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その11、恋愛（れんあい）

病院長　笠　伸年

インフェクションコントロールチーム・内科医師　土橋　佳子

急性期医療

インフルエンザの流行にそなえて
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　例年、インフルエンザの流行は 12月から1月にかけて始まることが多いのですが、今年は
早くも９月に流行期入りしました。感染の拡大防止のためには、冬場のみならず普段から感染
経路を意識した対策が大切と言えます。
　インフルエンザの感染経路は、主に 2 つです。咳やくしゃみ、会話時のしぶきに含まれる
ウイルスを気道に吸い込むことで起こる「飛沫感染」、ウイルスで汚染されたドアノブ、手すり
などを触り、手指を介して鼻や口などの粘膜に付着させることで起こる「接触感染」です。
　そこで、咳やくしゃみの際は、周囲に広げないよう「咳エチケット」を実践してください。
汚染している箇所をさわったあとには手洗いやアルコール手指消毒が有効です。アルコール
消毒は、インフルエンザウイルスに対して15 秒で 99.99％以上感染力をなくすことができます。

　病院は免疫の低下している患者さんが集まる場所です。健康な人はインフルエンザにかかって
もほとんど重症化しませんが、免疫の低下している方がかかると合併症を引き起こし命に関わる
場合があります。
　院内感染を防止するため、当院では、流行期の状況に応じて面会制限などの対策をとらせて
いただきます。詳しくは院内掲示や当院のHPをご覧ください。ご協力をお願い致します。
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　60 近いむさくるしいおっさんが恋だの愛だの語るな
んてちゃんちゃらおかしい！・・という批判を覚悟の上
での今回の戯言です。まあ近頃“おっさんずラブ”なん
てドラマが流行ったみたいですが、私は見たことが有
りません。
　私が学んだ小学校は久留米の隅っこの山の麓にあ
り、近くに陸上自衛隊幹部候補生学校がありました。
その関係でしょうか頻繁に全国から転校生が来て、
全国に転校して行くような学校でした。小学３年生の
最期、3月下旬にその女の子は神奈川県からやって来
ました。美しい顔立ちに都会の雰囲気を纒い、可愛
い笑顔と優しい心で、私だけではなくクラスの男子の
大多数が惚れていたように思います。4、5 年と同じ
クラスでしたが交際どころか告白することも無く、ど
ぎまぎする心を悟られないようにしながら過ごしてい
ました。そして遂に恐れていた時がやってきました。
５年生の３学期末に埼玉県に転校してしまったので
す。その時の悲しさ、喪失感は48 年経った今でも何
となく覚えています。　
　これを初恋と言えるのかどうかはさて置き、初恋と
は大多数の人が経験するものです。でもその詳しいメ
カニズムはいったいどうなっているのでしょうか？思春
期になると性腺刺激ホルモンがたくさん作られるよう
になり、性ホルモンが多量に分泌され２次性徴が進む
とともに異性に興味を持つようになります。ホルモン
産生はDNAの仕業でしょうから、それらの遺伝的な
緻密なコントロールのメカニズムも不思議ですがまあ
そうプログラムされているのでしょう。しかし性ホルモ
ンが脳のどこに作用して、どの受容体に結合して、ど
の神経細胞が、またはどの神経回路が活性化して異
性に興味を持つようになるのでしょうか？人間の脳は生
まれたときは全て女性脳だそうです。脳が男性ホルモ
ンに暴露されて初めて男性脳になるという話を聞いた
ことがあります。それはそうかも知れませんが男性ホ
ルモンに晒されることによって、何が変化して男性脳
になるのでしょうか？男性脳と女性脳は何処が違うの

でしょうか？以前は女性のほうが左右の脳をつなぐ神
経の束、脳梁が太いと言われていましたが今は否定さ
れており脳の構造は同じなのでしょう。
　全ての生物は炭素、水素、酸素、窒素などから成
る有機化合物の集合体です。例えば水素原子の構造
は１個の核（陽子）の回りを１個の電子が回っています
が、その大きさの比率は陽子をサッカーボールに例え
ると電子は１万メートル上空を廻っている計算になりま
す。つまり水素原子はスカスカの構造で、他の原子も
ほとんど同じようなものです。そんな原子が多数集
まって分子となり、さらに集積して有機化合物、性ホ
ルモン、蛋白質などを形成しています。昨今の分子
生物学の進歩は目覚ましく、どの遺伝子が発現してこ
の蛋白が合成されたとか、この病気の本質はこの遺
伝子欠損である等々、さまざまな事が解明されていま
す。しかしそれらはとてつもなく大きな分子の動きを
見ているだけで、１番細いところではどうなっている
のか、水素原子と炭素原子の繋がりがどうなったと
か、周りの電子がどう飛んでいったとかは全く不明で
す。量子物理学の世界では全ての力は４つ、即ち強
い力、弱い力、電磁力、重力で構成されているそう
です。遺伝子の振舞いも蛋白の作用もこの４つの力に
よって制御されているはずです。量子物理学と分子生
物学の間の溝、ギャップが埋まらない限り、思春期
の、恋愛の本質は解らないのかも知れません。量子
物理学の世界では、新たな５つめの力の存在も言われ
ておりまだまだ真実の解明には程遠いのでしょう。以
前も戯言で述べたようにダークエネルギーや異次元の
力が心や恋愛の本質かも知れません。
　でも恋愛の本質が解ってしまうと失恋の特効薬が発
明されたりしてまったくつまらない世界になりそうで
す。失恋の痛みには仕事やスポーツに没頭する、や
け酒やけ食いで発散させるなどの従来の方法が最も人
間らしくて良いと思うし、そして何よりも一番の薬は
「歳月」なのかなと48 年前のことを懐かしく思い出し
ています。

3つの正しい
咳エチケット

マスクを正しく
着用する。

1 2 3
ティッシュ・ハンカチなどで

口や鼻を覆う。
ティッシュはすぐに
ゴミ箱に捨てる。

上着の内側や
袖で覆う。

（厚生労働省のHPより）
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地域包括ケア病棟ってどんなところ？

『看護師の関わり』

３階病棟

「家に戻って、自分で生活できる人を一人でも多く送り出したい」

スタッフはベテラン揃いですので、お困りの際は何でもご相談ください。

新連載
シリーズ

３階病棟看護師長　小林由美子

第4弾

　３階地域包括ケア病棟は、平成29年8
月より、急性期病棟から地域包括ケア病
棟として再スタートしました。病床数は
39床あり、現在看護師19名、看護補助
者6名、クラーク1名で患者様の日常生
活の援助を行っています。

10月より訪問看護へ移動しました。
障害や持病を持ちながらも、住み
慣れた地域で暮らし続けたい方の
支援を行っていきます！！

　地域包括ケア病棟では在宅復帰をモットーに、MSW・リハビリスタッフ・薬剤師・栄養士等と
協力して、看護を行っています。
　洗顔や食事、トイレ、歩行など、病棟内ではさまざまな生活動作が発生します。それらを可能
な限り自分でできるように、患者の安全を最優先しつつ、見守っています。 「援助するのは簡単で
すが、あえて手は出しません。いつも心がけていることは、自立を促す看護。根気はいりますが、

「患者さんが自分でできるまで待ちます」とスタッフは言います。同病棟の患者様の多くは、高齢
者で独居の方も多くいます。ご家族と生活されていても、日中はご家族が仕事に行かれており、
お一人で過ごす時間が長い方もおられます。『医療と生活を結び、安心の在宅療養を支えていく』
患者様が家に帰ったとき、できるだけ自分の力で生活できるように促すのが、私達地域包括ケア
病棟の看護師の使命だと考えています。 

６階病棟 ６階病棟看護師長　野口　明子

　6階病棟は病床数20床と、他の病棟に比べて病床数の少ない
病棟です。そのため、看護スタッフは１８名ですが、ベテラン揃い
の看護スタッフが、多職種と協働しながら看護を行っています。
入院後は安心して退院が出来るように、患者様やご家族の方と目
標を定め、必要な支援を行っています。入院後には患者様の受け
持ち看護師を決めます。6階では今まで担当看護師は1名体制で
したが、より良いコミュニケーションをとりながら、患者個々に寄
り添った支援を行えるように、今年の4月から副担当制を導入し、
2名の看護師で受け持ちすることとなりました。入院中、相談した
い事や不安な事があれば遠慮なく、お話しください。

　地域包括ケア病棟へは、在宅への退院を目標にリハビリを継続しながら入院されるため、急性
期病棟に比べ入院期間も長くなります。そのために離床や認知症の悪化防止を目的に、大人の塗
り絵などを行ってもらい、完成した作品を病棟の廊下へ飾らせて頂き、作品を見てもらっていま
す。この取り組みは、8月31日に開催された長崎県看護学会学術集会で発表し、多くの質問をし
ていただきました。

　６階病棟には緩和ケア認定看護師が在籍しているため、がん患者
様の症状コントロールや退院支援、化学療法を必要とする患者様の
入院が多くいます。また、院内にはがんサポートチームがあり、多
職種で月２回カンファレンスを行い、緩和ケアの知識・浸透の向上
を目標にシリーズ研修も開催しています。がん患者様とそのご家族
の方が安心して療養できるようにしていきます。
　他にも認知症ケア専門士や認定呼吸療法士、日本コンチンネンス
協会コンチネンスリーダーなどの資格を有するスタッフが在籍してお
り、安心して退院してもらえるように、日々スタッフ一丸となって、
協力しがんばっています。

朝はショートカンファレンス
を行い、前日に入棟した患
者様や退院に向けて支援の
必要な患者様のショートカ
ンファレンスを行います。

病棟内では、看護師による
離床訓練や歩行訓練・排
泄訓練・入浴訓練を行って
います。自分で行う事が困
難な患者様へは、ご家族の
方へ介護の指導も行ってい
ます。

毎週木曜日には、医師も含
めて多 職 種との合 同カン
ファレンスを行い、退院に
向けて患者様への関わり方
を統一するための話し合い
を行っています。

地域包括ケア病棟での流れ

学術集会での発表と作品

優しく頼もしい男性
看護師もいますよ！
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障害や持病を持ちながらも、住み
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６階病棟 ６階病棟看護師長　野口　明子
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職種で月２回カンファレンスを行い、緩和ケアの知識・浸透の向上
を目標にシリーズ研修も開催しています。がん患者様とそのご家族
の方が安心して療養できるようにしていきます。
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朝はショートカンファレンス
を行い、前日に入棟した患
者様や退院に向けて支援の
必要な患者様のショートカ
ンファレンスを行います。

病棟内では、看護師による
離床訓練や歩行訓練・排
泄訓練・入浴訓練を行って
います。自分で行う事が困
難な患者様へは、ご家族の
方へ介護の指導も行ってい
ます。

毎週木曜日には、医師も含
めて多 職 種との合 同カン
ファレンスを行い、退院に
向けて患者様への関わり方
を統一するための話し合い
を行っています。

地域包括ケア病棟での流れ

学術集会での発表と作品

優しく頼もしい男性
看護師もいますよ！
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　令和元年9月20日（金）に第5回の地域連携講演会を開催いたしました。院内外から66名の皆様にご参加を
いただきました。心より感謝申し上げます。
　講演1では、長崎大学病院光学治療診療部　准教授の山口直之先生に「逆流性食道炎の新たな治療戦略」と
題しまして、様々なデータ等を示していただき最新の治療をご紹介いただきました。講演2では、安中外科・脳神
経外科　理事長の安中正和先生に「在宅医療と病診連携」と題しまして、在宅医療における病診連携の重要性
をお話しいただきました。お二人の先生とも、お忙しい中をこの講演会のために時間を割いていただき誠にあり
がとうございました。
　講演終了後の意見交換会の冒頭、当院の病院長笠伸年より病院移転の進捗状況を説明させていただきました。
第6回は、今年度内に開催する予定としております。多数の皆様のご参加をお待ちしております。

　皆さん、こんにちは。褥瘡対策委員 4 名 + 褥瘡学会大好き看護師 1 名の計 5 名は、8 月 23、24 日に京
都で開催された第 21 回日本褥瘡学会へ参加してきました。「節目を迎えた褥瘡治療：次の世代に残すもの、
引き継ぐもの」をテーマに、今年度の学会はさらに地域包括
ケアシステムの推進が図られる現在においての医療現場の取
り組みや課題などが多く扱われていました。
　私たちも考えさせられることが多く、今後の委員会活動に
活かしていきたいと思います。でも学会の楽しみは、もうひ
とつ。勉強のあとの夜の親睦会（飲み会）と観光です。今年
も学び +美味しいお酒と食を堪能しました！
　来年は 9 月 11、12 日に神戸開催です。興味のある方、ぜひ
一緒に参加しませんか？

　地域医療連携とは医療機関同士が相互に円滑な連携を図り、その機能を有
効活用することにより、患者様が地域で継続性のある適切な医療を受けられ
るようにするものです。当院では医療連携の推進の為、連携医療機関・施設
のご紹介を行っていきます。

　私は十善会病院に 11 年間お世話になり、平成 17 年 3 月より現在地に開業し 15 年が経過しようと
しています。当然、患者さんも十善会病院にお世話になった方、あるいは現在もお世話になっている
方が大多数です。十善会病院が令和 3 年春に旧市立成人病センター跡に移転することがとても残念で
危機感を持っています。
　当院は糖尿病患者さんが多く、また病歴も長く、糖尿病合併症を発症している方も多くいらっしゃ
います。循環器科・腎臓内科・眼科・脳神経科など多数の専門医との連携が必要です。

第 5 回十善会病院地域連携講演会の報告

もうすっかり寒くなりましたね。
インフルエンザの流行期がやってまいりました。
予防接種ご希望の方、当院にてご予約承っております。
　当院かかりつけの方………かかりつけ医にご相談ください。
　当院かかりつけでない方…内科外来にてご相談ください。

『受けていますか？インフルエンザの予防接種』

地域
医療連携

の集い たかお内科クリニック

地域連携推進委員　医療安全管理責任者　薬剤部部長　松谷　久

褥瘡対策委員会　看護師　森　美保

診療科目

診療時間

Q 病院の特徴を教えてください。

　かかりつけ医として成長して参りたいと思います。今後とも宜し
くお願いします。

Q 最後に読者の皆さんにメッセージをお願いします。

　総合的な診療能力を高め、患者さんに不利益がないように、また手遅れがないように対応していき
ます。必要であれば専門医あるいは連携病院へ紹介する判断力・決断力を養いたいと思います。

Q 地域のかかりつけ医として気に掛けることは？

内科・消化器科・循環器科

●休診日：日曜・祝日　　●備考：水・土曜は午前のみ
院　長：高尾 幸男先生

〒850-0841 長崎市銅座町 7-29
TN メディカルビル２F
095-811-0077

【最寄駅】路面電車 新地中華街電停徒歩２分
なし　※コインパーキング隣接

住  所

T E L
アクセス
駐車場

時 間 帯
午　前

  9：00 ～ 12：30

月 火 水 木 金 土

午　後
14：00 ～ 18：00

○一般料金

◎長崎市在住で 65 歳以上の方

（高校生以上の方に対応。小児はお取り扱いいたしません）

※ワクチンが十分に効果を発揮するのに、接種後２～４週間かかります。遅くとも年内の接種をお勧めします。

（税込）

（税込）

￥4,200

￥2,000

褥瘡学会に参加して
来ました!

職員コラム
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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

救急患者受け入れのお問い合わせ

８２１-１２１４
095-
ＴＥＬ（代表電話）


