
68
JYUZEN 
Public Information 
Paper

TAKE FREE
（無料）
ご自由に

お持ちください。

TAKE FREE
（無料）
ご自由に

お持ちください。

2020

新年のご挨拶
『病院移転に向けて』
急性期医療
『がんゲノム医療』

地域包括ケア病棟ってどんなところ？
『療法士、管理栄養士の関わり』
お知らせ
『地域連携講演会の開催』

新年のご挨拶
『病院移転に向けて』
急性期医療
『がんゲノム医療』

地域包括ケア病棟ってどんなところ？
『療法士、管理栄養士の関わり』
お知らせ
『地域連携講演会の開催』

●●

●●

●●

●●

The ContentsThe Contents

じゅうぜんかい
長崎ランタンフェスティバル　眼鏡橋

社会福祉法人 十善会 十善会病院

社会福祉法人 十善会 十善会病院広報誌

Tel:095-821-1214  Fax:095-824-4315  HP;http://www.juzenkai-hospital.or.jp/



じじ 通信通信ゅゅううぜぜんんじじ 通信通信ゅゅううぜぜんん1 2

　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。

　今年は十二支の初年に当たる子年でありま
す。意味としては種子の中に新しい生命がきざ
し始める状態とのことです。十善会病院が今月
に旧成人病センター跡地に移転するための新
病院建設が着工されることを思いますと、子年
はまさに私どもを励ましてくれているようにも感じ
ます。２０２１年３月の完成を予定しています。
　とはいえ長年にわたり活動してまいりました十
善寺地区を離れますことはさびしくもあり、胸の
痛みを感じざるをえません。以下に十善会病院
の歴史を概説いたします。
　今をさかのぼること１４５年、１８７５年に柳川
藩の御典医だった高木文章が十善寺郷（現中
新町）に十善寺病院を開設した時点が始まりで
あります。その後いくつかの曲折を経て１９５８年
（昭和３３年）に社会福祉法人に改組し、「社会
福祉法人十善会　十善会病院」となり現在に
至っています。長い歴史を有する当院ですが、
一貫して地域住民に対して安心で良質な医療、
福祉を提供してきたものと自負しています。
　十善会は｛救急から在宅まで｝を理念に掲
げています。病院を中心とした法人ですが、疾
病予防、健康増進部門として健診センター、
在宅生活支援部門として在宅総合支援セン
ター併せて運営しています。長崎市２次輪番病
院群の一員として救急医療を中心とした一般病

床を運営するにあたり、患者さまの在宅におけ
る生活を常に視野において対処することを心が
けています。急性期からのリハビリを早期より導
入し、患者さまの早い回復に力を注いでいます。
移転後は地域包括支援病棟を強化し、さまざ
まな病態の患者さまの受け入れに対処する所存
です。また社会福祉法人の使命である社会的
弱者に対して医療を受ける権利の確保、質の
高い無料、低額診療の提供などを継続してま
いります。
　十善会病院の主たる診療科は内科、外科、
脳外科、整形外科、形成外科、泌尿器科、
麻酔科、放射線科などです。断らない救急医
療の提供をスローガンに３６５日２４時間の診療
体制を維持しています。移転後も同様の姿勢を
堅持し、社会の要請にこたえたいと考えていま
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 
『病院移転に向けて』 

病 院 概 要

スケジュール

十 善 会 病 院 は 2 0 21年 に 移 転 します。十 善 会 病 院 は 2 0 21年 に 移 転 します。

十善会病院は昭和37年に竣工、平成9年に現在地にて改築を行い運営しております。現病院の建物・
設備の老朽化が進んでおり、長崎市淵町にある旧成人病センター跡地に移転し建て替えを行います。

●移　転　地　長崎市淵町 20-5（旧成人病センター跡地）
●階数、高さ　地下 1階、地上 6階 ( 敷地面積 5,168 坪、延べ床面積 2,934 坪）
●標榜診療科　内科、神経内科、消化器科、呼吸器科、循環器科、整形外科、形成外科
　　　　　　　リウマチ科、脳神経外科、外科、肛門科、泌尿器科、婦人科、放射線科
　　　　　　　リハビリテーション科、麻酔科　　
●病棟構成　188床（急性期病棟 94床、地域包括ケア病棟 94床）
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新連載
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理学療法士　リハビリテーション科主任　清水 章宏

『管理栄養士の関わり』 管理栄養士　栄養部　森　彩子

第5弾

　今年度のじゅうぜん通信で始まった新連載シリーズ～地域包括ケア病棟ってどんなところ？～も第
５回目となります。今回は、リハビリテーション専門職である“療法士の関わり”についてです。
　当院での地域包括ケア病棟における療法士は、2018年度の在宅復帰率およそ80％の患者様の
ほとんどに対して介入を行っています。療法士が急性期の一般病棟から地域包括ケア病棟で継続介
入することで在宅生活状況をより深く把握し、早期より多職種で協働して支援を行っています。

　当病棟では入棟期間中（最大60日）、療法士は多様な取り組みが可能であり、その柔軟性を活かしてより
良い在宅・生活復帰や地域生活を支援する役割が求められています。ここからは理学療法・作業療法・言
語聴覚療法の個別的な関わりや多職種での協働について紹介します。

身体機能や動作能力の回復
筋力や心肺機能などを高め、在宅生活の目標に沿って安全で安楽な動作練習を行
います。屋外歩行練習も積極的に行います（左図）。
動作介助や姿勢調整方法の助言
介助が必要な患者様に対し、ご家族へ起きる・立つ・歩くなどの基本的動作の快
適な方法を助言して一緒に練習を行います。
虚弱や転倒予防に関する助言
在宅生活状況や身体機能評価のもと退院後も予測される機能低下に対して運動や
日常活動の提案を行っています。

生活全般の諸活動における動作練習
家事動作（左図）を含め、在宅での活動状況や家屋や周辺環境などを把握した上で
必要な練習を行います。
生活動作の助言、環境設定（自助具紹介も含め）
ご家族の協力をもらいながら食事や排泄、入浴などの生活動作の方法や促しにつ
いて助言し、必要に応じ環境設定も行います。
認知や精神機能賦活のための作業活動
患者様やご家族より興味関心をお聞きし、季節柄に合った塗り絵やカレンダー作
成、折り紙などを行っています。

多職種での協働について

おわりに

摂食嚥下練習、口腔機能練習
正しい姿勢調整のもと、入院早期より食べ物を使用した嚥下練習（左図）や自身で
の歯磨きや入れ歯の管理の練習を行います。
食形態の検討
誤嚥予防のため栄養士と相談して調整を行います。必要時は一緒にご家族などへ
食事内容や動作の助言を行います。
コミュニケーション障がいへの支援
効率的な声かけや聞き取りの手段を検討し、他職種やご家族と共有しています。

　前号でも紹介された病棟生活における自立支援に取り組む看護師からの相談も多く、病棟で実際に動作
練習を行う中で、患者様自身の能力を最大限に発揮できるように、活動における介助や促しのコツを共有
し実践してもらっています。
　また、認知機能や手の機能が低下し内服が困難な方には薬剤師へ相談し服薬調整や薬袋管理を行っても
らい、看護師の協力のもと、内服の動作が行えるように支援し、ご家族へも助言しています。
　その他、低栄養に関しても多職種で吟味し、活動が過負荷になる際は食事状況に応じて栄養サポート
チームへ相談しています。
　在宅復帰に向けては、主治医の治療方針やMSWの面談で得た患者様やご家族の不安や生活状況など
の情報を含め、担当間で共有し、生活課題や目標と支援策について話し合っています。
　このように、早期からの多職種連携を基に、各療法士が練習を行いつつ病棟の多職種で協働を図ってい
ます。
　また、必要に応じてご自宅まで同行し、自宅やその近辺での動作練習や患者様の動作能力に応じた福祉
用具の紹介や手すり設置の提案といった住環境の調整も行っています。
　退院前には患者様やご家族を交え、在宅医・ケアマネージャー・在宅支援スタッフなどとご一緒に合同カ
ンファレンスを開催し、退院後の生活を安心して過ごせるように情報交換を行っています。

療法士の関わりと多職種協働について

　当病棟における療法士の関わりの中では、健康増進や介護予防も含め地域生活の中で機能や日常生活
能力を維持改善していくことは大変重要と感じています。入退院支援はもちろんのこと地域生活の質の向上
を目指し、院内多職種チームで協力して頑張って行きたいと考えています。
　在宅・生活支援において『地域連携』は非常に重要であり、今後も近隣病院や診療所の先生方、自宅や
施設の在宅支援スタッフの方々からのご協力やご支援の程よろしくお願い申し上げます。

　当院では、各病棟に担当管理栄養士を配置しています。地域包括
ケア病棟の担当管理栄養士は、主に栄養・水分の過不足はないか、
食種や食形態は適切かなどの確認を行い、個々の患者様にあった食
事内容の検討や経腸栄養剤の選択を行っています。思うように食事
が入らない患者様には面談を行い、その方の嗜好に合せて食事内容
を検討することで、必要な栄養を無理なく摂取していただけると考え
ています。
　また、退院に向けての栄養指導も実施しており、糖尿病などの疾
患に対する食事の摂り方や、退院後も嚥下調整食の継続が必要な方
へ、サポートをされるご家族のご負担も視野に入れ、食事の作り方や
栄養補助食品の紹介などの説明を行っています。
　患者様やそのご家族との関わりの中で、「家に帰ったら、病院と同
じ食事ができるか不安」という声が聞かれることがあります。そのよう
な不安を少しでも軽減できたらという気持ちで関わらせていただいて
います。これからも、患者様が安心して退院の日を迎え、スムーズに
日常生活へ戻ることができるよう支援していきたいと思います。

理学療法士 作業療法士 言語聴覚士
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　本日はがん治療についての最新のお話です。
　がんは遺伝子に生じた変異が原因で起こる病気です。
遺伝子には私たちの体を作り、保つために必要な情報が
含まれています。そのため、遺伝子が変化すると、体の
正常な働きが保たれなくなることがあるのです。
　従来、がんの治療といえば手術療法、放射線療法、薬
物療法でした。
　これまでの薬物療法といえば、抗がん剤（化学療法）
やホルモン剤でしたが、1990 年以降に分子標的薬が登
場し、そして 2014 年に免疫チェックポイント阻害剤が
承認されました。分子標的薬は標的とする遺伝子変異を
持つがん細胞に効果があるので、事前に「コンパニオン
診断」とよばれる検査で遺伝子変異があるかを調べます。
　分子標的薬は数種類開発されており、それぞれの薬に
対応する遺伝子変異を一つずつ検査しなくてはいけない
ので大変時間がかかっていました。その後、遺伝子検査
の技術が進歩し、2017 年以降になると複数の遺伝子変
異を一度の検査で調べることができる「がん遺伝子パネ
ル検査」が登場し、現在のがんゲノム療法に繋がってい
るのです。
　では、肺癌を例にとって説明しましょう。
　元来、肺癌には肺癌用の抗がん剤、胃癌には胃癌用の
抗がん剤といったように、臓器ごとに薬物選択が行われ
ていました。その後、イレッサという最初の分子標的薬
が登場するのですが、使用してみると良く効く人と効か
ない人がいるのがわかりました。遺伝子検査により
EGFR（epidermal growth factor receptor：上 皮
成長因子受容体）遺伝子に変異がある人に良く効くこと
が判明したのです。その後同様に、ALK 融合遺伝子、
ROS-1 融合遺伝子、BRAF 遺伝子変異などが見つかって

おり、それぞれに対して効果を示す分子標的薬が開発さ
れました。よって、現在では治療前に前述した 4 つの遺
伝子検査を同時に行うことが推奨されています。そして
今後、新たな薬剤が開発されれば、さらに多くの遺伝子
変異を調べることが必要になります。事実、近年様々な
固形癌からまれに見つかる異常な遺伝子のひとつに、

「NTRK 融合遺伝子」が見つかっております。標的とす
る薬剤も開発されており遺伝子検査で「NTRK 融合遺伝
子」が見つかれば発症臓器に関係なくこの薬剤が効果を
示す可能性があります。また、これまで乳癌や胃癌の治
療に使われてきた分子標的薬に「HER2」とよばれるタ
ンパク質を標的とするものがあります。近年、HER2 が
卵巣癌、肺癌、膀胱癌などでも見つかり、これらの治療
にも効果を示すことが分かりました。つまり、治療は以
前のような臓器別ではなく遺伝子変異別の、臓器横断的
な治療に変化してきたのです。そこに登場したのが「が
ん遺伝子パネル検査」です。この検査では「次世代シー
クエンサー」とよばれる装置を用いて 100 種類以上の
がん関連遺伝子の変異を短時間で一度に解析することが
でき、一人ひとりに合った治療が見つかる可能性が増す
と期待されています。2019 年 6 月より健康保険の適用
にもなっており、全国に 11 カ所あるがんゲノム医療中
核拠点病院（九州では九州大学病院）や、34 カ所のが
んゲノム医療拠点病院（長崎では長崎大学病院）および
122 カ所のがんゲノム医療連携病院（長崎にはない）で
可能です。その結果を基に主治医、遺伝医学や病理学の
専門医、遺伝カウンセリング技術を持つ医療関係者など
から成る「エキスパートパネル」という会議で総合的に
検討し治療方針を決定します。ただし、検査を受けても
遺伝子変異が見つからないこともありますし、また変異
が見つかっても、適切な治療薬がない場合もあります。
適切な薬剤が見つかる確率は 1 割とも言われています。
　その他、留意点として検査の結果、目的としていたがん
の原因遺伝子とは別に、家族のがんの発生に関わる可能性
のある遺伝子変異が見つかる場合などがあります。ただし、
本人の病気に関すること以外の結果は知らない権利があ
り、希望がなければ知らされることはありません。
　最後になりましたが、誰でも受けられる訳ではありま
せん。本検査は、標準治療がない固形がん患者又は局所
進行若しくは転移が認められ標準治療が終了となった固
形がん患者であって、関連学会の化学療法に関するガイ
ドライン等に基づき、全身状態及び臓器機能等から、本
検査施行後に化学療法の適応となる可能性が高いと主治
医が判断した者、となっています。

忘年会忘年会

レントゲン透視

　第 6 回地域連携講演会を下記要領にて行います。今回は、当院の病院長笠伸年が『認知症と脳神経外科』
と題しまして講演いたします。また、長崎大学大学院医歯薬学総合研究科離島へき地医療学講座助教
の野中文陽先生に、『離島で考える高齢者糖尿病治療戦略』をご講演いただく予定です。興味深い講演 2 本
立てとなっております。お誘いあわせの上、多数の皆様のご参加をお待ちしております。講演会終了後は、
恒例の情報交換会も予定しております。「顔の見える連携」のためにもぜひご参加ください。

令和元年度 
社会福祉法人十善会

薬剤部部長兼医療安全管理者　地域連携推進委員　松谷　久

日　時

場　所

令和2年2月28日（金）　19:30～20:30

ホテルニュー長崎　３F「鳳凰閣束の間」

対　象 医療・介護関係者の皆様
※長崎市医師会生涯教育講座参加単位申請予定

　呼吸器内科　副院長 麻生　憲史

急性期医療

『がんゲノム医療』
地域連携講演会のお知らせ
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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

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
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）



社会福祉法人 十善会 十善会病院
Tel:095-821-1214  Fax:095-824-4315  E-mail:info@juzenkai-hospital.or.jp

http://www.juzenkai-hospital.or.jp/

外来診療科別担当医表

※ 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。

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 )

大学医師 (糖尿病 )

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 )

2W

AM

PM

神崎 貴仁

松林 昌平

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

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

池松 禎人

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

1W3W5W  池松 禎人
2W4W       杉山 　望

花谷 拓哉

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

隔週
交代

診療受付 〈平日〉8:45 ～ 11:30　〈土曜日〉8:45 ～ 11:00　〈日曜･祝日〉お休みさせて頂きます

救急受付 24 時間・年中無休
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