
下野　貴宣

1．検査
2．姓名判断で字画がよかった
3．パスタ
4．モンスターハンター
5．患者様の見えない体調の変化
を発見し、健康でより良い生活を
していただくお手伝いをしていま
す。

日名子　洋子

1．介護スタッフ
2．不明
3．果物、ケーキ類
4．音楽、映画鑑賞
5．大変なこともありますが、毎日
笑顔を心がけ、皆さんに助けてい
ただきながら楽しく取り組んでい
ます。宜しくお願いします。

津村　由美

1．給食
2．わかりません
3．海老、ホルモン、キノコ類
4．お香、ゲーム (RPG、シューティ
ング )、漫画
5．精一杯頑張ります。

加島　なつみ

1．リハビリ
2．夏に生まれたから
3．ハンバーグ
4．くまもん
5．20 代という若さを生かして頑
張ります。

1. 所属

2. あなたの名前の由来は？

3. 好きな食べ物

4. マイブーム

5. 仕事について一言

職
員

紹 介

朝晩の冷え込み、肌寒い季節となりました。皆
さまいかがお過ごしでしょうか？
紅葉も始まり、周りの風景も秋らしくなりつつ
あります。これから、もっと健康管理には気を
付けたいものです。
おかげさまで啓正会通信「Always Together いつ
もいっしょ」もますます充実してきました。こ
れからも、いつもいっしょに歩んでいきたいと
思っていますので、ぜひ皆様のご感想などをお
聞かせください。よろしくお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　       広報委員

編集後記
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モン・サン夏祭り

無事終了いたしました！

毎年恒例のモン・サン夏祭りが今年も無事終了いたしました。施設の入居者様を

はじめご家族の皆さま、一般の皆さまなどたくさんの方が足を運んでくださり、

大盛況に終わりました。たくさんの方々に楽しんでいただけるようなお祭りになっ

たのではないでしょうか！ご来場いただきました皆さま、ありがとうございまし

た。

啓正会通信
Always together　いつもいっしょ

第 2号発行者　〒851-2102　　長崎県西彼杵郡時津町浜田郷 572
医療法人　啓正会　清水病院
TEL 095-882-1225　　　FAX 095-882-1716
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　9月 9日、時津東小学校にお邪魔して、太鼓の演奏をさせていただきました。

暑い中にもかかわらず、たくさんの生徒さんが私たちの演奏を真剣に聞いて、見

てくださりとてもうれしかったです。

　演奏の後には、あいさつの大切さについてお話をしました。私たち啓正会では

毎週月・金曜日に近隣の横断歩道で交通安全誘導を行っています。朝から「おは

ようございます」や「いってらっしゃい」を言うことで相手も自分もその日一日

をすがすがしい気持ちで迎えられること、そして私たち職員の一日の活力にもな

るので、ぜひ生徒の皆さんにはあいさつができる人になってほしい、ということ

をお話してきました。

　今回の演奏で生徒の皆さんには音楽の素晴らしさに触れ、そして今一度あいさ

つの大切さを学んでもらうことができたかと思います。私たち職員としても非常

に貴重で、良い経験ができました。時津東小学校の皆さん、ありがとうございま

した。

太鼓の演奏をしてきました！

地
域

交
流

　私たち啓正会職員一同は、地域貢献活動として月に 2度の地域清掃と週 2回の交通安全誘導
を行っています。その際に着用する、啓正会 Tシャツが完成しました！
　今後はこの Tシャツを着て朝の地域貢献活動を行いますので、お見かけの際はぜひお気軽に
お声かけください！宜しくお願いします。

啓正会の Tシャツができました！
医療法人・社会福祉法人

清水病院

トラバーユ長崎

パンセオン ・ ド ・ 長崎

オンフルール長崎

モン ・ サン グループ

Always together

いつもいっしょ



　長崎県看護協会　ケアプランセンター　上原しのぶさんを講師としてお招きし、「認知
症について」というテーマで講演していただきました。
　「認知症とは何か」という基礎的なことから、認知症の種類や症状、認知症ケアの心や
確立に向けての取り組みまで詳しくお話ししていただきました。
　また、平成 24 年厚生労働省から発表された「オレンジプラン」にも触れ、「認知症高
齢者を早期に発見し、適切な対応をすることで、住み慣れた地域で生活できるよう病院・
施設を中心とした介護から、在宅中心への介護へ移行することを目指していく」という
具体的な方策が示されました。その一方で、特別養護老人ホームの入居待機者は全国で
40 万人いるとのことでした。このことを考えると、在宅介護への移行は介護者である家
族にとって負担となってしまうこともあるのではないかと感じました。
　当院にも認知症の患者様が多く入院されています。認知症の患者様の退院支援におい
て、在宅復帰は厳しい課題の一つといえます。自宅へ退院した後、安心して生活を送る
ことができるよう、患者様やそのご家族をサポートできる体制を地域全体で構築してい
くことが求められています。
　当院は、その地域の中で、患者様やそのご家族の気持ちに寄り添い、支援していくこ
とのできる病院、そして地域住民から信頼される病院を目指し、様々な取り組みを行っ
ていきたいと思っております。
　今回は外部からの講師をお招きし、普段の院内研修とはまた違った有意義な講演とな
りました。上原さん、ありがとうございました。

認知症について
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　マルチスライス CTでの大腸がん検査の開始は 11 月初旬を予定しており、それまでに地域への広報活動を
行うと同時に、入院患者様及び外来患者様へも病態に応じて使用していく予定であります。今回の導入のきっ
かけは、当院でもたくさん働いている女性スタッフをはじめとした、すべての女性の大腸がんでの死亡を回
避してもらいたいという当院の院長の気持ちであります。また、大腸内視鏡はやはり「恥ずかしい」という
イメージがあり、検査に抵抗のある方も少なくはなかったかと思います。そのようなイメージを払しょくす
るためにも、マルチスライス CTを導入いたしました。そのために今回の検査を行う関係スタッフはすべて
女性で行う予定であります。ちなみに大腸がんにかかる確率は、40 代後半から増加し、特に 50 歳以降の増
加が著しいそうです。ということは、そう遠くない未来に私も…。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　清水病院　事務長　櫻庭健一

大腸がん検診のためのマルチスライス CTの導入について

●大腸内視鏡とマルチスライス CTを用いた大腸がん検査の比較
＜長所＞
・大腸内視鏡と比べ、検査前に多量の下剤を飲む必要がなく、苦痛も少ない検査となります。
・10 ～ 15 分程度の短時間で検査が可能です。
・臨床的に重要な 5㎜以上のポリープに対して十分な診断能力があります。
・大腸の形態や手術後の癒着などで大腸内視鏡が困難な方でも、検査が可能です。
・大腸穿孔（大腸に穴があくこと）や出血などの合併症の発生がほとんどない検査です。
＜短所＞
・組織の採取ができないので、ポリープなどの異常が発見された場合は、さらに大腸内視鏡を受けてい
ただく必要があります（※その場合は、内視鏡専門施設への紹介も可能です）。
・一般に平らな病変の検出能力は低いといわれています。

マルチスライス CT
イメージ 1 　大腸の 3D画像

　現在、地域貢献を一つの理念に掲げている当院では、女性のがんの中で死亡原因の一位となっている大腸
がんの最新の検査ができるマルチスライス CTを導入し、早期に発見できれば、ほぼ治癒が可能となる大腸が
んの早期発見に努めたいと考えております。
　今回導入するシステムは大腸を炭酸ガスの注入によって拡張させ、マルチスライス CT装置で撮影をします。
その上で専用の解析ソフトを用いて、大腸の 3D画像（下記イメージ 1）を作成し、病変の検索を行う検査と
なります。
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生活習慣病を知ろう！

生活習慣病とは・・・
毎日の良くない生活習慣の積み重ねによって引き起こる病気の事です。
日本人の 3分の 2近くの人が、この生活習慣病によって亡くなっています。

生活習慣病には、これらの病気があります。

糖尿病　　脂質異常症　　脳卒中　　高血圧　　心臓病　　肥満

糖尿病とは・・・

1型 DM
膵臓の B細胞というインスリンを作る
細胞が破壊され体の中のインスリンの
量が絶対的に足りなくなって起こる。
子供のころにはじまることが多く以前
は小児糖尿病、インスリン依存型糖尿
病と呼ばれていた。

2 型 DM
インスリンの出る量が少なくなって起
こるものと肝臓や筋肉などの細胞がイ
ンスリン作用をあまり感じなくなる（イ
ンスリンの働きが悪い）ためにブドウ
糖がうまく取り入れなくなって起こる
ものがある。食事・運動などの生活習
慣が関係している場合が多い。

その他・・・

・遺伝子の異常やほかの病気が原因と
なるもの

・妊娠糖尿病

　　　　　　　　　　　　があります。

DMを放っておくと、三大合併症を引き起こしてしまいます。
・糖尿病網膜症・・・成人が失明する最大の原因に。
・糖尿病神経障害（手足のしびれ、壊死）・・・身体全体の障害が現れる。立ちくらみ、下痢、便秘な
ど
・糖尿病腎症・・・年間 4000 人以上が発症している。人工透析を導入する最大の原因に。
※そのほかに　脳卒中、心筋梗塞、足の動脈硬化（小さな怪我から壊死に繋がりそのまま切断を強いら
れるケースもある）などがある。

糖尿病の人って
どれくらいいるか
知ってますか？

糖尿病が強く疑われる人　【890 万人】
糖尿病の可能性を否定できない人　【1320 万人】

しかし・・・
糖尿病が疑われる人の約 4割はほとんど治療を受けたことがないそうです。
痛みなどの自覚症状がないため、検査で血糖値が高くてもそのまま治療を
受けないそうです。

今回は　糖尿病　についてお話します。
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糖尿病の予防法は？

肥満を防ぐことが
最大のポイントです！

肥満の基準には、ＢＭＩ（ボディ・マス・インデックス）
という基準が使われます。

あなたの BMI を計算してみよう！

BMI = 体重□kg ÷ 身長□m ÷ 身長□m

判定　・・・　BMI 18.5 未満　【低体重】
　　　　　　　BMI 18.5 以上 25 未満　【普通】
　　　　　　　BMI 25 以上　【肥満】

あなたの標準体重を計算してみよう！

標準体重 = 身長□m × 身長□m × 22

普段の食事と適度な運動を心がけ、肥満にならないようにしましょう。
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～　２ ０ ０ 人 分 突 破　～

　皆様のご協力のおかげで、 世界の国々 （アフガニスタン、 カンボジ

ア、 パキスタン、 バングラディッシュ、 スリランカ、 インド、 ミャンマー）

の子供たちに届けたワクチンが 200 人分 （ペットボトルのキャップ 40

万個分） を突破しました。

　今後とも、 皆様のご協力をお願い致します。

医療法人　啓正会　清水病院



　皆さまこんにちは。暑かった夏も過ぎ朝晩涼しく、セミから秋の虫たちの音色へと変わり秋ら
しさを感じる頃となりました。
　私たち褥瘡委員会は、6月より各部署代表者及び各階の病棟スタッフメンバー合わせて 20 数
名に拡大し頑張っているところです。

　現在（9/9 ～ 9/13）、181 床中 8名が褥瘡保有者として治療中です。以前に比べると件数も減り、
病院全体のスタッフ皆様の協力の成果であると思います。これからも、体位変換を基本に褥瘡「ゼ
ロ」、作らないをモットーとし、チーム一同業務改善に努めていきたいと思います。ご協力よろ
しくお願いします。

委員会だより
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・月 1回のチーム会議及び委員会実施
・外部研修への参加（百合野病院　6月、7月）
・褥瘡マニュアル作成
・褥瘡治療に使われる被覆剤の検討（スタッフからの声が多く 9月中旬より再導入）
・病院全体のベッドが褥瘡予防マットレス（エバーフィットマットレス）付き電動ベッドへ入れ
替わった→個々の患者様に調節でき、介護などがし易くなった。
・従来のエアーマットに加え高機能タイプ（ビッグセルインフィニティ）10 台導入→人工呼吸
器の方など重症者対象に利用している。利用者内の褥瘡発生件数ゼロ！の効果を発揮。

ハイドDサイト ATジェントル薄型
ハイドDサイト ADジェントル

最近の活動状況
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　去る 7月 30 日（火）にラッキーボウルにて毎年恒例となりました「啓正会ボウ
リング大会」が開催されました。
各施設からの参加者 126 名と、応援に駆け付けた職員まで含めると 150 名以上の職
員が参加されたのではないでしょうか！
　各チーム仮装をしたり、お揃いの Tシャツを作ったりと年々趣向を凝らした楽し
い一大イベントとなっています。もちろん、我が病院チームもかなりの盛り上がり
を見せていましたよ。

啓 正 会

ボ ウ リ ン グ 大 会
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