
ご自由にお取りください

～理念～

～基本方針～

「Cool life together」
めざせ110歳

高齢者のみなさま方の社会復帰とノーマライゼーション

（他の人々と同じように生活し、活動することができる

こと）を目指します。高齢者のみなさま方が、クール

（すずやか）な人生を送ることができるよう医療と介護の

シームレス（継ぎ目のない）な連携を行いながら、

社会へ貢献します。
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「酒は百薬の長」と言われています。「適量の酒は、どんな良薬にも勝る」という意味ですが、鎌倉時
代の随筆「徒然草」によると「されど万病の元」とも書かれています。
筆者も酒は嫌いでありません。18歳の大学サッカー部の新入生歓迎会では、調子に乗って飲まさ
れてビールに日本酒にウィスキーを次から次へと飲みまくり、1次会であっけなく嘔○、帰宅となりま
した。現在では、こうなると部活動は活動禁止になるのでしょう。昭和の良き時代でしたね。
さて、アルコールと長く付き合うためにも適量を知っておくべきですね。そこで、本稿では飲酒と生
活習慣病について述べます。
厚生労働省が推進する国民健康づくり運動によると、生活習慣病のリスクを高める飲酒量は1日当
たりの純アルコール摂取量が男性で40g以上、女性で20g以上とされています1)。

☆純アルコール量の求め方☆
純アルコール量(g)＝飲酒量(ml) x アルコール濃度(%)／100 x アルコール比重0.8

（例）ビール中ビン（アルコール度数5%）1本なら、
飲酒量500ml x アルコール度数5/100 x アルコール比重0.8 = 20gとなります2)。
上記のように節度ある適切な飲酒量とは1日当たりの純アルコール摂取量が20g程度です。高齢者や
女性、酒を分解する酵素が生まれつき弱い方（酒を飲むと顔が赤くなる方など）はさらに少量が適当
です。
これは飲酒家にとっては「物足りない」数値ですが、飲酒量の見直しにより健康面での改善が期待で
きますので今後の参考にしてみてください。

飲酒と生活習慣病

参考資料
1） 厚生労働省：健康日本21（アルコール）
　　http://www.mhiw.go.jp/www1/topics/kenko21 11/pdf/b5pdf (2018年10月現在）
２）  https://gen-shu.jp/risks-associated-with-alcohol/amount/

医療法人啓正会　清水病院　院長
山崎直哉

ワイン（12％）チューハイ（7％）ビール（5％）

ウイスキー（40％）焼酎（25％）日本酒（15％）

中びん１本

（500ml）
レギュラー缶 1缶

（350ml）

グラス２杯

（200ml）

１合

（180ml）

ロック１杯

（100ml）

ダブル1杯

（60ml）
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コロナ禍もあり、自宅で過ごす時間も多く、なんだか切ない日々。
もうすぐ読書の秋も近いということで、今まで私が読んできた本の中で何度も読み返した
おすすめの本を紹介します。

「こちら葛飾区亀有公園前派出所」

隠れ 1 位

1 位

著者 ： 秋元　治

読み返した回数 ： 不明

「生き方」
著者 ： 稲盛 和夫

読み返し回数 ： 7 回

2 位

「団塊ジュニアのカリスマ

にジャンプで好きな漫画

を聞きに行ってみた」

著者 ： 岩崎 大輔

読み返し回数 ： 5 回

3 位

「告白」
著者 ： 清原 和博

読み返し回数 ： 4 回

まっぽし団塊ジュニアかつジャンプ世代の私。心に響く言葉がたくさん

ある中で特に印象に残っているものを列挙します。

「自分自身の仕事に自信を持っている人間が勝ち組だ」「笑顔でいれ

ば、いいことが転がり込んでくる」「みんなで伝説をつくろうぜ」「どうだ

こうだ言っている会社と立場のある人間がその場で決める会社で

あれば、競争にどちらが勝つかは一目瞭然です」「ただ数字や強さ

だけ比べて敵わないからやめようとチャレンジしなければ、ドラ

マは生まれない、スポーツでもなんでも無理だと思わず進んでい

くことでドラマが生まれる」「バカでも本気になって、やりさえす

れば、落ち込んだ人間を笑顔にできる力がある」「運動は知的活力

を盛んにする」

仕事にしろ、プライベートにしろ、これらの言葉を胸に生きてきた気がします。

究極の負けず嫌いは自慢です（笑）

「嘘をついてはいけない、人に迷惑をかけてはいけない、正直であれ、

欲張ってはならない、自分の事ばかり考えてはならないなど、だれもが子供の

ころ親や先生に教わった単純な規範を、そのまま経営の指針に据え、守る

べき判断基準としたものです」

当たり前のことを当たり前にやる、簡単そうで難しいことだと感じます。

2004年の初版以降、私が買った2017年の第119刷、そして現在も普通

に本屋さんに置いてあるのを見ると普遍性の大切さに感服します。

同じく稲盛和夫さんの著書「心。」もオススメです。

「今も、周りにいてくれる人に「死にたい」と言うことあるんですけど、これ以上、

両親や、息子たちに重い十字架を背負わせてしまっていいのかって・・・。

それで何とか踏みとどまってきました。社会には、僕と反対に両親もいなくて

一人ぼっちで亡くなっていく方もいると思うんですけど、自分には親がいる。

離れていますけど、子供もいるので・・」

スポットライトを浴びてからの転落。苦しいときに支えになるのは家族。

覚せい剤ですべてを失うことと、その後遺症の恐ろしさ。自分も同じく

スポーツを愛する者として、ぜひ野球に何かしら関わって欲しいと心から

思います。同じく清原の「薬物依存症」もオススメです。

清水病院 事務長

　櫻庭 健一

私のDNAは両さんに支配されています。「宵越しの金は持たない、徹底的に遊

びまくる」「スケベでバカでいつまでも少年の心を忘れない、でも義理と人情

は大事」「悪銭身につかず」などなど全200巻は自宅にある神棚のような本棚

にズラっと並んでいます。男子は9歳から11歳までに読んだ漫画によって人格

が形成されるという研究もあるようで、まさに正しいと思います。

我が家の本棚。
一番上にある
「ドラゴン桜」 は
受験生にオススメ



感染対策委員会感染対策委員会
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感染対策委員会　副委員長　立山　美智子

インフルエンザが流行する季節が近づいてきました。インフルエンザが流行する季節が近づいてきました。

インフルエンザと新型コロナウイルスの違いインフルエンザと新型コロナウイルスの違い

新型コロナウイルスもあり、新型コロナウイルスとインフルエンザの「同時流行」がこの冬、
心配されています。両方とも伝染性の呼吸器疾患ですが、それらは異なるウイルスによって
引き起こされます。
インフルエンザと新型コロナ感染症の症状は類似している為、症状のみに基づいてそれらの違いを　
見分けるのは難しい場合があり、診断を確認する為には検査が必要になる場合があります。

新型コロナウイルス感染症 インフルエンザ

症状の有無
発熱に加えて、嗅覚・味覚障害を
伴うことがある。

発熱・悪寒・咳・息切れ・喉の痛み・
鼻水・鼻づまり・筋肉痛や体の痛み・
頭痛など

潜伏期間 1～14日（平均5・6日） 1～2日

数％～60％ 10%

無症状患者でもウイルス量は多く 無症状患者ではウイルス量は

感染力が強い 少ない

遺伝子は長期間検出するものの

感染力があるウイルス排出期間は

10日以内

ウイルス排出ピーク 発病1日前 発病後2,3日後

重症度 重症になり得る 多くは軽症～中等症

致死率 3～4％ 0.1％以下

ワクチンは開発中 ワクチンで予防が可能

確立された治療薬はなく臨床治験中治療薬あり

無症状感染

ウイルス排出期間

治療

5～10日（多くは5～6日）

感染症対策

＊石けんによる手洗い
＊手指消毒
＊咳エチケット
＊3つの密（密閉・密集・密接）の回避
＊インフルエンザに関しては予防接種
　を接種する

新型コロナ感染症とインフルエンザに備えて、
一人ひとりができる感染症対策を継続して行
いましょう。



－5－－5－

災害時の口腔ケアについて災害時の口腔ケアについて

災害時、避難所などでは、水や口腔ケア用品などが不足し口腔ケアが後回しになりがちです。

歯ブラシや水も無い…食べ物もアメやチョコレートなど、甘いものしかない…。

口腔の清潔を保てない状況が多々あるそうです。特に高齢者では誤嚥性肺炎を発症された

方が多く災害関連死の原因の一つとしてもあげられています。

そこで、様々な代用品を使って、災害時、非常時にも口腔健康管理を行うことができます。

★水がない場合

①ガム（シュガーレスガム・キシリトールガム）を噛むことで唾液を沢山出す効果があり、

その唾液で口をすすぐことができます。（ストレス解消や緊張感の緩和ができます）

②マウスウオッシュ（口腔用洗口剤）で口をすすぐことで菌が増えることを防ぐことができます。

（ノンアルコール成分のものが望ましい）

③口の体操や唾液腺のマッサージをしましょう。唾液には口の中を洗い流してくれる働きがあります。

★歯ブラシがない場合
タオルやハンカチ、ティッシュペーパーなどで歯の表面を擦って、
できる限り歯垢を除去します。

★入れ歯のお手入れ
できれば毎食後、少なくとも一日に一度は外して、ブラシがない場合、食器洗い用のスポンジや
ガーゼなどを使って汚れを取ります。義歯洗浄剤があれば使用します。ない場合は食器用中性洗剤
で代用できます。

唾液腺のマッサージ

耳の下、頬、あごの下を
優しくマッサージします

舌を上下、左右、右回り・左回りに動かし
ましょう。

舌の体操

★水はあるが少ない場合

①約30mlの水を用意し、水で

　歯ブラシをぬらして歯磨きする

②合い間に歯ブラシの汚れを

　ティッシュで拭き取る

③コップの水を少しずつ口に

含み2～3回に分けてすすぐ。

※液体ハミガキ・洗口液があれば水の代わりに使う。チューブ入りの歯磨き剤で研磨剤を含む物は

口に残ると乾燥を助長するので、うがいをしにくい状況では使わないようにする

肺炎を防ぐためにも歯磨きは大切です！肺炎を防ぐためにも歯磨きは大切です！
歯科衛生士　濵田 久美

※参考資料：口腔ケア学会

※画像参考：ライオン㈱
「災害時の清潔・健康ケア」



検査のおはなし検査のおはなし

スパイロメーター

エコー

心電図

自動血球計数機

顕微鏡

臨床検査技師　秋元 卓

超音波を胸や腹部にあて、心臓、肝臓、腎臓、膀胱などを画像化し内部
や機能に異常がないか調べます。心臓では弁の動きや血液の逆流など、
腹部では石や嚢胞・腫瘤などを見ています。

両腕、両足、胸に電極をつけて、心臓の動きを波形で表し異常がないか
調べます。不整脈や心筋梗塞などの心疾患がわかります。とても簡単で
迅速に検査を行うことができますが、動いたり汗をかいていたり、呼吸が
荒かったり手足に力が入っているなど些細なことで波形に影響が出ます。

少量の血液から白血球、赤血球、ヘモグロビン、血小板などを計測します。
それぞれの成分の増加、減少を調べ、炎症や貧血、出血の程度を見るこ
とができます。固まった血液では検査ができませんので注意が必要です。

血液や尿、皮膚の標本を検査するときに使用します。血液は白血球を
さらに分類し、尿は白血球・赤血球・上皮・細菌の有無、上皮は異常な
細胞が出ていないか見ています。皮膚は白癬菌や疥癬の原因である
ダニがいないかどうかを検査しています。

おもに肺活量を測っています。ぜんそく（喘息）、慢性閉塞性肺疾患（COPD）、

間質性肺疾患をはじめとする、呼吸器の病気が疑われるときや、その状態を

みるときに行う検査です。息を吸ったり吐いたりして息を吸う力、吐く力、酸素

を取り込む能力などを調べます。

－6－

「臨床検査技師」 を知っていますか。 「臨床検査技師」 とは主に病院などの医療関係施設で、

医師の指示のもと診療に必要な各種の検査を行う専門家のことです。

もちろん当院にも勤務しています。 臨床検査技師が行う検査には、 血液や尿を調べたり心電図

や超音波など様々です。 ここでは臨床検査技師が当院で行っている検査をご紹介します。
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このように、病院（病棟）によって機能や得意分野が違います。入院や転院する際

にはそれぞれの病院の特徴を理解し、目的に合った病院を選択することが大切です。

地域医療福祉連携室　林田 友姫

病院の種類と特徴

病院の種類 特徴

救急患者や重症な病気に対し検査や治療、手術を24時間
体制で行う。一般的に内科や外科、整形外科等の複数の診
療科がある。

急性期病院（病棟）

急性期を脱した患者に対し、在宅療養や日常生活への復帰
に向けて医療やリハビリテーションを提供する。施設の空
き待ちやレスパイト（家族介護の休息）目的での入院も可
能。最長60日間入院できる。

脳梗塞や脳出血等の脳内管疾患や大腿骨頚部骨折等の患者に
対し、在宅復帰を目的としたリハビリテーションを限られた期
間で集中的に行う、リハビリに特化した病院。対象疾患ごとに
入院できる期間が決められている。

急性期の治療が終わり病状は安定しているが、継続して医療的
管理・処置が必要な患者に医療と看護・介護を提供する。比較
的長期にわたり療養することができる。

当院は療養型病院にあたる。

主に癌による身体的な痛みや精神的な不安等の苦痛な症状を和
らげ、穏やかに過ごすための病棟。治癒を目的とした積極的な
治療は行わない。

地域包括ケア病棟

回復期リハビリテー
ション病院（病棟）

療養型病院（病棟）

緩和ケア病棟

ご自身やご家族が入院した時、主治医から「治療が終わったのでリハビリのために

転院しましょう。」「退院の準備のために転院しましょう」などと言われたことはあ

りませんか。そして「なぜ同じ病院でリハビリを続けられないのか」「環境が整うま

で入院させてもらえないのか」と思ったことはありませんか。一口に病院といって

も、様々な種類や特徴があります。患者様の病状に応じて必要な治療をうけていた

だくために、病院を移ること（転院）をお勧めしているのです。ここでは一般的な

病院の機能についてご説明します。
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医療法人医療法人 啓正会啓正会
清　水　病　院清　水　病　院

〒851-2102〒851-2102

長崎県西彼杵郡時津町浜田郷572長崎県西彼杵郡時津町浜田郷572
TEL：095-882-1225TEL：095-882-1225 FAX:095-882-1716FAX:095-882-1716

地域連携室 を知っていますか？

　夏もようやく終わりを告げ、少し肌寒さを感じる

今日この頃・・皆さまいかがお過ごしでしょうか。

9月初旬に過去最強の勢力と言われた台風10号が

九州に接近したことは記憶に新しいかと思います。

災害対策に疎い私でさえ、窓に養生テープを貼った

り水や食料を確保したり奔走しました。日頃の備え

は大切だと痛感すると共に、夜中の暴風や物音で目

を覚まし不安がる私の傍でいびきをかいて眠る主人

を見て、自分の繊細さを実感した夜でした。幸い、

私の住んでいる地域では大きな被害はありませんで

したが、長く停電や断水はがあった地域もあったと

のことで、被害に遭われた方々にお見舞い申し上げ、

一日も早い復旧を願っております。

さて、啓正会通信も第34号の発刊となりますご愛

読の程よろしくお願いします。

地域連携室では地域の医療機関や福祉サービス等の関係機関と連携を図ったり、患者様

およびご家族が安心して療養生活を送ることができるよう、医療福祉に関する相談やお悩みを

お受けしています。

● 医療費のことが心配

● 退院した後の生活に不安がある

● 介護保険や施設について知りたい

● その他ご意見・ご要望など

相談窓口：地域医療福祉連携室　医療ソーシャルワーカー（林田・森）

TEL：095-882-1225（代表）

何かお困りなことはありませんか？何かお困りなことはありませんか？

無料定額診療事業のご案内無料定額診療事業のご案内

相談は無料です。お気軽にご相談ください。

相談内容については秘密を厳守いたします。

相談は無料です。お気軽にご相談ください。

相談内容については秘密を厳守いたします。

ホームページ
清水病院

当院では経済的な理由により必要な医療を受ける機会を制限されることのないよう、
医療費の免除を行う「無料定額診療事業」を実施しています。
医療費にお困りの方はご相談ください。


