くら
いでしょうか？閏秒で更に15秒くらいは長生きできる
かもしれません。いずれにしても1秒1秒を大切に頑
張っていきたいと思います。
　今年は梅雨入りが遅れています。梅雨明けには例
年以上の猛暑が懸念されます。皆様どうかご自愛下
さい。

その９、時間（じかん）

病院長　笠　伸年
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　うまい話には裏がありますが、ここで言う甘い話は食べ
物のことで裏も表もありません。健康に注意を払っている
皆さん方は甘味摂取には格別注意を払っていることと思
います。でも炭水化物と糖質の違いってご存知ですか？　
少しでもウェストを引き締めるためにと主食抜きの炭水化
物ダイエットに励みつつ「ゼロカロリーコーラは健康にい
いのよ」ってガブ飲みしていませんか？　ここでは三大栄
養素の一つである糖質について少し考えてみたいと思い
ます。

　糖質とはブドウ糖をはじめとする単糖類と二糖類の総
称です。単糖類にはブドウ糖の他に果糖、ガラクトースが
あります。二糖類は単糖類が二つ組み合わさったもので
乳糖（ブドウ糖とガラクトース）、砂糖（ブドウ糖と果糖）、麦
芽糖（ブドウ糖が２個結合）などがあります。これらのもの
は口の中で甘味を強く感じ、腸内でそのままの形で吸収さ
れるため食直後から血糖値が上昇します。血糖値の急激
な上昇は人体にとって有害ですのですい臓から速やかに
インシュリンホルモンを分泌させこれを低下させようとし
ます。ブドウ糖の主な吸収先は肝臓と筋肉に存在するグリ
コーゲン合成ですがその貯蔵量には限界があります。限
界を超えた余分な糖質は肝細胞で中性脂肪に合成され
る運命です。健康診断の血液検査結果で中性脂肪値が
高いそこのあなた、「甘いものには目がないけど脂肪は
摂ってないのよね」だとか、「それなのに中性脂肪や悪玉
コレステロールが高いのはなぜ？」だとか呟いていません
か？中性脂肪値が高い原因のほとんどが糖質の過剰摂取
と考えれば納得がいきます。合成された中性脂肪はVLDL
と呼ばれる運搬船に乗せられて内臓脂肪や皮下脂肪に
運ばれて行きます。中性脂肪を下ろした空船がLDLコレス
テロールとばれる悪玉コレステロールです。血液検査は
VLDLの代わりにLDLコレステロールを測定することで肝
臓→脂肪組織の脂肪蓄積の流れをチェックしているので
す。逆に脂肪組織→肝臓の脂肪消費の流れはHDLコレ
ステロール（いわゆる善玉）で見ることができます。脂肪組
織行きの運搬船に乗り遅れた中性脂肪が肝細胞内に取
り込まれた結果、脂肪肝と呼ばれる状態になってしまいま
す。果物が健康に良いと盲信されていますが、多く含まれ
ている果糖は肝臓内で脂肪に変換されやすいことも知っ
ていると野放図に食べていいという事にはならないと理

解できます。

　糖類とはこれまで述べた糖質が３個以上結合したもの
を指し、オリゴ糖（10数個程度）やデンプン（多糖類）があ
ります。肝臓や筋肉内に蓄えられるグリコーゲンもこの一
種です。この消化吸収には唾液やすい液中に含まれるア
ミラーゼを始めとする消化酵素の働きに加え、咀しゃくや
ぜん動運動が必要になります。消化酵素はタンパク質で
すので糖類の消化吸収にはぜん動運動も含め、エネル
ギーが必要です。一説にはデンプンの消化吸収には食べ
たカロリーの約１割がエネルギー消費されます。消化吸収
に時間がかかる分、血糖値の上昇も緩やかです。

　炭水化物は糖質に不溶性の食物繊維が加わったもの
です。ヒトは食物繊維を分解できないので大腸までその
まま運ばれます。その間に小腸粘膜から糖質が消化吸収
される邪魔をすることで血糖値の急激な上昇から身体を
守ってくれます。その後は大腸で善玉菌を始めとする腸内
細菌の餌になって腸内環境を整えてくれます。ここまでお
話ししたら炭水化物、糖質、糖類のどれが身体のために良
いかがわかっていただけると思います。夕食に主食を抜い
たご褒美にスィーツや果物を食べているそこの貴方、お腹
周りがスッキリしない理由がそこにあるのです。抜くなら
主食よりも甘いものですよね？　食後血糖値が上がりにく
い指標として食物毎のグリセミック指数というものもあり
ますのでインターネット検索してみて下さい。同じ炭水化物
でも粉にしてしまうと吸収速度が上がってしまいます。主
食は麺類パン類よりも粒の方が、それも白米より雑穀米や
玄米、麦ご飯の方が良いということになります。
　そもそも炭水化物は自分に必要ないと考えているそこ
の貴方！血液中の赤血球など血球細胞は脂肪やアミノ酸
からエネルギーを産生するミトコンドリアを持たないため
ブドウ糖なしでは生きられません。また正常時の脳細胞も
ブドウ糖しか消費できずその量は1日あたり120～180g
と言われています。もし炭水化物制限ダイエットをしたら
筋肉タンパク質が分解されたアミノ酸が肝臓に運ばれて
ブドウ糖が作られることになります。筋肉が痩せてしまうと
基礎代謝は言うに及ばず免疫能も低下してしまいます。1
日必要カロリーの50－60％はぜひ炭水化物から摂取して
下さい。

外科　池松　禎人

急性期医療
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』
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『
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参考文献：　　　　　　　　　　　　　　　　　　
時間とは何だろう　最新物理学で探る「時」の正体　
　　　　　　　　　　　　松浦　壮　講談社ブルーバックス
ビッグ・クエスチョン　＜人類の難問＞に答えよう
スティーブン・ホーキング　NHK出版
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前回号では野口師長が地域包括ケア病棟の特徴や患者様受け入れについて説明させていただき
ました。今回はMSWのかかわりについてご紹介します。
　まず MSW＝Medical Social Worker とは、「地域や家庭において自立した生活を送ること
ができるよう、社会福祉の立場から患者様・ご家族の抱える心理的・社会的な問題の解決・調
整を援助し、社会復帰の促進を図る専門職」です。
　当院の地域連携室には５名の社会福祉士と２名の看護師が所属し、地域連携業務を行っていま
す。地域包括ケア病棟（２病棟５９床）には、３名の社会福祉士が配置されています。

昨年度は７１３名が自宅退院、８７名が施設
入所、７２名が転院でした。
このようにMSWは患者の身体状況や経済
状況に応じて、各種在宅サービスの調整や
関係機関との連携、施設・病院の紹介を行っ
ています。

次回９月号では、地域包括ケア
病棟入院患者様の診療科別割
合や疾患、行われている治療
などについてご紹介します。

共通入院相談シートとは・・？
大浦・小島地区地域連携室会議で作成した、複数の病院で使用している共通のシートです。

地域包括ケア病棟ってどんなところ？

『当院の地域包括ケア病棟のご紹介』

『MSWのかかわりについて』新連載
シリーズ

地域連携室主任　社会福祉士　辻本 ゆき枝

退院支援の流れ

2018 年度  退院先

申し込み方法

共通入院相談シート 会議風景

レスパイト入院第２弾

一般病棟担当 MSW からの申し送り / 患者様・ご家族について情報収集1

地域包括ケア病棟入院診療計画書の記入・交付（７日以内）2

担当スタッフ間でのカンファレンス開催（７日以内）3

病棟カンファレンスにてスタッフ間で情報共有4

患者様・ご家族の意向を確認しながら、退院先を選定5

退院支援計画書の作成・交付6

713

87
72

■自宅
■施設
■病院

当院の地域包括ケア病棟では、レスパイト入院の受け入れも行っています。
在宅医やケアマネジャー、ご家族からの相談でお受け入れをしています。

地域連携室のスタッ
フが月に一度集まり、
現状報告やケース検
討、研修会の計画な
どを行っています。

➡
➡

➡
➡

➡

地域連携室課長 藤崎へご連絡下さい。患者様の状況について確認します。1

紹介状・共通入院相談シートの FAX をお願いします。2

医師へ相談し受け入れの可否を判断します。3

ベッドコントロール会議にて入院日・病棟を決定します。4

➡
➡

➡

TEL：095-821-1214

FAX：095-818-5388
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　皆様、栄寿司です！中に入らずとも、十善会職員なら
ばご存じのはず。
　仕事帰りに、誰か連れて行ってくれないかしらと “波
平父さんまだかな～” のマスオさん状態に何度なったこ
とか。しかし、波平さんに代わる戦士が！
　新年会の帰りでした、「ちょっと行こうか～」その一
声に心の歓声！ついに、栄寿司に入店。夢が叶った～
♪寿司大好きですが、回転寿司止まりだった私に、こ
んな幸運が舞い込むなんて！！十善会で働いててよかった
～♪
ひとしきり感動したあと、いざ入店！思うより広く、明
るく感じる店内。そして予想を超えた更なる感動に見舞
われるのです。
　「こ・これは、山田スペシャル～！！」感激の声がスポ
ンサー笠先生から上がりました。
　何とも言えない艶と厚みのある〆サバ。山田先生（お
なつかしい！大好きでした）が栄寿司のご常連で、そ
の要望を実現したものだそうです～。〆と炙り、どちら
も絶妙です。お口の中に甘い脂が広がります。さすが、
山田スペシャル！！

　2017 年 10 月から年 2 回のペースで、地域連携の強化を目的として『地域連携講演会』を開催して
おります。令和初の講演会は、9 月 20 日（金）19:30 よりザ・ホテル長崎 BWプレミアコレクション（ベ
ストウエスタン）にて開催を予定しております。詳細は、案内状ができ次第各施設へお送りします。
お忙しい中恐縮ではございますが、多数の皆様のご参加をお待ちしております。

　それとおなじくらい、衝撃を与えたのが、「タイ」です。
「あれ？？これ鯛？？」って、何度かお隣の方に確認しました。
「私、本当の鯛を知らなかったね (>_<)」これが、皆が
美味しいという「鯛」なのか！知らなかった～知らなかっ
たよ～。鯛って、本当美味しいんだね！！バサバサして脂
のみじんもない、私の知ってる鯛じゃない。めちゃめちゃ
美味しいじゃん！！踊ってるよ～そのまま立つんじゃないっ
てくらい、プリプリしているよ～！衝撃の事実でした。
　その真実の鯛を食べた後の焼酎の美味しいこと～

（*^_^*）ビールもめちゃ冷たくて美味しいから、栄寿
司特注のお酒かと、注いでいる瓶を疑いの目でみてし
まうほど美味しかったです。
　旨い刺身とこの雰囲気が、お酒の質まで上昇させた
のでしょう。
　「サザエの壺焼きの出汁ものめるからね」とのことで、
出汁をのむと、え！！何これ～めちゃめちゃ旨い！高級味
噌汁味噌薄め・出汁濃い目。うっとりです。新年会から、
焼酎お湯割り 2 杯。栄寿司で焼酎・ビール、3 次会で
もチューハイと結構飲んだのに、次の日、朝すっきり起
きて子どものリュックを作るためのお買いものに意気揚
揚といけたのは、このサザエ出汁のおかげだと思われ
ます～。「サザエ出汁」お勧めすぎます（*^_^*）

（リュック作成自体は失敗 (；一 _ 一 )YOUTUBE！！「初
心者でも 3 時間♪♪」って、嘘つき！！ 3 日かかったよ！！）
　歩いてすぐそこに非日常的な至福の時間、そして今
までの刺身の概念が変わる栄寿司ぜひどうぞ♪

（今回の記事、故山田先生に捧げます。うちわネタで
すみません。）

栄寿司お　店

十善会病院すぐ側場　所

●刺身盛り合わせ
　（山田スペシャル入り）
●サザエの壺焼き

料　理

『謝辞』
　本日、永年勤続の表彰を賜りましたこと、身にあ
まる光栄でございます。表彰者を代表いたしまして、
厚くお礼を申し上げます。
私は平成元年に当院に併設していた十善会看護専
門学校を卒業し、同年より十善会病院に勤め、気
がつけば 30 年の月日が経ちました。まさに『平成
の時代』を十善会病院にて過ごしてきたと言えます。
　入職時の配属は外科と脳神経外科の混合病棟で
した。当時は大きな設備がないなか、急性期や術
後の１時間毎のバイタルとバランス管理に追われ、
ヘトヘトで不安な毎日でした。今の新人教育システムとは大きく異なり、諸先輩方のすることを見て、真似て、口頭で指示を受け
ることも多く、早くから 1 人で色 な々ことを考えて実践した時代でした。今ではワーク・ライフ・バランスの考えが広まり、子育て
支援も充実した良い環境へとなったと思います。
　当院の沿革をたどるといくつかの増改築がありました。私が就職した当時は６階建てで、４階５階６階病棟の病室の窓はサッシで
はなく、重く、ガタガタしていました。平成３年の大型台風際、大部屋の患者様と一緒に病棟中の窓の隙間に新聞紙を挟んで回っ
たことを思い出します。また救急外来は野戦病院のような状況で、皆で協力して緊急の事態を乗り切りました。困難にぶつかった
時わたし自身は、諸先輩方から心身ともに支えてもらい、また患者様からの学びがあったからこそ、乗り越えることができたと思っ
ております。少しずつ利便性が高まり、病棟の設備も患者様の安全、安楽を第１に考えられてきました。赤カルテ、黒カルテは姿
を消し、電子カルテが導入され、様々なことがシステム化されています。新しい病院もより患者様のための設備が整っていること
と楽しみにしております。
　国の施策により医療体制も変わってきました。看護の臨床の場においてもいろいろな変化がありましたが、感謝、思いやりの気
持ちを大切に、多職種と協働した結束力で、病院運営に参画してまいりたいと思います。今回の表彰を胸に留め、今まで以上に
医療のために尽くしていきたいと思いますので、変わりないご指導ご鞭撻を賜りますようお願いいたします。
　十善会病院のますますの発展を祈りまして、受賞者代表の謝辞にかえさせていただきます。本日は、誠にありがとうございました。

　みなさんこんにちは、十善会病院「日恒翼ソフトボール部」
です。今年も病院の多職種が集まり楽しく活動をしています。
昨年と同様に、長崎市民ナイターソフトボール大会や東長崎
で行われている東望リーグ、また病院対抗の病院親睦ソフト
ボール大会 ( 藤村杯 ) に今年も参加する予定です。昨年より
1 つでも多く勝利できるように、日々 の練習で声を掛け合いな
がら頑張って行きたいと思っています。また、今年は 8 月に強
化合宿を計画しています。一泊二日と短い期間ではありますが、
その時は仕事を忘れソフトボールに没頭し、9 月にある藤村杯
で2年連続県大会に出場できるように強化を図っていきたいと
思います。今後も、多職種との連携強化と健康を第一に笑顔
が絶えない楽しい活動を続けて行きますので、ご声援の程よ
ろしくお願いします。

①めちゃめちゃ美味しい！！その刺身盛りの豪華さと、
　プリプリ触感に感動の涙（*^_^*）
②笠先生も思わず唸る、山田スペシャル♪！！
③サザエの壺焼きの出汁～♪
④店の狭さがちょうどいい～「コ」の字カウンター最高♪

ここポイント♪

地域連携講演会開催のお知らせ第5回

十善会病院ソフトボール部キャプテン　
リハビリテーション課　理学療法士　植田 浩章

６階病棟　看護師　田中 智美十善会 創立六十九周年記念式典

同好会
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栄寿司お　店

十善会病院すぐ側場　所

●刺身盛り合わせ
　（山田スペシャル入り）
●サザエの壺焼き

料　理

『謝辞』
　本日、永年勤続の表彰を賜りましたこと、身にあ
まる光栄でございます。表彰者を代表いたしまして、
厚くお礼を申し上げます。
私は平成元年に当院に併設していた十善会看護専
門学校を卒業し、同年より十善会病院に勤め、気
がつけば 30 年の月日が経ちました。まさに『平成
の時代』を十善会病院にて過ごしてきたと言えます。
　入職時の配属は外科と脳神経外科の混合病棟で
した。当時は大きな設備がないなか、急性期や術
後の１時間毎のバイタルとバランス管理に追われ、
ヘトヘトで不安な毎日でした。今の新人教育システムとは大きく異なり、諸先輩方のすることを見て、真似て、口頭で指示を受け
ることも多く、早くから 1 人で色 な々ことを考えて実践した時代でした。今ではワーク・ライフ・バランスの考えが広まり、子育て
支援も充実した良い環境へとなったと思います。
　当院の沿革をたどるといくつかの増改築がありました。私が就職した当時は６階建てで、４階５階６階病棟の病室の窓はサッシで
はなく、重く、ガタガタしていました。平成３年の大型台風際、大部屋の患者様と一緒に病棟中の窓の隙間に新聞紙を挟んで回っ
たことを思い出します。また救急外来は野戦病院のような状況で、皆で協力して緊急の事態を乗り切りました。困難にぶつかった
時わたし自身は、諸先輩方から心身ともに支えてもらい、また患者様からの学びがあったからこそ、乗り越えることができたと思っ
ております。少しずつ利便性が高まり、病棟の設備も患者様の安全、安楽を第１に考えられてきました。赤カルテ、黒カルテは姿
を消し、電子カルテが導入され、様々なことがシステム化されています。新しい病院もより患者様のための設備が整っていること
と楽しみにしております。
　国の施策により医療体制も変わってきました。看護の臨床の場においてもいろいろな変化がありましたが、感謝、思いやりの気
持ちを大切に、多職種と協働した結束力で、病院運営に参画してまいりたいと思います。今回の表彰を胸に留め、今まで以上に
医療のために尽くしていきたいと思いますので、変わりないご指導ご鞭撻を賜りますようお願いいたします。
　十善会病院のますますの発展を祈りまして、受賞者代表の謝辞にかえさせていただきます。本日は、誠にありがとうございました。

　みなさんこんにちは、十善会病院「日恒翼ソフトボール部」
です。今年も病院の多職種が集まり楽しく活動をしています。
昨年と同様に、長崎市民ナイターソフトボール大会や東長崎
で行われている東望リーグ、また病院対抗の病院親睦ソフト
ボール大会 ( 藤村杯 ) に今年も参加する予定です。昨年より
1 つでも多く勝利できるように、日々 の練習で声を掛け合いな
がら頑張って行きたいと思っています。また、今年は 8 月に強
化合宿を計画しています。一泊二日と短い期間ではありますが、
その時は仕事を忘れソフトボールに没頭し、9 月にある藤村杯
で2年連続県大会に出場できるように強化を図っていきたいと
思います。今後も、多職種との連携強化と健康を第一に笑顔
が絶えない楽しい活動を続けて行きますので、ご声援の程よ
ろしくお願いします。

①めちゃめちゃ美味しい！！その刺身盛りの豪華さと、
　プリプリ触感に感動の涙（*^_^*）
②笠先生も思わず唸る、山田スペシャル♪！！
③サザエの壺焼きの出汁～♪
④店の狭さがちょうどいい～「コ」の字カウンター最高♪

ここポイント♪

地域連携講演会開催のお知らせ第5回

十善会病院ソフトボール部キャプテン　
リハビリテーション課　理学療法士　植田 浩章

６階病棟　看護師　田中 智美十善会 創立六十九周年記念式典

同好会



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

無料低額診療事業
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

医療費に
困ったら・・・
ぜひ、ご相談
ください！

【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

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

【土日・祝祭日・時間外】 救急外来

FAX

病院長 笠  伸年 副院長 麻生 憲史

●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
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新地中華街
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セブンイレブン

十八銀行本店 NTT
新地中華街電停

交通アクセス 〒850-0905 長崎市籠町 7 番 18 号

お知らせ 6/3 より診療受付開始時間が 8：45 に変更になりました。

救急患者受け入れのお問い合わせ

８２１-１２１４
095-
ＴＥＬ（代表電話）


