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　鬼のかく乱。小生、めずらしく病を得て、目下療養中であります。

これまで休む事も無く、診療に明け暮れて参りましただけに、皆様に

は驚かれた事と思います。致命的な病気ではありませんが、70歳と言

う年齢の持つ意味をわきまえ、はやる気持ちを抑え、完全復活までに

もう暫く時間をかけたいと考えています。診療面で何かとご不便をお

かけしますが、スタッフ一同、遺漏無きよう頑張ってくれていますので、

何かの折は遠慮なくご相談されて下さい。

　日々淡々と行われる診療行為には、体力と気力の充実が不可欠であ

る事を、身にしみて感じています。長年の消耗で、大分くたびれて来

た体力と気力でしたので、今回の療養は天から授かった充電期間と捉

えています。更に、医療従事者に最も欠けていると言われる患者の気

持ちを十分に理解する感性、を体得する絶好の機会が与えられたとも

思っています。

　捲土重来。フルモデルチェンジとは参りませんが、これまでにも増

して人間味豊かな永田剛先生の再登場をご期待下さい。

はじめに

理事長　　　　　　　
永　田　　　剛　



やさしく、頑なに、
最後まで医師として

　当院泌尿器科鈴博司先生が平成29年４

月15日にご逝去なされました。

　鈴先生は、12年あまり南長崎クリニッ

クで泌尿器科の医師として外来を中心に仕

事をなされていました。追悼の意味をかね

て鈴先生の足跡をたどってみたいと思い

ます。

　鈴先生は、昭和24年に下関に生まれ育

ちました。下関西高を卒業し九州大学工学

部に入学、ちょうどその頃は学生運動華や

かしころだったため大学で講義がないこと

が多く、そんな時には囲碁道場に通ってい

たそうです。その時にきたえた囲碁の腕前

は、とても強く４段級でした。

　九大在学中に医師になることを思い立ち、

昭和50年に長崎大学医学部に入学なされ

ました。私と鈴先生は大学時代同級でした。

鈴先生は大学時代から80kgくらい体重が

あり恰幅のよく、温和な人柄で同級生から

兄貴分として慕われていました。

　長崎大学医学部卒業後は、泌尿器科に入

局し大学病院、佐世保総合病院、原爆病院、

北九州市立八幡病院、桜町病院、掖済会病

院などを経て、平成16年より南長崎クリ

ニックに勤務なされました。

　専門としては、脊椎分離症患者様など排

尿困難がある方に自己導尿の指導をしてら

っしゃいました。この分野では鈴先生が長

崎の第一人者で多くの方の治療を行ってい

らっしゃいました。南長崎クリニックでは、

副院長を務め、平成20年～平成22年ま

で十三番館クリニックの院長をなされてい

ました。口数は多くありませんでしたが、

とても存在感がある先生でした。

　医師は自分が専門とする病気になること

が多いという嫌なジンクスがあります。鈴

先生は、若い時からIgA腎症という病気を

患っていました。この病気の15 ～ 20％

は透析が必要な腎不全まで進行すると報告

されています。鈴先生も徐々に腎機能が低

院　長　　　　　　　
難　波　裕　幸　

鈴  博司 先生  追悼記
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下し、６年前から血液透析を受け始めまし

た。週３回午後から透析を行いながら外来

診療を続けていました。腎透析を行うレベ

ルの腎不全は、血管の動脈硬化が進みます。

今年になり体調を崩す日が増え、３月には

心臓まで悪くなってしまい、４月１日に大

学病院へ救急入院となりました。大学病院

入院後も本人は、早く良くなって外来診療

を再開したいという気持ちが強く、永田理

事長、看護師長や私にたびたび病室から電

話をかけてきました。４月５日の朝に私に

かかってきた電話は、「２週間後に手術を

受け、１か月後に復帰するからそれまでよ

ろしく頼むよ。」というものでした。しかし、

病状は、本人が思うほど軽いものではなく、

電話があった１週間後の12日にショック

状態となり意識がなくなってしまいました。

４月15日、ご家族が南長崎クリニックを

訪問なされ永田先生に病状の説明をなされ

ました。私は、永田先生から鈴先生が重篤

な状態であるという連絡を受け、当直の永

田先生に代わり大学病院に行きました。大

学医師の懸命な治療にもかかわらず鈴先生

は、その日の午後６時35分に永眠なされ

ました。私が病室に入った時は、死亡宣告

がされた直後でした。ご家族の皆様に見守

られながら静かに息をひきとられたとのこ

とでした。

　葬儀社からお迎えがくるまで２時間ほど、

ご家族と一緒に時を過ごさせていただきま

した。４人のお子さんがいらっしゃり、そ

れぞれ家庭をもち独立しておりお孫さんも

多数いらっしゃるそうです。鈴先生は、と

にかく仕事が生きがいでした。常々、ご家

族に元のように仕事に戻れないのなら死ん

だ方がましだと語っていたそうです。ご長

男宗一郎様が「親父に『永田先生にもう仕

事はできないと話してきたよ。』と報告し

たら、その直後に心停止がおこりました。

親父は、もう仕事ができないなら生きてい

てもしかたないとあきらめたのでしょう。

とても親父らしかった。」と語っていらっ

しゃいました。

　外来に来られる泌尿器科の患者様には、

大学病院時代や掖済会時代から長年治療を

受けていた患者様もいて、鈴先生が亡くな

ったことを告げると「先生はやさしかっ

た。」といって涙をながされます。鈴先生は、

最後まで医師として亡くなられました。鈴

先生、これからもどうかこれまで診てこら

れた方々の健康を見守りください。そして

鈴先生自身もどうぞゆっくりと休まれてく

ださい。ご冥福を心からお祈りします。

　（追悼記掲載にあたり鈴先生の奥様和子

様に快くご承諾をいただいたことに深謝い

たします。）
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　超高齢化社会となりがんが増え続けてい
ます。
　南長崎クリニックでは、内視鏡により胃
がん、大腸がんなど消化器のがんを早期発
見することに力を入れています。
　胃がんは、ピロリ菌の検査と除菌により
少しずつ減少していますが、大腸がんは増
えています。日本全国でみても、がん別の

死亡者数は、女性では大腸がんが１番に
なっています。
　当院での実績をもとにして大腸がんの頻
度をみてみましょう。
　表として昨年度、私自身が施行した大腸
内視鏡検査症例をまとめてみました（永田
先生が施行した検査は含みません）。

表：大腸内視鏡検査症例（平成27年10月1日～平成28年9月30日）
検　査　総　数
616 例（男性 371例　女性 245例）
（外来患者 421例、入院 91例、ドック健診 104例）
検 査 者 年 齢
19 歳 ～ 91 歳（年齢中央値 65歳）
（10歳代 1名、20歳代 6名、30歳代 15名、40歳代 86名、50歳代 134名、
60歳代 137名、70歳代 132例、80歳代 100名、90歳代 5名）
検　査　結　果
大腸ポリープ 223 例
ポリープ切除 81 例（病理組織検査結果：大腸がん 16例、良性腺腫 65例）
検　査　時　間（盲腸まで到達時間）

１分 34 秒 ～ 29 分（中央値６分１秒）

院　長　　　　　　　
難　波　裕　幸　

健 康 づ く り

大腸内視鏡検査を受けて
みませんか
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　１年間で総数616例の大腸内視鏡検査を
行っています。男性371例、女性245例と
男性の方が検査を受けていらっしゃいます。
　女性は、やはり検査を受けることを恥ずか
しいとためらうのでしょうか。これが女性で
大腸がん死が多い理由だと思います。50歳
以上の女性の方にはもっと積極的に検査を
受けていただきたいと思います。
　検査を受けた方の年齢層は、19歳から
91歳の方までおり、年齢の中央値は65歳
でした。
　50歳以上の方はがん検診目的ですが、
10代～ 30代の若い世代で検査を受けら
れる方は潰瘍性大腸炎、クローン病など炎
症性腸疾患疑いのためです。
　616例のうちでポリープを認めたのは、
223例（検査症例の36.2％）でした。そ
のうち５㎜以上のポリープがありポリープ
切除を施行したのは、81症例（13％）で
した。
　切除したポリープの病理組織検査の結果
は、大腸がん16例、良性腺腫65例でした。
確定がんは、検査症例の2.6％です。この
割合はかなり多いと思います。がん検診目
的（50歳代以上）で大腸内視鏡検査を受
けた方は、509名ですから3.1％に該当し
ます。老人会などで30人集まれば１人は
大腸がんの方がいらっしゃるということ
になります。良性腺腫も大きくなればがん
化する可能性があるので、50歳以上では
15.9％（81例）の方が、がんもしくはが
ん予備軍と言えるでしょう。
　検査を受けられた方は、まったく自覚症

状ない方がほとんどですからとにかく検査
を受けることが早期発見につながります。
　大腸検査は、とても痛くてつらいという
ウワサや思い込みで検査を受けることをた
めらっていらっしゃる方がいらっしゃいま
すが、私が施行した大腸検査では、大腸の
最後の部位（回盲部）に到達するまで時間
は中央値で６分１秒でした。したがって半
数の方は、6分以内で最後まで観察できて
いることになります。
　なかには腸管の癒着がありどうしても痛
みがある方もいらっしゃいますが多くの方
は、痛みもなく終えることができます。胃
内視鏡検査よりも楽だという方も多数い
らっしゃいます。
　ポリープとして見つかった大腸がんは、
内視鏡で切除してしまえば完全治癒です。
もう心配いりません。実際、こんなに簡単
にがんを診断、治療できる方法はありま
せん。
　検査してポリープも何もなければ３～５
年は検査を受けなくてもよいでしょう。ポ
リープがあった方は、体質的にポリープが
できやすいことが多いので定期的に毎年検
査を受けていただいたほうがよいでしょう。
　50歳以上でこれまで一度も大腸内視鏡
を受けたことがない方は、ぜひ一度検査を
受けてみられることをお勧めします。
　当院の大腸検査は予約制で検査枠に限り
があるため、２～３週間先まで予約が埋
まっています。受けてみたいと思われたら
早めにお申し込みください。

健 康 づ く り
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自宅で安心して暮らしていく
ために、私たちができること

訪問看護ステーション太陽　　
主任　福　田　真　司　

　梅雨の時期も終わり、爽やかな季節に近
づきました。以前、平成27年10月のちょ
うしん記54号の時において、当訪問看護
ステーションの紹介をさせて頂きました。
今年の４月からは言語聴覚士が加わり、新
しい取り組みも始まりますので、改めてご
紹介させて頂きます。

“訪問看護ステーション太陽”って
どんなところ？

　当ステーションには、看護師や保健師、
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士（以

後リハビリ職）の合計９名が在籍していま
す。そして大浦・戸町近隣のたくさんの医
療機関や介護施設と連携を図り、24時間
365日在宅で安心して生活できるように
日々活動しています。
　活動している地域は、大浦や戸町地区を
中心として概ね30分で訪問できる地域で
す。これらの地域は車が通れない道も多く、
徒歩やバイクを駆使して訪問することも多
くあります。利用者様からは「野越え、山
越え、谷越えありがとうございます。」と
ありがたい言葉を頂きます。

　看護師はどんなことをするの？

・血圧測定や皮膚の状況、栄養状態などの症状観察や健康状態の確認
・�インスリン治療や尿道留置カテーテル、在宅酸素療養、点滴治療などの医学的管理
が必要な方へのサポート

・�服薬管理が重要な方、清潔のセルフケアが困難な方への援助
・�リハビリ職と連携した、機能訓練や生活動作訓練
・�定期的な外来診察や訪問診療の間、自宅で安全に療養できているか
　の観察
・�訪問診療と連携した看取り
・�グループホームとの医療連携

健 康 づ く り
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今後の“訪問看護ステーション太陽”
の動き

　住み慣れた自宅でできる限り安心した生
活を送るため、訪問看護や訪問リハビリは
今後ますます重要な役割となります。地域
の方々と医療介護を繋げる橋渡し的な役割
として、ご本人ご家族を支えるサポーター
として、当ステーションは活躍していき
ます。
　そしてなんと、今年８月からこの春秋会
に新事業がスタートします。現在の小規模
多機能ホームいきいきと当ステーションが
連携し、看護小規模多機能ホームが開設さ
れます！この事業は、今までの小規模多機
能ホームでは手が届き難かった医療的ニー
ズが高い方々が、入院をせずにご本人が望
むまで在宅で療養できるように支援する取
り組みです。まだ始動していないため具体

的なお話ができませんが、この地域の皆様
方をより柔軟に幅広く支えることができる
と思います。皆様が安心して暮らしてい
けるように、微力ですがお手伝いさせて
下さい！

　リハビリ職はどんなことをするの？

・�看護師と同様に健康状態を把握し、自宅で生活するために必要な筋力増強訓練や生
活動作訓練など

・�身体機能を評価し生活環境を把握して、その方に必要な福祉用具の選定や家屋状況
の調整

・�医療機関から退院した後の継続的なリハビリや、通所施設・医療機関と連携したリ
ハビリ

・�外来で内視鏡を用いて飲み込みの検査をした方への継続的なフォロー
・�食べ物・飲み物が気管に入り炎症を起こす誤嚥性肺炎の予防や失語症
　などのコミュニケーション障害の方へのアプローチ

・�外来で内視鏡を用いて飲み込みの検査をした方への継続的なフォロー
・�食べ物・飲み物が気管に入り炎症を起こす誤嚥性肺炎の予防や失語症

健 康 づ く り
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琴の浦荘　事業所紹介

在 宅 療 養

　琴海戸根町の新施設に移転して早いもので、４年が経過し、五蘊会での
琴の浦荘運営も８年目となりました。「施設が地域の中に入っていく」を合
言葉に介護事業、地域貢献活動と推進して参りました。今回は、現在実施
している琴の浦荘の事業について紹介します。

特別養護老人ホーム琴の浦荘　　　
介護部課長　今　井　俊　文　

　「できることの発見、したいことの実現」をコ
ンセプトにしています。ご利用者様毎に個別の
活動を提供しており、例えば卓球やキャッチボ
ール、生け花や編み物をしてみたいなど様々な
希望が聞かれます。それを実現するために、機
能訓練指導員や介護職員が一丸となって、サー
ビスを提供しています。皆さんの「したいこと」
を、ぜひ職員に教えて頂ければと思います。

通所介護事業所
デイサービス 定員18名 定員10名

ミニデイサービス

　１ユニットに10名の入居者様（現在の平均要
介護度は要介護４）が生活をされています。暮ら
しの場を１つの集団（ユニット）とし、家庭的な
雰囲気を大切にしながら、生活しやすいような工
夫を日々行っています。暮らしをサポートする職
員も固定配置とし、「いつもの人」として顔なじ
みの人関係が保てるようにしています。その人の
尊厳とこれまでの生活を大切にした支援を行える
様に努めています。

特別養護老人ホーム
ユニット型個室50床

生活相談員
足立　幸治

介護支援専門員
介護部主任
豆田　貴徳

　畑を使った花壇づくりや体操などを毎日実施
し、生活する上でのADLが低下しないよう、日々
活動ができる場として支援しています。7月よ
り「個別機能訓練」を算定し、機能訓練指導員
と共に「リハビリができるショートステイ」と
して新たに取り組んでいます。

ショートステイ
ユニット型個室10床

ショートステイ相談員
介護部主任
辻　　佳希
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在 宅 療 養

　他にも、地域貢献活動として「定期的な清掃活動」や、地域住民を対象とした「介護予防教室」
を実施しています。長崎市北部に「琴の浦荘あり！」となれるよう、地域福祉の拠点として皆様
の「安心」に繋がる活動に今後も意欲的且つ積極的に取り組んでまいります。

　訪問介護に加え、「定期巡回・随時対応型訪問
介護看護」「夜間対応型訪問介護」「障害サービス」
など様々なサービスメニューがあります。ご利
用者様の24時間365日の生活を支え、安心と
安全をご自宅に届けています。ご自宅でこれか
らも自分らしい生活を続けるために、職員一同
全力でサポートさせて頂きます。

訪問介護事業所

　６人のケアマネジャーで地域の皆様方の介護
についての相談をお受けしています。「独りでの
生活が不安になってきた…」、「最近、足の動き
が悪くなってきた…」これまで感じる事がなか
ったことを感じるようになってきた方等、ご自
宅での生活の困りごとは何でもご相談ください。

居宅介護支援事業所

（短期集中デイサービスの様子）
週に１回、６ヶ月（全24
回）の日程で一人ひとりに
あった運動メニューを作り
介護予防運動を行います！

月に２回、自宅で簡単に取
り組める運動方法やメニュ
ーを紹介し実践します。

（すこやか運動教室の様子）
味付け・栄養バランスに配
慮したおいしいお弁当を毎
日夕食に日替わりメニュー
でお届けしています。

（お弁当の例）

委託事業 短期集中デイサービス・すこやか運動教室・配食サービス

（短期集中デイサービスの様子）
週に１回、６ヶ月（全24 月に２回、自宅で簡単に取

（すこやか運動教室の様子）
味付け・栄養バランスに配

（お弁当の例）
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健 康 体 操

　ロコモティブシンドローム（略称：ロコ
モ、和名：運動器症候群）、某製薬会社の「サ
○ン○ス」CM等でも言葉が出てきて、徐々
に世間にも浸透しつつあるかと思います。
　ロコモとは筋肉、骨、関節、軟骨、椎間
板といった運動器のいずれか、あるいは複
数に障害が起こり、「立つ」「歩く」といっ
た移動機能が低下している状態をいいま
す。進行すると日常生活にも支障が生じ、
介護が必要になるリスクが高くなります。
2007年、日本整形外科学会は人類が経験
したことのない超高齢社会・日本の未来を
見据え、このロコモという概念を提唱しま

した。
　いつまでも自分の足で歩き続けていくた
めに、運動器を長持ちさせ、ロコモを予防
し、健康寿命を延ばしていくことが今、必
要なのです。
　ただ一口にロコモと言ってもいろいろな
レベルがあり、それはどれくらい歩けるか
によってわかります。十分に歩ける人と、
よく歩けない人では、適切な運動方法（通
称：ロコトレ）も違います。
　自分に合った安全な方法で、まずは図に
示したような「片脚立ち」と「スクワット」
から始めてみて下さい。

ロコモティブシンドローム

南長崎クリニック通所リハビリテーション　
理学療法士　入　江　知　樹　
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健 康 体 操

　また、しっかり動いたらしっかり栄養を
摂取することが重要です。食生活からもロ
コモ対策に繋げる事が出来ます。
　私たちが健康に生きていくために欠かせ
ない栄養素は、炭水化物、脂質、たんぱく
質、ビタミン、ミネラルのいわゆる「５大
栄養素」。これらは運動器の機能を保つの
に欠かせません。「５大栄養素」を毎日３
回の食事から摂ることが大切です。
　料理は大きく分けると「主食」（炭水化
物を多く含むご飯やパン、麺類など）、「主
菜」（メインとなるおかず：たんぱく質を
多く含む肉、魚、卵、大豆製品など）、「副菜」
（付け合わせのおかず：ビタミン、ミネラ
ルを多く含む野菜、海藻など）の３つにな
ります。１日３回の食事にこの主食、主菜、
副菜を揃え、牛乳・乳製品や果物なども組
み合わせると、５つの栄養素をバランスよ
く摂ることができます。
　現在中高年の男性の２人に１人、女性の

５人に１人がメタボリックシンドローム
（メタボ）、またはその予備軍といわれてい
ます。メタボは動脈硬化を進行させ、心臓
病など命にかかわる病気を招く危険性があ
りますが、怖いのはそれだけではありませ
ん。肥満になると、体重が増えた分、腰や
膝に負担がかかり、ロコモの原因になるの
です。
　一方、ダイエットや食欲不振などによっ
て栄養が不足すると、骨や筋肉の量が減っ
てしまいます。とくに若い女性の極端なや
せ志向や高齢者の低栄養状態には要注意。
ロコモに陥らないためには、メタボややせ
すぎにならないよう食事に気をつけること
が重要です。
　以上今回はロコモティブシンドロームに
ついて紹介しました。皆さんも運動と食生
活に気を配り、ロコモの予防に繋げていっ
て下さい。
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地域密着型特別養護老人ホーム
緑風のユニット紹介

　緑風の３階東側に位置する「ゆりユニット」は、特養での経験
のある若い職員が中心となり、日々生活の支援を行っています。
家族様の訪問も多く、これまでの生活の様子を伺ったり、家族様
との信頼関係も大切にしています。入居者様は他のユニットと比
べ年齢層の幅が広く、様々な状況のもと入居されております。今
後も、入居者様お一人お一人の思いをくみ取り、入居者様本位の
支援を目指します。

ゆりユニット　 定員��９名� 職員��４名

ゆり
ユニットリーダー
浅田　哲也

　緑風の３階西側に位置する「ぼたんユニット」はショートステ
イのユニットで、現在約25名の方にご利用いただいております。
職員は特養、デイケア、ショートステイ、老健などの経験がある
職員が中心となっています。１泊２日から利用でき、利用の理由
は様々で、主にお世話をしている家族
様が不在にするケースや介護負担の軽
減目的となります。また、特養の申込
を行う前に、どのような施設なのか試
しに泊まってみたいという方もいらっ
しゃいます。ショートステイ利用中は、
出来る限り在宅での生活の継続を意識
したケアを実施できるように配慮して
います。

ぼたんユニット　 定員��10名� 職員��５名

ぼたんユニットリーダー
川端　康之

緑風だより

 ゆり
スタッフ 

 ぼたん
スタッフ スタッフ 

　皆様のご理解とご協力のもと、風頭町に開設させていただいてから、早いもので４
ヵ月が経とうとしています。前号では、これから緑風で取り組んでいきたい事をお話
しさせていただきましたので、今回は、その中心となる４つのユニットの紹介をさせ
ていただきます。ここでのユニットとは、少人数で構成される集団のことを指します。
緑風では、３階と４階にそれぞれ２ユニットを配置しております。

つばきユニットリーダー　山　口　圭　介　
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　緑風の４階東側に位置する「ききょうユニット」では、特養や
グループホーム、小規模多機能施設の経験のある職員が中心とな
り支援を行っています。毎日、多くの家族様が来て下さり、時に
はユニット内の設えを一緒に考えていただいたりと、共に協力し
ながら入居者様のケアを行っています。今後この様な動きが、強
い信頼関係へと繋がるように頑張ります。

　緑風の４階西側にある「つばきユニット」では、特養、グルー
プホーム、小規模多機能施設での経験のある職員が中心となって
います。大きな窓からは稲佐山や長崎港を眺めることができ、ま
た風頭町も一望できます。入居者様には地域の方もおられ、ご友
人の方が時々遊びに来られることもあります。これからも安心し
て地域で生活ができるように、地域の方との繋がりも強くしてい
きたいと思います。

　以上、それぞれの特徴が出てきた４つのユニットを紹介させていただきました。各
ユニットに配属している新卒職員も日に日に成長を見せ、頼れる存在となってきまし
た。ユニット職員以外としては、ケアプランを作成するケアマネジャー、看護職員も
３名配属しており、入居者様が安心して緑風での生活が送れるように、日々の健康管
理や、病気やケガの早期発見を行っています。また食事・栄養の管理を行う管理栄養
士、夜間帯の建物を管理する宿直職員もいます。これらの職員が一丸となり、緑風が
目指す「本人本位のケア」「地域との連携」「人材育成」に今後も取り組んでいきたい
と考えています。

ききょうユニット　 定員��10名� 職員��４名

つばきユニット　 定員��10名� 職員��４名

ききょうユニットリーダー
大山　　剛

つばきユニットリーダー
山口　圭介

緑風だより

ききょう
スタッフ 

つばき
スタッフ スタッフ 
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　平成28年７月１日より社会福祉法人五
蘊回放課後児童クラブこすもすクラブとし
て運営を始め、早１年を迎えようとしてい
ます。職員が変わり、子どもや保護者の方々
には不安もあったと思いますが、沢山の
方々にご理解・ご協力頂き感謝しています。
　私達支援員一同は、「子どもと保護者の
“笑顔”輝くこすもすクラブ」をスローガ
ンに掲げ、試行錯誤しながらも子ども達と
一緒に楽しい日々を過ごして参りました。
その柱として、（１）子ども（２）保護者（３）
連携を大切にしています。

（１）子ども
　スローガンに基づき、子ども達が主体と
いうことで、年度初めには、「自分逹の力
で楽しい学童を創ろう」と、子ども達が話
し合う機会を設けました。グループごとに
話をし、子ども達が活き活きとした表情で
考えてくれました。沢山のアイディアが出
ましたので、ご紹介させて頂きます。
①子ども：児童全員が楽しく過ごせるよう
にルールを守る。映画館や遊園地、水族館
等お出掛けをする。ボール遊び・外遊び（川・
公園・運動場）等、沢山遊ぶ。お楽しみ会
を企画する。製作や工作をする。おやつ・
給食を作る。
②家庭：感謝やお祝いの気持ちの手紙を書

く。掃除や料理の仕方を習って、家でも手
伝いをする。勉強を頑張る。
③地域：挨拶をする。ゴミ拾いをする。レ
クリエーションや工作など一緒に活動をす
る。お礼の手紙を書く。地域の行事に参加
する。
　このようなしっかりした考えを聞き、私
逹も力強く感じ、より一層子ども達と気持
ちを揃え、充実した日々を過ごしたいと考
えております。

（２）保護者（家庭）
　保護者の方々が不安を少しでも軽減でき
るように、お迎え時に必ずコミュニケー
ションを取る事を心掛けており、子どもと
沢山遊び・沢山関わり、子ども達の成長や
頑張った事など伝えるようにしています。
昨年度末には、アンケート調査を行い、貴
重なご意見・ご要望として「社会福祉法人
なので運営母体がしっかりしている。」「保
護者会等が減り、安心して働ける。」「支援
員と沢山遊び、子どもがお迎え時に帰りた
くないと泣く程、学童を楽しんでいる。」
など、嬉しいお言葉を頂きました。また、
「行事を増やしてほしい。」とご要望もあり
ましたので、子ども・保護者の方々の意見
をすり合わせて取り組んでいきたいと思い
ます。

親そだち子そだち

子どもと保護者の “笑顔 ” 輝く
こすもすクラブ

放課後児童クラブ　こすもすクラブ　
吉　賀　由梨絵　
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川遊びの様子 「自分達で楽しい学童を創ろう」の話し合い

中央公園へ遠足（５月）

母の日フラワーアレンジメント（５月）歓迎会（４月）

（３）連携
　小学校・地域の方々とのコミュニケー
ションを取るよう努めています。小学校の
先生方と定期的に情報交換会を設けたり、
地域の方々の力をお借りしたりして工作教
室や生け花の体験等連携を図りながら、子
ども達の成長を支援しています。
　この目標達成の土台となるものとして、
「児童理解・支援員相互の信頼・目標や具
体策の共有」が大事だと考えています。子

どもの情報の共有や子ども達が充実した時
間が過ごせるよう活動内容を考え、毎日
ミーティングを密に行っています。どの職
員も子ども達を第一に考え、一緒に遊び・
関わり、時には真剣に向き合い、信頼関係
を築いています。学童で過ごす時間は１日
のうちの３時間程度ではありますが、その
大切な時間を充実したものとし、健やかな
育ちの支えとなれるように、支援員一同邁
進していきたいと思います。

親そだち子そだち
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　今回の“「我が事、丸ごと」やったるで”
では南多機関型より生活困窮者自立支援制
度についてお話しさせていただきます。
　この制度は「現在は生活保護を受給して
いないが、生活保護に至るおそれがある人
で、自立が見込まれる人」を対象に困りご
とにかかわる相談に応じ、安定した生活に
向けて仕事や住まい、子どもの学習などさ
まざまな面で支援する制度です。また、近
年の暮らしに困っている人々が抱える課題

は、経済的な問題に加えて社会的な孤立な
どがあり、それらが複雑に絡み合った場合
もあります。そこで複雑な課題を抱えて現
行の制度だけでは自立支援が難しい人に対
して、生活全般にわたる包括的な支援を行
います。各自治体に窓口が設置され、平
成27年４月からスタートしました。長崎
市では長崎市社会福祉協議会で「長崎市生
活支援相談センター」として活動されてい
ます。

「我が事・丸ごと」やったるで !!

生活困窮者自立支援制度とは

南多機関型地域包括支援センター　
主任相談支援包括化推進員　成　瀬　小百合　
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自治体によって行っている事業が異なりますので、詳しい内容については、
長崎市生活支援相談センターにお問い合わせしてください。

主な事業はこちらの６つになります。

就労準備支援事業 家計相談支援事業

「社会との関わりに不
安がある」など、直ち
に就労が困難な方に６
か月から１年間プログ
ラムに沿って一般就労
に向けた基礎能力を養
いながら就労支援を行
います。

家計状況の「見える化」
と根本的な課題を把握
し、相談者が自ら家計
を管理できるように、
支援を行います。

自立相談支援事業 住居確保給付金の支給

支援員が相談を受けて、
どのような支援が必要
か一緒に考え、具体的
なプランを作成して、
自立に向けた支援を行
います。

離職等により住居を失
った方や、失うおそれ
の高い方に就職に向け
た活動をする事を条件
に一定期間、家賃相当
額を支給します。

就労訓練事業 子どもの学習支援

直ちに一般就労する事が難しい方のため
に、その方に合った作業機会を提供しな
がら個別プログラムに基づき一般就労に
向けた支援を中・長期的に実施します。

子どもの学習支援をは
じめ、日常的な生活習
慣、仲間との居場所づ
くり、進学や中退防止
に関する支援等、子ど
もと保護者の双方に必
要な支援を行います。

「我が事・丸ごと」やったるで !!
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　居宅介護支援事業所　琴の浦荘に勤務す
る髙島謙介と申します。ケアマネジャーと
して勤務し１年が経ちました。琴の浦荘に
入社した当初はデイサービスに勤務してい
ましたが、そこでの業務に当たっていく中
でケアマネジャーという職種の方と少しず
つ関わる機会も増え、ケアマネジャーとは
どんな仕事なのだろうか？という興味を持
ちました。
　またデイサービスに面会に来たケアマネ
ジャーに会うと、普段見られないような笑
顔になる様子を見て、自分も「そのような
ケアマネジャーになりたい」という思いが
募り、仕事と勉強を頑張りながら念願かな
いケアマネジャーとして充実した日々を
送っています。
　居宅に異動した当初、ケアマネジャーは
一人で動き支援していくと思っており、自
分にどこまで出来るのかと不安なイメージ
がありました。しかし、実際に勤務すると
経験豊富な先輩方や、地域包括支援セン
ターの方々からその都度適切なアドバイス
を頂き、対応できる環境で少しずつですが
仕事にも慣れ、当初の不安な思いも今はな
く充実した日々を送っています。

　そんな毎日の中、特に印象に残っている
利用者様がいます。とても仲の良いご夫婦
を担当させて頂いています。旦那様が大腸
癌の再発で余命２年の宣告を受けました。
奥様も狭心症を患っておられ、少し動いた
だけで息切れが強く見られる状態です。
　普段から旦那様が家事を行い日々の生活
が成り立っている状態で、癌の再発後は二
人とも決して無理は出来ない状況でした。
サービスを調整し支援を行なってきました
が徐々に癌も進行し、下血や胃からの出血
で吐血も見られる等、入院の必要性が生じ
てきました。しかし入院する事を二人とも
拒んでいます。
　担当する私の心も重くなり「二人とも在
宅生活は難しいのかな…」と考えていると、
旦那様が「今更病院や施設で別々に生活を
するつもりはない。もしそうなっても生き
た心地がしない。」と言われました。「私も
同じ気持ちです。」と続けて奥様もはっき
り言われました。私は、二人の言葉を聞き、
常々先輩方から言われていた、「ケアマネ
として大事な事は利用者様の意向にどう取
り組んでいくか、いかに施設や病院ではな
く住み慣れた在宅で支えられるかを実現し

私のシゴトをご紹介

「介護支援専門員」

琴の浦荘　　　　　　　
髙　島　謙　介　
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8：20 出勤

8：20～ 8：30
8：30～ 8：45

全体朝礼
施設内掃除

9：00～ 10：30 利用者様宅訪問

10：40～ 12：00
12：00～ 13：00

訪問記録、月間スケジュール作成
休憩

13：30～ 14：30 サービス担当者会議

15：00～ 15：30
15：30～ 17：30

サービス調整、ケアプラン作成
緊急連絡対応、連絡調整

17：30 退社

ていくことにやりがいを感じる仕事だ。」
という言葉を思い出しました。
　その後お二人は、先輩ケアマネジャーの
助言を仰ぎながら定期巡回サービス等、奥
様のサービスも併せてサービス調整を行い
現在も、二人仲良く在宅でご夫婦の望む生
活を継続しています。
　この事例を通して担当させて頂く方の気
持ちを尊重することの大切さを感じ、必要
な提案、支援をすることで、望む暮らしが
出来た時、感謝されることの喜びを感じま
した。

　まだまだ未熟な私ですが、いかに在宅で
支えられる手段、その方の生活をどうコー
ディネートするかということを考え、提案
していくことがケアマネジャーにとって大
切なことと実感しています。日々変わって
行く制度や社会資源の中で、理解、把握し
ていくこともたくさんあります。経験を重
ね、学び、関わる皆様方に相談、助言を頂
きながら利用者様に寄り添い、「望む暮ら
しの実現」が達成できるよう、今後もケア
マネジャーの仕事に従事して参ります。

居宅介護支援事業所　琴の浦荘　一日のタイムスケジュール

私のシゴトをご紹介

月に一度は
ご自宅へ訪問します
（要介護の方）

お昼休み、
今日は何食べよう…

話を忘れないうちに、
記録を書きかき…

ご自宅へ訪問しますご自宅へ訪問します

ヘルパーさんから
利用者様が転倒し
たとの緊急連絡。
慌てて病院へ慌てて病院へ
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　今回は、５月にすでにお亡くなりになり
ましたきょう子さんと過ごしました３ヵ月
間について少しお話をさせていただきたい
と思います。
　入院先で原発は不明、多発癌でこのまま
食事が入らなければ余命は１ヵ月と説明を
受けました。孫娘さんは、「精密検査等本
人の負担になることは希望しません。まず
は１ヵ月頑張って介護をしてみてこれから
のことを考えたい」きょう子さんは、「で
きることは自分でせんばいかんね。家族に
手をかけさせんごと」１月に自宅へ退院し
ました。
　２月の初旬より訪問看護に入るようにな
りました。訪問診療の影浦先生より「あま
り遠い先ではなく病状が悪化することが予
測されます」と訪問看護の提案がありまし
た。定期巡回介護・看護のライフケアさん
がすでに介入されていたこともあり訪問看
護ステーション太陽に声がかかりました。
ご家族と同様にサポートする私たちも緊張
したスタートでした。
　孫娘夫婦と中学生と高校生のお嬢さんの
５人暮らし、きょう子さんの双子の娘さん
が介護に泊りにくるという家族構成でした。
きょう子さんのベッドは居間に有り、大き
なテーブルと大きなテレビがあり家族皆が
集まってくる場所でした。居間の壁にはた

くさんの写真が貼ってあります。ひ孫さん
やきょう子さんの写真を挟み込んだにぎや
かな写真パネルがありました。長唄やテレ
ビの音、時にはベッドサイドでひ孫さんが
吹くフルートの音色もありました。
　徐々に食事が入らなくなり体力が落ちて
何とか伝い歩きで行っていたトイレも難し
くなり、そしてトイレにたどり着いても帰
る時には便座から立てなくなりました。す
ぐにポータブル便器を勧めた私たちですが
「トイレに！」と言うきょう子さんの希望
で最後まで使用されませんでした。痛みが
強い時は表情が硬く拒否があり家族にとっ
てケアは難しいことでした。「痛い」と言
われたら家族としてはかわいそうで手が出
せません。３月の土曜日にひ孫さんが、音
楽療法士さんと慰問演奏会でフルートを吹
かれるとのこと。それを聞きに行きたい、
とお話があり準備をしました。できるだけ
疲れないように車いすのクッションを追加。
外出先での体調不良や体力が持たないこと
が心配されました。先生に相談、先生は「演
奏会に行きましょう」と２日前から点滴を
開始しました。
　時は経過して４月の初旬、鎮痛剤を飲み
込むことも難しくなりました。できるだけ
痛みや苦痛を取ることを最優先に考え鎮痛
剤は麻薬製剤でテープ貼用型に変更です。

訪問看護利用者様の回想録

『娘・孫・ひ孫と過ごした看取りの時』

日々是好日
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眠っている時間が長くなるかもしれません、
呼吸が不規則になったり止まったりするこ
とがありますとあらかじめ説明を受けまし
た。ペンギン薬局の中村先生の訪問が開始
です。きょう子さんに声をかけるとにっこ
りされ「ご苦労様でした」と返事をされる
こともありましたが下旬にはかなり呼吸が
不規則になり、呼吸が止まっている時間も
50秒を数え、家族はドキドキしながらの
見守りであったと思います。気分転換が出
来ればと考えベッドの横にお風呂を持って
きて入るサービスを取り入れました。
　ほぼ寝たきり状態のきょう子さんが寂し
くないように常に誰かがそばにいて時には
一緒に家族でカラオケもされていたようで
した。写真は、亡くなる直前の物です、お
しゃべりやカラオケをした後でしょうか。

　５月の連休を前に血圧や脈が分かり難く
なり、呼吸はますます不規則、無呼吸の
数も増えました。家族唯一の男性は孫娘
さんのご主人。男性なので「直接体に触
れての介護は出来ないから…」ときょう
子さんの食事を毎日作られていたそうで
す。味付けの好みや工夫に応えるように
きょう子さんも食事の席につかれ、退院前
に１ヵ月の余命とありましたがそれ以上
に命を長らえることができました。食べ
ることはとても無理という最後の時です
ら「匂いだけでも」とご主人がマドレーヌ
を焼ききょう子さんのそばで食べたとのこ
と。きょう子さんへの気遣いだけでなく家
族それぞれに対してもお互いに思いやって
いたことを感じたと孫娘さんは話されてい
ました。



　いよいよ最期の時は５月の連休中でした。
「呼吸していないみたい」と電話を受け訪
問。すぐに影浦先生も駆けつけ夜中の１時
42分に死亡確認されました。佐世保と京
都在住の双子の娘さん、孫夫婦、ひ孫に見
守られ旅立たれました。「良く頑張られま
したね」ときょう子さんへねぎらいの言葉
をかける大人と対照的に涙を流し、うつむ
くひ孫さんたちでした。ひ孫さんの２人に
化粧をしてもらい、きょう子さんとの思い

出話をしながらのひとときを過ごしました。
　訪問看護では変化する気持ちを聞きなが
ら支援することを大切にしています。しか
しその家族の苦労や心配、真意を分からず
おしかりを受け反省することも多い日々で
す。影浦先生、中村先生、ケアマネジャー、
福祉用具ほか支援メンバーの協力で看取り
を在宅で迎えられたことに家族同様に感謝
しております。
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南長崎クリニック南長崎クリニック
通所リハビリテーション通所リハビリテーション

お風呂

リフト浴完備

アクティビティ

↑画用紙で作成しています
・折り紙やビーズ細工など

マシントレーニング

７種類のマシンを用意して
います

リハビリテーション

手のリハビリ 調理訓練

生活リハビリを重点的にします

通所リハビリスタッフ全員で
在宅生活に必要なリハビリを提供いたします！！！

長崎市松が枝町3-20　南長崎クリニック 新館2階　☎095-828-4706　（担当：濱口・中村）

あなたの周りの素敵な人をご紹介ください。
「より良く生きるヒント」を伺いにいきます。
 担当：浅田



書

－23－

　
　
　
　
　
　

私
も
参
加

　

日
々
の
句

　

雨
降
り
て
港
の
汽
笛
遠
く
聞
こ
ゆ

 

満　

枝

　

六
月
や
稲
佐
の
山
も
初
夏
の
色

 

満　

枝

　

ラ
ム
ネ
酒
飲
ん
で
雨
の
日
気
が
晴
れ
る

 

松　

岡

　

さ
つ
き
ば
れ
藤
棚
の
下
花
の
あ
め

 
宗　

美

　

五
月
雨
あ
ー
昨
夜
の
雨
は
二
人
だ
け
の
涙
雨

 

ケ
ン
坊

　

六
月
は
行
事
が
あ
る
か
と
暦
あ
け

 

い
き
あ
た
り

　

ち
り
め
ん
は
布
の
名
前
と
思
い
し
に

　
　
　
　

現
在
は
我
が
身
で
ち
り
め
ん
つ
く
り

 

い
き
あ
た
り

日
々
是
好
日

　南長崎クリニックデイケア（通所リハビリ）より作品を頂いてき
ました。書は波津子さんの作品で、歌は…？調べますと狂歌は社会
風刺や皮肉・滑稽を盛り込んだ諧謔形式の短歌との事。

　南長崎クリニックデイケア（通所リハビリ）より作品を頂いてき
ました。書は波津子さんの作品で、歌は…？調べますと狂歌は社会
風刺や皮肉・滑稽を盛り込んだ諧謔形式の短歌との事。
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二本松荘デイサービスのご案内
隔週土曜日　13：30～
民謡教室・音楽教室を開催しています。
お気軽におこしください♪

営 業 日　月曜日～土曜日
営業時間　８時30分～17時00分

長崎市戸町２丁目77-28
電話番号　095-811-1616
〈担当〉福島

　梅雨も明け暑い毎日となっておりますが、いかがお過ごしでしょうか。
　この度、非常勤で勤務しておられました永

なが
田
た

済
いつき

先生が７月 18日より常勤
勤務となりました。
　診療スケジュールは、月・水・木・金・土曜日の午前中と水曜日の午後となっ
ております。
　今後とも、よろしくお願い致します。

永田　済  先生　診療スケジュール
月 火 水 木 金 土

午　前 ○ － ○ ○ ○ ○
午　後 － － ○ － － －

南長崎クリニック外来
高　木　良志子ご来院の皆様へご案内
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　　なす味噌炒め 琴の浦荘　栄養部
管理栄養士　田川　景

　こちらは梅雨明けと同時に猛暑が続いておりますが、皆様お元気にお過ごしでしょうか。
　本誌のレイアウトリニューアルに伴い、今後も記事の内容も法人内での新しい取り組み
や新設部署の新鮮な情報をお届けしていけたらと思います。
　今後とも本誌をご愛読いただけますよう、宜しくお願い致します。
� （文：中村　大輔）

編 集 後 記

〈材料：２人分〉
　なす	 	1 本（約 100g）
　豚肉	 60g
　ピーマン	 	1/2 個（約 20g）
　玉ねぎ	 	1/4 個（約 60g）
　人参	 	1/3 本（約 30g）
　しょうが	 5g（すりおろす）
　砂糖	 小さじ 2
　みりん	 小さじ 1
　麦みそ	 大さじ 1弱
　しょうゆ	 小さじ 1/2 強
　油	 適量

ひとくちメモ
　なすやピーマンは夏が美味しい時期、いわゆる“旬”になります。旬の食材は美味しいだけではなく、
良質な栄養分を含んでいます。また、豚肉には良質なたんぱく質と疲労回復に効果があるといわれ
るビタミン B1を含んでいます。味噌味にしてご飯もすすみますので、美味しく食べ、疲労回復や
夏バテ防止におススメです！

〈作り方〉
　①	食材は食べやすい大きさに切る。なすの皮が食べにくそうなら、むいても大丈夫。
　②	フライパンや鍋に油を入れ熱し、豚肉を炒め、火が通ったらなすを入れ、しんなりとするまで
炒める。

　③②に他の食材を入れ、炒める。
　④	すりおろしたしょうがと調味料を加えて炒め、全体になじんだら完成。
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医療法人（社団）　春秋会
南長崎クリニック
　〒850-0921　長崎市松が枝町３番20号
　TEL�095-827-3606（代表）
　TEL�095-828-2503（病棟）
　FAX�095-827-3561
南長崎クリニック　居宅介護支援事業所
　〒850-0921　長崎市松が枝町３番20号
　TEL�095-827-3030　FAX�095-827-3131
通所リハビリテーション（デイケア）
　〒850-0921　長崎市松が枝町３番20号
　TEL�095-828-4706　FAX�095-818-4011
小規模多機能ホームいきいき
　〒850-0921　長崎市松が枝町３番20号
　TEL�095-893-6600　FAX�095-893-6400
小規模多機能ホームなんくり
　〒850-0922　長崎市相生町９番７号
　TEL�095-823-3009　FAX�095-827-3132
グループホームなんくり
　〒850-0922　長崎市相生町９番７号
　TEL�095-827-3110　FAX�095-827-3132
二本松養生所（グループホーム）
　〒850-0952　長崎市戸町２丁目177番28号
　TEL�095-811-1919　FAX�095-811-1800
二本松荘（デイサービス）
　〒850-0952　長崎市戸町２丁目177番28号
　TEL�095-811-1616　FAX�095-811-1800
大浦十三番館デイサービス・ミニデイサービス
短期集中型通所サービス
　〒850-0918　長崎市大浦町３番21号
　TEL�095-818-8018　FAX�095-829-0130
訪問看護ステーション　太陽
　〒850-0918　長崎市大浦町３番21号
　TEL�095-833-2078　FAX�095-893-6534
ヘルパーステーション　ライフケア
　〒850-0918　長崎市大浦町３番21号
　TEL�095-827-1070　FAX�095-827-3132
24時間安心センター　ライフケア

（定期巡回・随時対応型訪問介護看護）
　〒850-0918　長崎市大浦町３番21号
　TEL�095-893-5112　FAX�095-827-3132

社会福祉法人　五蘊会
特別養護老人ホーム　琴の浦荘
　〒851-3103　長崎市琴海戸根町743番地47
　TEL�095-884-3510（代）　FAX�095-884-3512
居宅介護支援事業所　琴の浦荘
　〒851-3103　長崎市琴海戸根町743番地47
　TEL�095-884-3510（代）　FAX�095-884-3512

訪問介護事業所　琴の浦荘
　〒851-3103　長崎市琴海戸根町743番地47
　TEL�095-884-3510（代）　FAX�095-884-3512
通所介護事業所　琴の浦荘・ミニデイサービスセンター
　〒851-3103　長崎市琴海戸根町743番地47
　TEL�095-884-3530　FAX�095-884-3512
短期入所生活介護　琴の浦荘
　〒851-3103　長崎市琴海戸根町743番地47
　TEL�095-884-3510（代）　FAX�095-884-3512
24時間在宅ケアセンター　琴の浦荘
　〒851-3103　長崎市琴海戸根町743番地47
　TEL�095-884-3510（代）　FAX�095-884-3512
地域密着型特別養護老人ホーム　緑風
　〒850-0803　長崎市風頭町１番27号
　TEL�095-820-8100　FAX�095-820-8123
短期入所生活介護　緑風
　〒850-0803　長崎市風頭町１番27号
　TEL�095-820-8100（代）　FAX�095-820-8123
幼保連携型認定こども園　とまちこども園
　〒850-0952　長崎市戸町３丁目15番１号
　TEL�095-878-4890　FAX�095-895-9320
放課後児童クラブ　こすもすクラブ
　〒851-3102　長崎市琴海村松町704-5
　TEL＆FAX�095-884-2502
放課後児童クラブ　ゆうゆうクラブ
　〒850-0923　長崎市上田町13番１号
　長崎市立大浦小学校内
　TEL＆FAX�095-827-8050
放課後児童クラブ　とまちクラブ
　〒850-0952　長崎市戸町２丁目９番１号
　長崎市立戸町小学校内
　TEL＆FAX�095-879-2001

長崎市委託事業
長崎市大浦地域包括支援センター
　〒850-0922　長崎市相生町１-17
　メゾンド田中202号
　TEL�095-818-8311　FAX�095-818-8310
長崎市琴海地域包括支援センター
　〒851-3292　長崎市長浦町2664
　琴海行政センター庁舎１階
　TEL�095-840-7111　FAX�095-840-7110
南多機関型地域包括支援センター
　〒850-0922　長崎市相生町1-17
　メゾンド田中202号
　長崎市大浦地域包括支援センター内
　TEL�095-801-0711　FAX�095-801-0712
北多機関型地域包括支援センター
　〒851-3212　長崎市長浦町2664
　長崎市琴海地域包括支援センター内
　TEL�095-840-7121　FAX�095-840-7120
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