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●笠院長連載シリーズ

『無礼印』りゅうの戯言
̶ その 13、器（うつわ）̶
病院長／

伸年

器と言っても波佐見焼や有田焼の話ではなく、人と

レジリエンスも必要な要素でしょう。これら様々な要

しての器、器量、度量の話です。戯言なのにこんな難解

素を勘案して包括した表現、人間の価値を表す言葉が

な、深遠なテーマを取り上げて良いのだろうか、と先行
きちょっと心配になりますがまあ何とかなるでしょ
う・・・か？

“器の大きな人間”ということではないでしょうか。
これまでくどくどと書いて来ましたが、それは取り
も直さず“器が大きい”ことを端的に具体的に表現する

人間の良し悪しはどうやって決まるのでしょうか？

ことが難しいということなのだろうと思います。また

“人間は存在するだけで価値がある、優劣など無い、世

器の大きさとは他人が評価するものであり、自分の器

界に一つだけの花”と SMAP は歌っています。確かに

の大きさは自分では解らない、判断出来ないと思いま

存在は平等で誰でも等しく生きる権利がありますが、

す。就職の面接試験で“貴方の長所は何ですか？”と聞

やはり人間にも幾許かの優劣はあるのではないでしょ

かれて“器が大きいことです！”と答えたら落ちるかも

うか？問題は何をもって判断するかということだと思

知れません。私が大好きなフードファイター、ラーメン

います。よく“あの人は頭が良い”とか言いますがそれ

20 杯とか総重量５ kg のメガ盛りカツカレーを苦もな

は単に計算が速いとか記憶力が良いとか学生時代の成

く平らげる人々は文字通り器の大きな、神に選ばれし

績が良いことを指している場合が多いと思います。学

人間でしょうが、これのみで人間の優劣を決めてしま

業成績が優秀であるというのは脳の働きのごく一部を

うことに賛同してくれる人はごく一部でしょう。その

評価しているだけに過ぎないのではないでしょうか。

人に接するとなんとなく安心する、話を聞いてもらう

以前、賢いであろう人の話を聞いていて、話が飛んだり

だけで心が落ち着く、なぜか誰からも頼りにされる、自

省略が多かったり先回りし過ぎたりで話の内容がさっ

然と皆がその人の周りに集まってくる、そんな人が器

ぱり分からん！と思ったことがあります。その時は“頭

の大きな人間ということになるのでしょうか。また昨

が良過ぎるのも考えものかな”と思いました。他人を欺

今の新型コロナ騒動など未曽有の危機に相対したとき

いて出し抜いて金儲けができる人間は、自分では“俺は

にも人間の器の大きさが試されるのかなと思います。

頭が良いのだから頭の悪い奴等から金を巻き上げるの

私も器の大きな人間にな

は当然だ”と考えているのかも知れませんが、私見を言

りたい（大食いファイター

わせてもらえるならば、所詮ずる賢い小悪人であり優

ではなく）と常々思ってい

劣のランクでは下方に位置する人間です。自分にも他

ますが、そう願うこと自体

人にも正直な人間、競走社会にあっても他人を欺して

が器の小さな人間であるこ

のし上がるなんて毛頭思わない愚直な人間が幸せな生

との証なのかも知れませ

活を送れる世の中であってほしいと切に願います。
“頭

ん。

が良い”ということの定義も曖昧であり、これをもって
人間の優劣を決定することには賛成いたしかねます。
優しい性格は良い人間の重要なファクターですが、優
柔不断、八方美人、他人に迎合するだけの人間と優しい
人との境界は一部不明瞭です。この激動の時代を生き
る我々には、優しさだけではなく逆境に堪える力強さ、
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笠

『摂食・嚥下障害』への支援
リハビリテーション科主任

言語聴覚士／

増田

廣介

超高齢社会を背景に、テレビ等の情報番組でもしば

下記の表のように誤嚥性肺炎発症には三大リスク因

しば取り上げられるようになった摂食・嚥下障害。み

子が有ります。訓練だけを行ったからといって誤嚥性

なさんもご存知かと思います。最近はインターネット

肺炎発症が抑えられる訳ではありません。「嚥下障害」

で 素 早 く 検 索 が 出 来 ま す。例 え ば「嚥 下 障 害」は

「防御因子の低下」
「起炎物質・最近の増加」へ対応する

Wikipedia では、
「種々の原因によって嚥下の機能が損

必要があります。適切な栄養提供や日々の口腔ケア、認

なわれること。誤嚥性肺炎の原因となり、栄養摂取に経

知機能維持、全身の運動、姿勢調整等々、総力戦です。無

管栄養や胃瘻を必要とすることがある。」と記載されて

論、私たち言語聴覚士だけではなく多職種の関わりが

います。

必要です。

私が言語聴覚士になって 10 年が経ちますが、ここ
10 年で随分研究が進み、認知症や廃用症候群といった
事からも嚥下障害が起こる事も明らかになりました
し、また介入方法もある程度確立される様になりまし
としながら QOL を保ちつつ生きる事も可能になった

発症

画 像
た。十分に口から食べられなくとも、
経管栄養等を主体

印象があります。
とはいえ、私たちが口から物を食べる事は生物とし
てのごく自然な生理です。嚥下障害があったとしても、
出来るだけ口から食べ続けるのが最善でしょう。しか
し、上述の様に摂食・嚥下障害は誤嚥性肺炎の原因と

当院では平成 26 年度に内科病棟にて摂食嚥下チー

なります。誤嚥性肺炎は特に高齢者には大敵で、死に至

ムを立ち上げ誤嚥性肺炎患者さんを中心に医師、看護

る事もあります。そのため、この発症リスクを抑えつ

師、管理栄養士、言語聴覚士といった多職種での支援を

つ、「支援」を行っていく必要があります。この支援と

開始しました。そして本年より摂食嚥下委員会を立ち

は、「出来るだけ口から食べられる」援助をしていく事

上げ、全病棟で統一した摂食嚥下支援の在り方の模索

です。

中です。模索の一環として現在、入院患者さんに対し、
摂食・嚥下障害に関

「摂食嚥下スクリーニング」を実施しています。医師・

わる一職種として、私

看護師・言語聴覚士がこのシートにチェックを行い、

たち言語聴覚士がいま

嚥下障害のある方への支援を早期より開始します。こ

す。当院には 6 名の言

のスクリーングからのデータを分析すると、当院に入

語聴覚士が在籍してい

院される患者さんの 25％程度は嚥下障害を有する事

ます。訓練といった印

が明らかになってきました。

象の強いリハビリ職で

支援の形作りはこれからですが、今後はこの支援を

すが、摂食・嚥下障害

適切な「かたち」として確立し、10 年先は地域に貢献で

の支援としてはその意味合いはそんなに強くはありま

きる様に努めていきます。

せん。
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●新連載シリーズ

『栄養学のイロハ』
外科

第１話

副院長／

池松

禎人

高齢者の筋トレ

１年程かけて栄養のお話をします。第１回目は
加齢に伴う低栄養です。
簡便な栄養状態指標としてボディマス係数
（BMI, 体重 kg÷ 身長 m2）があります。一般的に
正常値は 18.５～25kg/m2 と言われていますが、
高齢の方にこの数値は当てはまりません。65 歳を
超えた方は最低でも 22kg/m2 は欲しいところで

図１

す。35 万人以上の日本人から集められた BMI と
生存率に関する研究論文があり1)、最も死亡率が低
い BMI は男女ともに 22～25 kg/m2 でした（図
１）。疾患別（がん、心疾患、脳血管疾患）死亡でみ
ても同様の傾向がうかがえます（図２）。BMI 18.5
kg/m2 では死亡率が 1.6～1.8 倍も上がってしま
います。意外なことに BMI 25 kg/m2 前後の方が
最も死亡率が低いことに注目すべきで 26 kg/m2
程度までの少し小太りの方の生存率が最も高い

図２

結果でした。痩せ過ぎている方はひとたび病気に
なると抵抗力を含めた生存力が脆いという事が

40 歳を過ぎると身体の筋肉は毎年 400g ずつ自

想像されました。無論 BMI が 30 kg/m2 を超える

然に失われると言われています。10 年で４kg、20

ような肥満は糖尿病、高血圧など他の危険因子が

年で８kg です。還暦を迎えた方の脚の筋肉をお風

加わるので注意が必要です。

呂で観察すると痩せた方が多いことに気づきま
す。若い頃から体重も体型も変わらないという方
がいらっしゃるならば筋肉が減少した分を脂肪
が補っている事になります。もちろん 40 すぎても
定期的に運動をされている方は別格ですが
ウォーキングなどの有酸素運動では筋肉の増強
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作用は乏しいと言われており、筋トレなど抗張力

の役割はありません）。病気や怪我をしたり、手術

トレーニングが有効です。ヒトの 4 大骨格筋群は

を受けたりする時にそれまで持っていた筋肉量

胸、背中、腹、脚ですが歩行や転倒に直結している

の多寡が予後を左右するとも言われています。ま

のは下半身の筋肉群です。同じ時間をかけて最も

た抗がん剤を含めた薬物での治療を受ける際の

効果をあげたいなら下半身を鍛える事をお勧め

副作用も筋肉量が減らしてくれるという報告も

します。筋肉量が増えると基礎代謝も上がります

あります。もちろん若い頃から運動に親しんでい

ので太りにくい身体を作る事になります。とりあ

る事が理想ですが時計は巻き戻す事ができませ

えずは毎日入浴前スクワット 10 回３セットから

ん。でも、ご心配なく。60 歳を過ぎても筋トレで筋

始めてみましょう。

肉量を増やせますし、病気になっていても筋トレ

高齢者には定期的な栄養スクリーニングが必

は可能です。病気になった

要になります。現在の食欲や食事摂取量、体重減

らベッドで休養をして体力

少の有無と程度、BMI、罹っている病気と重症度、

を回復するというのは迷信

筋肉量の程度（本人両手の中指と親指で「わっか」

です。病気に負けない身体

を作り足すねの最も太い部分を挟んだ余裕で判

を作り、病気になっても病

断します。正常はキチキチですが、筋肉が減ると

気に打ち勝つ体力を手に入

スカスカになります。
）などで総合的に判断しま

れるには早期離床と運動し

す。しかし外来や病棟を含めた病院で最も簡便で

かありません。

画

像

有効にもかかわらず、忘れられがちなスクリーニ
ング法は体重計測です。時間を追って体重を計

参考文献

測・記録しておけば、体調の異変や病状の悪化に

1）Hozawa, A. et al., Associatinon between body
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ならず、自分や家族の健康管理に役立てましょ

population: pooled individual participant data
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analysis of 13 cohort studies, J Epidemiology, 29

加齢や病気にともなって筋肉量が減少する状

(12) : 457-463, 2019

態をサルコペニアと呼びます。筋肉には体重を支
えて移動させる本来の役割の他に、病気になった
ときに非常時のエネルギー補給をするという役
割があります（一般に信じられている脂肪にはそ
4

●新病院プロジェクト

移転改築工事情報 Vol.１

2020.04.10
新築棟は配筋作業が終わり、基礎配筋検査を受検後に基礎の
コンクリート打設を行います。
改築棟は 6 階の解体が終わり、
5 階の解体が進んでいます。
また、
本日は外装やサインのカラースキームが行われました。

2020.04.15
新築棟は 1 工区基礎のコンクリート打設が終わり、1 工区の
型枠解体、2 工区の型枠設置が行われました。
改築棟は 5 階
の解体が終わり、
4 階の解体が行われております。

2020.05.28
新築棟は 2 工区基礎のコンクリート打設が終わり、2 階部分
の床のコンクリート打設が行われました。
改築棟は 4 階の解体が終わり、3 階の解体が行われておりま
す。
今までの解体は重機で行なっていたのですが 2 階より下を
利用する為、3 階の解体には解体部分をクレーンでつりワイ
ヤーを使って切断するワイヤーソーイング工法で行なわれて
おります。

十善会病院理念
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。

運営の基本方針
「顧客満足（CS）」に基づく病院運営（CSM）
1) 患者さんに満足される医療の提供
2) 患者サービス向上のための教育･研修
3) 職員の資質向上･能力開発のための研修
4) アメニティーの向上
5) 職員及びその家族の幸福な生活の実現
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関連事業の拡大

一般診療、救急医療、
在宅医療の充実

健診、人間ドック、
脳ドック等

●職員コラム

十善界隈グルメ

以前に、お弁当を注文させていただいた、ピアチェーボレさん。あの味がわすれられず今回は直接店に出向きまし
た♪うほほ～い♪
予約より、随分と早くきた私を笑顔で迎えいれてくれた 2 人のダンディな殿方。もう、これだけでお支払をしてしま
いそうになる www
さてさて、飲み物代を支払ってくれるおじさまがいたので、スパークリングワインなんて頼
んじゃいました♪
「どうぞどうぞ」なんて野暮なつぎ合いはなく、お店の人がスマートに、８
人分、お洒落なグラスに注いでくれるぅ♪素敵～♪
さらに、前菜がお洒落すぎるのです。
「海老と南瓜のテリーヌ」には、パッションフルーツソー
ス♪「玉ねぎのムース」？？玉ねぎってムースにできるの？？びっくり！
！至極の味です。ゴボウの
スープに至っては、ごぼうの形もないのに、ごぼうの香りと味がする～奇跡～うますぎて、ほっ
ぺたおちたので、緊急手術お願いします。
子羊の肉入りトマトクリームパスタも、本物トマトは感じるのに、すっぱくなく、クリーミーな味わいで、パンによく
合う～パンも身体によさそうなパンで、そのまま食べるか、クリームパスタやゴボウスープにつけるか、迷うのぉ～そ
んな方が多いのね、パンはお代わり自由でした♪贅沢にもウニがのっかっちゃ
てるスズキのムニエルのそばには、人参のピクルスが添えてあり、
これだけで、
美人になれちゃう気がするのです♪ピクルスなのに、甘～い♪柔らか～♪魚
の後には、がっつり肉がきて、無花果ソースで召し上がれ♪って豚肉でなくて、
牛かつって、贅沢すぎるやろぉ～。最後はティラミスって、4800 円で大丈
夫ですか？？といらぬ心配をしてしまう私。どれも、家庭じゃ（私の場合）
、
一生つくれないものばかり～ありがたいです♪
そうそう、ジュースを頼んだのですが、あれ？デコポンにストローさして飲んでるのかな？と思いこんでしまうほど果
肉たっぷり！
！
最後に、提供いただいたエスプレッソがほろ
苦い思い出さえも思いださせてくれる、美味し
くて、お洒落なお店、ピアチェーボレ。大事な
仲間とぜひどうぞ。（記事は新型コロナウイルス
感染流行前のものになります。）

( 文責：みぃ )

ここポイント♪
１ 形はないのに
（スープやムース）素材の味や香りが際立つ料理
２ おしゃれすぎる空間。
各種ドリンクの瓶までもが、お洒落すぎ
３ 料理の説明を、
丁寧にしていただき、美味しさ倍増
４ パンのおかわりができます～
５ 素材生きすぎドリンク

お

店

ピアチェーボレ（月曜定休日・祝日を除く）

場

所

長崎市銀屋町２－16

料

理

4,800 円コース（飲み物別）

本日の人
数は
８人

経済的な理由によって、
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、
行う制度です

TEL

◆ ご相談窓口 ◆
十善会病院 医療福祉相談室
（当病院１階受付そば 番）

（代表）

長崎市淵町にある旧成人病センター

【平日 9:00～17:00】

跡地に移転し建替えを行います。

どなたでも、お気軽にご相談ください。

長崎新地中華街

銅座・浜町▲

ホテル JAL シティー●
三井のリパーク第１駐車場

P

P TOP24 パーキング

●
ホテルマリンワールド

P 新観光タワー
三井のリパーク第 2 駐車場

P

一方通行

（中華門 南門）
福 ●牌楼門
建
湊公園●
通
り
TOP24 パーキング
P 籠町第 3
湊公園タワーパーキング
タイムズ長崎中華街第２

●ローソン

P

広 ●ピザカリフォルニア
馬 湊公園店
場
商
患者様専用
店
街 駐車場→

P

●セブン - イレブン

十善会病院

TOP24 パーキング
広馬場商店街第 3

P

丸山公園・史跡料亭 花月▶

パーキング

P

←健康管理センター

小島養生所跡石碑●
日本初の西洋式近代病院

無料駐車場はございません。

P 唐人

唐人屋敷パーキング

思案橋▶

屋
敷
通
り

●土神堂

●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。
専用駐車場にお止めの際は、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。
●指定駐車場は、唐人屋敷パーキングと新観光タ
ワーパーキングとなっております。
※専用駐車場または指定駐車場をご利用いただき、
当日受診された外来患者様に限り、駐車料金
１時間無料券を発行しております。

福建会館●

E34
福 建 会 館（館 内 町）
には、日中友好のシ
ンボルとして上 海 市
から長崎県へ贈られ
た「孫 文 中 山 像」が
建立されています。

●バス／長崎新地ターミナル下車 徒歩約 4 分

●観音堂
●電車／新地中華街下車 徒歩約 7 分

50m

（無料）
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095-821-1214

十善会病院広報誌／

〈医療費の免除〉を

十善会

たら…
医療費に困っ
、
ひ
ぜ
い！
ご相談くださ

社会福祉法人

無料低額診療事業

十善会病院は
2021年に移転します

