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新年のご挨拶
理事長／

小川

繁晴

明けましておめでとうございます。新年の喜びを皆

るにあたり、患者さまの在宅における生活を常に視野

様に申し上げますとともに、旧年中のお力添えに対し

において対処することを心がけています。急性期から

深く感謝申し上げます。

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。

今年 6 月に十善会病院は淵町の旧成人病センター跡

十善会病院の主たる診療科は内科、外科、脳外科、

地に移転します。３月 31 日に新病院が完成予定で、

整形外科、形成外科、泌尿器科、麻酔科、放射線科な

工事は順調に進捗しています。6 月 1 日に十善会病院

どです。断らない救急医療の提供をスローガンに 365

のすべての機能が新病院に移動することになります。

日 24 時間の診療体制を維持しています。移転後も同

移転にあたりましては移転日の前後合わせて約 1 週間

じ診療科の構成で、社会の要請に応えたいと考えてい

診療を中断することになり、皆様には迷惑をおかけす

ます。地域包括支援病棟を増床し、リハビリ機能を強

ることになりますがお許しください。

化してさまざまな病態の患者様の受け入れに対処する

長きににわたり活動してまいりました十善寺地区を

所存です。また社会福祉法人の使命である社会的弱者

離れますことには、深い感慨を覚えざるをえません。

に対して医療を受ける権利の確保、質の高い無料、低

今をさかのぼること 146 年、1875 年に柳川藩の御典医

額診療の提供などを継続してまいります。

だった高木文章が十善寺郷（現

稲田町、十人町、中

昨年は新型コロナ感染症に社会全体が甚大な被害を

新町、館内町）の中新町に十善寺病院を開設した時点

受けましたが、当院もまたその例外ではありませんで

が始まりであります。中新町より現在地（篭町）へは

した。現在も猛威をふるい続ける新型コロナウイルス

広東会所の土地を譲渡していただき移転したとのこと

感染症が今後どのように収束するのか、予断を許さな

です。その後いくつかの曲折を経て 1958 年（昭和 33 年）

い情勢ではあります。このような時であればこそ社会

に社会福祉法人に改組し、
「社会福祉法人十善会、十

福祉法人の使命を自覚し、全職員で医療体制の維持に

善会病院」となり現在に至っています。十善寺地区か

貢献したいと存じます。

らは離れることになりますが、この地において培われ
た歴史を踏まえ、十善寺郷の地名を冠した十善会病院
の名称は継承いたします。そして先人たちの営々とし
た努力の上に現在があることを肝に銘じ、移転後も伝
統を引き継いでまいります。
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
進部門として検診セン
ター、在宅療養支援部
門として在宅総合支援
センターを併せて運営
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
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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。

せん妄ハイリスク患者ケアの取り組み
看護部／

当院では、一般病棟入院患者全員に、入院早期にせん妄リスク
因子のスクリーニングを行い、ハイリスク患者さんに対しては、
非薬物療法を中心とした対策を行うことでせん妄の出現予防に努
めております。今回は、その取り組みの実際について紹介します。
ここで「せん妄」と「認知症」は、どのように違うのでしょうか。

比較項目

70 歳以上

脳器質的障害

認知症

アルコール多飲

全身麻酔を要する手術またはその予定

せん妄

記憶・認知障害

急激

緩徐

多い、夕刻や夜間に多い

少ない

数日間～数週間

永続的

睡眠覚醒リズム障害

あり

まれ

身体疾患

多い

時にある

薬物の関与

しばしばある

なし

環境の関与

多い

なし

動揺性
症状の持続

など

認知症

注意障害、意識障害
しばしば幻視、運動不穏

発症の仕方

寛子

＜せん妄ハイリスク因子＞

ベンゾジアゼピン系薬剤の内服

２つの違いは次のとおりです。

基本症状

田栗

（出典：We 介護 kaigo.ten-navi.com 一部改変 ）

＜せん妄予防の取り組みと実際＞
１）せん妄ハイリスク因子の確認を、入院前または入院時から入院後 3 日以内に行い、1 項目以上該当するハイリスク患
者さんに対しては、せん妄対策を速やかに実施します。
２）ハイリスク因子がある場合は、直ちに看護計画に具体的なせん妄対策を立案します。
３）主治医に報告し、薬剤師やその他関連職種と連携し対策を実施します。
４）せん妄対策を実施し、定期的にせん妄の有無を確認し、早期発見に努めます。

ハイリスク患者さんに対するせん妄対策
認知機能低下に対する介入（見当識の維持）

脱水の治療・予防（適切な補液と水分摂取）

リスクとなる薬剤（特にベンゾジアゼピン系薬剤）の漸減・中止

早期離床の取り組み

疼痛管理の強化（痛みの客観的評価の併用など）

適切な睡眠管理（非薬物的な入眠の促進など）

本人および家族へのせん妄に関する情報提供 など

＜せん妄出現に対する対応＞
１）対策を実施後にせん妄を発症した場合は、出現時期から原因についてアセスメントし、予防対策の評価、見直し、
看護計画の修正を行います。
２）せん妄状態の共有のため、主治医や他関連部署に情報提供を行い、カンファレンスをしながら対応していきます。
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『栄養学のイロハ』
外科

第４話

がんの栄養療法（後編）

副院長／

池松

禎人

いが適当です。その際に摂取するタンパク質が問題に
なります。タンパク源は大まかに肉、魚、卵、大豆、

前回がんと闘う治療を継続するために筋肉が必要と

小麦の 5 種類です。前 3 つが動物性、後 2 つが植物性

いうことを述べました。今回は骨格筋を増やす方法を

タンパク質になります。筋肉を肥大化させる目的であ

考えます。そのために必要なのは運動であり、もう一

ればロイシンというアミノ酸を多く含む事が重要で

つは栄養です。車の両輪の様にどちらかが欠けても筋

す。このロイシンは必須アミノ酸である分岐鎖アミノ
න 酸ϫεϱ͗ଡ͚ΉΗΖৱʤҲյ҈ྖ͍ͪΕʥ
（BCAA）の一つです（表）。

肉は増えません。
骨格筋の 7 割は下半身に分布します。同じ時間、労
力で筋肉を鍛えようと思うのなら下半身を鍛える方が
効率的です。運動には酸素を取り込みながら動く有酸
素と歯を食いしばって頑張る嫌気性運動の 2 種類があ
りますが、筋肉を増やす目的なら断然後者の方が有効
です。有酸素運動の代表的なのはウォーキングやジョ
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ギングですが残念ながら筋肉の質は改善できても量は

PJ

増えません。嘘ではない証拠にトップレベルのマラソ

ࣥఙৱනΓΕ

ンランナーに筋肉質の選手がいないことを見ればわか

表） ロイシンが多く含まれる食品（一回目安量あたり）

ります。有酸素運動では酸素を効率的に取り込める遅
筋（赤筋）が優位に鍛えられます。一方で嫌気性運動

同時に摂取されるアブラにも注意を払う必要があり

では瞬発力を出す事ができる速筋（白筋）を鍛える事

ます。お肉にはω6 系脂肪酸が多く含まれ炎症を助長

ができます。同じ陸上競技でも短距離走選手に筋肉質

しやすいとされます。がんの炎症を静めるためにはω

の選手が多い事から一目瞭然です。実際には嫌気性運

3 系であるお魚やω9 系のオリーブ油が有効です。

動を先にやった後に有酸素運動を行う事が推奨されて

現にがんで闘病されている患者さんに上記の筋トレ

います。ウォーキングを始める前に玄関先でスクワッ

が間に合うのかというご意見があると思います。もち

ト 10 本を 3 セットやってから出かけるのが効果的で

ろん若い頃から身体を鍛えておくのが理想的ですが、

す。もう少し頑張れる方はウェイトを持ってトレーニ

何事も遅きに失することはありません。筋トレによっ

ングしてみましょう。目安は 1 回目楽勝でも 10 回目に

てがんによる死亡リスクが 30％も減らせるという報

キツイと思われるくらいの負荷をかけ、休憩を入れて

告があります
（図）。諦めないことが大切です。
ਦ ۔φϪͶΓΕ͗ΞͶΓΖࢰϨηέ͗ˍݰঙ͠ΗΖ

3 回やる事です。有酸素運動でインナーマッスルを鍛
え、嫌気性運動で瞬発力を増やせれば転倒しにくい丈
運動するためにはエネルギーが必要です。アマチュ
アランナーの方でマラソンレースに出場される直前に

ύδổχർ

夫な下半身が作れます。



プロテインを取られる方がいますが間違いです。タン
パクは摂取後すぐに筋肉のエネルギーとして使用され
ることもありません。運動前に消化の遅い糖質を補充
し、運動直後にタンパク質を摂取する事で筋肉は肥大
する事ができます。筋肉が糖新生のために崩れてしま
わないよう食事前に空腹で運動することは止めましょ
う。夕方の運動は帰宅後夕食を済ませた一時間後くら
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図） 筋トレによりがんによる死亡リスクが 31％減少される

地域
医療連携
の集い

●連携先医療機関・施設のご紹介

医療法人社団

深堀内科医院

内科・呼吸器内科・循環器内科・消化器内科・小児科

診療項目
受付時間
時間帯

午前 9：00～12：30

月
○

火
○

水
○

木
○

金
○

午後 14：00～18：00

○

○

○

○

○

土
○

●休診日：日曜・祝日
（土曜の午後休診）

院長：深堀

茂樹先生

Q 病院の特徴を教えてください。
1978 年に父が小ヶ倉町地区に開業し、私が平成 17 年より継承しまして今年で 15 年目となります。当院は有床
診療所で地域に根ざした医療をかかりつけ医として 24 時間対応で続けています。また、在宅及び高齢者施設の往
診や訪問診療を行っており看取りに関しても積極的に取り組んでおります。

Q 地域のかかりつけ医として気に掛けることは？
元々は血液内科が専門ですが、専門分野に限らず高血圧や糖尿病など生活習慣にかかわる疾患を総合的に診て
おります。体調が悪い時や健診で気になることがあればいつでもお気軽にご相談下さい。

Q 最後に読者の皆さんにメッセージをお願いします。
日々日常診療を行う上で、患者さんの目線で訴えをきちんと聞き、皆様にご納得頂ける医療を提供していきた
いと考えております。

住所

〒850-0035 長崎県長崎市小ヶ倉町３丁目 76 番 77 号

TEL

095-878-1182

アクセス
駐車場

長崎バス柳停留所から徒歩３分

小ヶ倉交番の隣

ビル１階駐車場あり（隣接する提携駐車場あり）
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●笠院長連載シリーズ

『無礼印』りゅうの戯言
̶ その 16、Y 子ちゃん ̶
病院長／

伸年

Y 子ちゃんは小学校高学年の女

当に良かったですね！見違えました」と笑顔で返事を

の子でした。悪性脳腫瘍を患って

しながら、誰だったっけ？と心の中で必死に思い出そ

いました。ある日抗癌剤の副作用

うとしました（が結局思い出せませんでした）。昔は

で血液の成分が少なくなった為、

脳外科の手術をする時は全例剃毛しツルツル丸坊主に

何度めかの入院となりました。何

していました。退院して髪の毛も伸びて化粧もばっち

十年も前の事で詳しくは憶えてい

りの女性患者さんはなかなか思い出せないのも当然か

ませんが、言葉や手足の麻痺には

も知れません。名前や病名を思い出せないことを悟ら

関係無いところに腫瘍があったの

れないように慎重に（？）会話して早々に離れました。

でしょう、その時は話すことも歩
くことも普通に出来ていました。

大多数の医者は「おかげさまでこんなに元気になり
ました！有難うございました」と患者さんから感謝さ

薬の副作用で顔はまんまる、髪の毛も抜けて、正直と

れるととても嬉しく仕事のモチベーションも上るもの

ても“可愛い女の子”とは言えない容貌でした。回診

です。しかし感謝の言葉を言えるのは元気に回復した

で病室を訪問した時に「先生、昔の私の写真を見て」

人のみであって、亡くなられた方、重い後遺症が残っ

と言うので見てみると、そこには脳腫瘍発症前の、とっ

た人は恨み辛みを言おうにも到底叶いません。当たり

ても可愛いおさげ髪の Y 子ちゃんが笑っていました。

前のことですがいつも肝に命じて、決して驕らず謙虚

元気だった頃、可愛かった頃の写真を肌身離さず持ち

に、自分に出来ることを精一杯やっていくしかないの

歩いて今の状況を嘆いていたのでしょうか？きっと元

かなと思っています。

気になる、元の私に戻る！と奮いたたせていたので

当院は 2021 年６月に新築移転します。この大きな

しょうか？しかし悪性脳腫瘍は着実に大きくなってい

節目の年の初頭に当たって、脳外科医に成り立ての、

き、頭痛、吐き気が徐々に増強してごはんが食べられ

若い頃の情熱を呼び起こし、新たな気持ちで頑張る所

なくなりました。「体力を付けるためにも頑張って食

存です。死後の世界が存在するのかどうかは分かりま

べようよ」と励ましてもなかなか食べてはくれません。

せんが、時間と空間を飛び越えて Y 子ちゃんが時々

ある日「チャンポンなら食べられる」と言うので、私

こっちを見て「先生もいい歳してまあまあ頑張ってる

の昼食にチャンポンの出前を取って、半分こして食べ

やん」なんて思ってくれて

ました。この時は美味しいと言って全部（半分量）食

たら嬉しいです。

べてくれました。それがまともに食べた最後の食事
だったように記憶しています。今際の時には汗と涙に
まみれて 1 時間以上心肺蘇生をしましたが、お父さん
の「先生、もういいよ」の言葉でお別れとなりました。
脳神経外科医になって 35 年、たくさんの患者さん
に相対してきました。もちろん全ての患者さんを覚え
ているはずも無く、定期的に外来通院している人を除
けば、印象深く記憶に残っている患者さんは少数です。
そしてそれは元気になって退院した人よりも、Y 子
ちゃんのように不幸な転帰を辿った患者さんが殆どで
す。以前とあるスーパーで突然声を掛けられ「あら先
生、お久し振りです！見て下さい、おかげさまでこん
なに元気になりました！」と言われました。僕も「本
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笠

●新病院プロジェクト

移転改築工事情報 Vol.４

2020.08.21
新築棟 5 階の立上コンクリート打設を行っておりま
す。外部足場もだんだんと高くなってきました。

2020.08.26
新築棟の内装工事の様子です。軽量鉄骨で壁の骨
組みを作りその上に石膏ボードを張って壁の下地
を作ります。
画

像

2020.08.31
外観写真と耐震壁配筋工事の様子です。耐震壁と
は「建物の耐震性の向上」を目的として、地震の
際の建物の変形やねじれに耐える壁として設置さ
れます。

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

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

完成イメージ 外観

無料低額診療事業

たら…
医療費に困っ
ください！
談
ぜひ、ご相

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、
〈医療費の免除〉を行う制度です
◆ ご相談窓口 ◆

TEL

（代表）

十善会病院 医療福祉相談室（当病院１階受付そば

095-821-1214 【平日 9:00～17:00】

番）

どなたでも、お気軽にご相談ください。

（無料）
2021 N o.74

なお、新病院（淵町）での一般外来診療の開始は 2021 年６月４日（金）を予定して
います。どうぞよろしくお願い申し上げます。

十善会病院広報誌／

なお、移転に伴い、一般外来診療は 2021 年５月 28 日（金）で終了となります。
５月 29 日（土）以降は、現在地（籠町）での診療はお受け出来ません。
何卒ご了承くださいませ。

十善会

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。
さて、周知の通り、2021 年６月１日（火）に病院を淵町に移転させて頂く事となり
ました。
これを機に職員一同、気持ちを新たに、より一層、地域医療に貢献する所存でござい
ます。
今後とも倍旧のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

社会福祉法人

十善会病院移転に伴う外来診療ついてのご案内

