
　十月の声を聞き、一段と秋らしくなりました。
気持ちのよい風に揺れる秋桜も、心もなじみます。
例年にもまして暑かった今年の夏は、3年ぶりの
「高知市納涼花火大会」や「よさこい鳴子踊り特
別演舞」が行われ、行動制限のない夏休みをむか
えるなど、いろいろ日々の生活が変化していま
す。しかし、コロナウイルス感染の再拡大や感染
者数の高止まりなど、いまだにコロナウイルス感
染は収束を見通すことが難しいのが現状です。そ
の中でも、オミクロン株は感染速度が速く、さら
に変異株の発生にも注意し、対応していかなけれ
ばなりません。有効な対策としては、やはり基本
的な感染対策は重要です。感染リスクの高い行動
は控え「マスクは時・場所・状況に応じた着用」、
「ていねいな手洗い」、「三密（密接・密集・密
閉）の回避」、「換気」などです。一人ひとりの
行動が自分自身や大切な人達の日常を守ることに
つながっています。しっかり、感染対策を継続し
ていきましょう。
　令和４年４月より、島津病院院長として赴任し、
早や半年が過ぎようとしています。コロナウイル
ス感染拡大があり、病院運営で重要となる医局
会は、令和4年１月13日開催から、未開催でした。
島津病院でも、引き続き入院患者の面会は禁止し
ていますが、県外への渡航は、学会、コンサート
等への参加は認められるようになりました。6月
22日、マスク着用で間隔を空けて医局会を再開し
ました。島津裕和理事長、三宅晋名誉院長はもち
ろん常勤医師の全員参加、看護部長、画像診断室
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室長、薬局長、臨床工学科技士長、臨床検査室室
長、リハビリテーション科長、栄養科長、診療情
報管理室室長、事務長と病院の主要となる人々が
参加して、新入院患者さんの紹介や治療方針を報
告して行きます。患者さんを共有することで、共
通な認識での治療となり、患者さんを協力して治
療することができます。
　また、毎月１回第二月曜日に幹部会議の司会
もしています。この会議は、令和2年３月から
令和3年７月までは、休会していましたが、その
後、ZOOMを使用してオンライン会議で再開して
います。病院の各部署での発信していただき、通
所リハビリテーション、認知症対応型共同生活介
護グループホーム「やすらぎ」、地域密着型特定
施設入居者生活介護「みやびの里」、小規模多機
能型居宅介護「しおた」「ひじま」、須崎市の医
療法人仁栄会島津クリニックと中継しています。
ZOOMで話すときは、ゆっくり・はっきり・大き
めの声で、相手の反応を見ながら話し、返事をす
るときは、一呼吸置くと良いですが、まだ、慣れ
ないため、マイクに近づいて話しています。この
会議も、ZOOMを使いこなすように、ネット回線
やWi-Fiなどの通信環境が正常に動いているか、カ
メラは接続できるか、マイクは接続できるかを知
る上で、大切なことだと思います。
　当院の病院理念である「病む人への思いやりを
もって、安全で安心のできる高度な医療を提供し
ます」のもと、島津栄一会長、三宅晋名誉院長、
医局の先生方、医療スタッフ、職員の皆様のご協
力をいだだき、医療に従事しております。昭和48
年島津外科胃腸科人工腎臓センターとして開院し
ました。その後、平成8年には医療法人仁栄会を
設立し、島津病院となりました。これからも、さ
らなる質の高い医療の提供とともに病院としての
機能向上に努めて参ります。なお、一層、地域医
療に貢献できるように力を尽くしていく所存です。

広報

〜秋号〜
桜竹梅 ご自由にお持ち帰りください。

ホームページ
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森　惟明 編著

『サクセスフルエイジングへと
  導く 50 の答え』
発行：幻冬舎メディアコンサルティング　

書
籍
紹
介

Facebook
https://www.facebook.com/
morikoreaki?ref=tn_tnmn

■「サクセスフルエイジングへと導く５０の答え」  表紙+背+裏表紙

■「サクセスフルエイジングへと導く５０の答え」  帯（オビ）
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 Q　百寿者の数が増え、6 万 7,000 人以上になったと聞きました。どのような
特徴を持った人が長生きするのでしょうか？

 A　百寿者の医学的特長をまとめますと、①動脈硬化が少ない、②糖尿病が少ない、
③栄養状態の低下が少ない、④炎症反応が低い、⑤貧血傾向が少ないなどが
挙げられます。

　世界保健機構（ＷＨО）の「世界保健統計 2016」によ
ると、日本人の平均寿命は女性が 86.8 歳で世界一、男
性が 80.5 歳で世界 6位、男女平均が 83.7 歳で世界最長
となっています。しかしその一方で、「平均寿命」の男
女平均 83.7 歳と「健康寿命」男女平均 74.9 との差（病気
を抱えている期間）には 8.8 歳もの開きがあります。日
本人の平均寿命は長いですが、健康寿命が短いという
問題も抱えているわけです。
　そんな中、100 歳以上の高齢者（百寿者）の数はこの
半世紀で300倍に激増し、2016年9月の時点で6万5,000
人を突破しました。そして、1年後の 2017 年 9 月には
6万 7,824 人と、47 年連続して増加しています。
　2016 年 10月放送のテレビ番組、ＮＨＫスペシャル「あ
なたもなれる “ 健康長寿 ” 徹底解明 100 歳の世界」では、
最新の科学で「センテナリアン（百寿者）」たちの多くが
共有する健康長寿の秘訣が解き明かされました。
　私たちの体は、傷つくとその部分が反応し、炎症を
起こします。通常その炎症はしばらくすると治まりま
すが、それがなかなか治まらないものを慢性炎症と言
います。炎症が起こっている度合いは、血液中のＣＲ
Ｐという値で診断します。
　この、加齢とともに進む健康寿命の阻害要因として
重要な慢性炎症が、百寿者には極めて低く抑えられて
いることがわかり、慢性炎症をどう防ぐかが研究者の
注目を集めているようです。

　世界の長寿地域での食事の研究の結
果、ＥＰＡ、ＤＨＡが含まれている魚
（イワシ、ブリ、サンマ、サバ、カツオ、
タイ、アジなど）を摂取すると、慢性
炎症を予防する効果があるのではない
かと言われているのです。
　また、食事とは別の健康長寿の要因
として、身体活動量の多さが言われる
ようになりました。運動量の多い百寿
者は、微小循環
（毛細血管中の血

液の流れ）が優れた状態に保たれ
ていることがわかりました。血流
がよくなると酸素をよく運び、老
廃物を取り除くことにつながり
ます。
　興味深いことに、生き甲斐に結

びつく満足感が、慢性炎
症を抑えることと深いつ
ながりがあることも明ら
かになってきました。こ
れは百寿者が豊かで幸せ
な時間を持てることと関
係しているのかもしれま
せん。
　さらに、百寿者の多く
が、「老年的超越」と呼ばれる独特の心境に達している
こともわかってきました。身体機能が衰えて一人で寂
しく過ごしているように見えても、当人は今の暮らし
を肯定的に捉えており、実は豊かで幸せな時間を生き
ているというのです。
　老年的超越がどのようにして起こるのかについては
明らかではありませんが、動脈硬化や糖尿病を抑制す
る「アディポネクチン」というホルモン様物質の関与が
示唆されています。
　百寿者は男女比が 1対 7 と女性が圧倒的に多く、女
性は男性よりも長生きしますが、機能が低く寝たきり
の女性の百寿者が目立ちます。元気な百寿者の割合は
男性のほうが高くなっています。
　長寿と遺伝の関係は、現時点では遺伝の力の強い人
と弱い人がいるようで、長寿は遺伝子だけで決まるの
ではないようです。
　百寿者の病歴は高血圧、骨折、白内障の順で多く、
脳卒中やがんを生き延びた人もいました。97％が慢性
疾患を持っているか、過去に病気にかかっていました。
一方、糖尿病は、高齢者平均の 15％に対し、百寿者で
は 6％と少ないのが注目されます。
　栄養状態のよい百寿者
を調べると、貧血傾向が
少なく、風邪などの感染
症にかかっていないので
炎症反応が低く、認知機
能が高いことがわかって
きました。このことは、高齢になるほど健康を維持す
るために重要なことです。
　本書を通じで、百寿者になるには、何を心がけ、何
に注意すればよいかを、読者がそれぞれ汲み取ってく
だされば幸いです。
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臨床工学科　西村 亜美

　臨床工学技士の西村です。早いもので入社
して 10 年目になります。今回は血液浄化関
連専門臨床工学検定試験にチャレンジしたこ
とを書きたいと思います。
　この試験は血液浄化に関する専門的な事か
ら透析液の清浄化管理、透析機器のシステム、
安全管理、災害対策など幅広い知識を必要と
します。合格率は 20％を下回ることが多く、
平成 29 年の合格率は 6％と難しい試験です。
島津病院の系列施設を含め松田技士長しか合
格者はいません。

　私がこの試験を
受験しようと思っ
たきっかけは、約
3 年前産休と育児
休業に入る時に資
格 を 取 得 し た い
と思ったことでし
た。以前からこの
試験に興味があり

ましたが、合格率の低さと、挑戦者はいるも
のの松田技士長しか合格者がいないというこ
とから、始める勇気が出ずにいました。いざ
勉強を始めてみると、やはり難しく、さらに
初めての子育てということもあり、慣れない
育児や夜泣きに追われ、このままでは自分が
崩壊すると思い勉強を断念しました。
　翌年仕事復帰し、時間を見つけて勉強を始
めました。そして初めての試験に挑みました
が、半分以上解けず…。終わった時の率直な
感想は「この試験に合格するのは無理や」と
感じたことを覚えています。結果はもちろん
不合格でした。
　次の試験に向けて気持ちを切り替えまし
た。しかし、夜は子どもを寝かしつけながら

一緒に寝てしまう事が多く、仕事と育児をし
ながらなかなか勉強ができませんでした。勉
強時間を確保するために毎朝 4 時に起きて勉
強を始めました。最初は毎日勉強を習慣付け
るのに苦労していましたが、習慣付いてくる
と勉強をしてないと不安になる程、勉強のこ
とばかり考えていました ( 笑 )。家事や、別
の用事をしながら勉強ができるように、まと
めた用紙を部屋中に貼り「～しながら勉強」
をしていました。極力子どもとの時間を大切
にしながら私なりに工夫していました。夫に
も協力してもらい、日曜日は子どもと公園な
どへ出かけてくれていました。（少しずつ夫の
ストレスも溜まり始めていたような…（汗））。
　そして今年 2 月に第 14 回血液浄化関連専
門臨床工学検定試験に挑み、結果合格しまし
た。今回の合格率は 15.7％でした。自分のし
たいことを我慢し、勉強が嫌いになるぐらい
頑張った甲斐があったなと、嬉し涙がでまし
た。
　武田副院長へ結果を報告すると、「え？ほ
んと？本当か問い合わせしたかね？」と笑い
ながらも、「すごいやん！おめでとう！」と
褒めていただきました。お祝いにご褒美をい
ただきました (^O^)
　私は血液透析療法に携わっておりますが、
アフェレシス療法や、急性血液浄化療法など
の携わってない治療を覚える事が難しく、と
ても苦労しました。無理だと思った試験でも
継続して続ける事で結果を出す事ができまし
た。資格を取得することで、自分に自信が付
きます。まだまだキャリアアップのために別
の試験にチャレン
ジしていきたいと
思っています。「継
続は力なり」だと
実感しました。
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グループホーム　やすらぎ

こどもの日
〜食事会と

ピンポンゲーム～

　今回の行事メニューは梅しそヒレカツ、ハンバーグのトマトきのこ煮込み、
プリンアラモード等と元気メニューでした。午前中から皆で仕込みをしておい
しいランチテーブルを囲みました。
　午後からはピンポンゲームを行い、卓上で転がるピンポン玉に苦戦しながら
狙いを定めておられました。歌のコーナーでは端午の節句にまつわる童謡や懐
かしの歌謡曲を演奏しました。歌える方が増えたのでマイクを持って盛り上が
り楽しい時間を過ごしました。

梅雨の
お楽しみ会

　行事メニューは「餃子が食べたい」リクエストにお応えして中華ランチにし、
冷麺、餃子、フルーツ杏仁等を作りました。手作り餃子は仕込みが大変でした
がホットプレートで焼き出すと香ばしい香りがフロアに立ち込めていました。
冷麺もさっぱりと好評で皆さん笑顔で召し上がれていました。
　お楽しみ会では歌の会で６月にちなんで雨やジューンブライド、時の日、旅
行の日にまつわる童謡や歌謡曲を演奏して歌っていただき盛り上がりました。
歌の興奮冷めやらぬまま、交代にペットボトルボーリングをしていただき点数
を競って楽しまれました。

七夕会

　7 月に入り七夕様の短冊に願いを書いて笹に飾りました。
食事会ではしらす丼や七夕そうめん等を作り「丼が美味しい、七夕そうめんの
彩がとっても良い」とあちこちから嬉しい声が聞こえてきました。
　午後からの七夕会では居室から横になって見物されたり、歌だけ等、おのお
の体調に合わせて参加されていました。紙芝居や季節の歌等、ひと時七夕の雰
囲気を楽しまれました。

4 5 

（第71号）



午前（9：00～12：00）

診 療 科 月 火 水 木 金 土

内 科 三宅
大﨑（多）

西村・大﨑（史）
大﨑（多）

三宅
大﨑（史）

西村
伊東

西村
大﨑（多） 大﨑（史）

消化器内科 内田
（高知大学）

【第1・第3・第5】
岩﨑　信二
吉岡（高知大学）

外 科 島津 酉家 武田 酉家
11：00まで

島津
花﨑（高知大学） 武田

整 形 外 科 島津（裕） 島津（裕） 兼松 兼松 兼松 兼松

皮 膚 科 永野 永野 永野

泌 尿 器 科
血 尿 外 来

安宅　
（高知大学）

井上
（高知大学）

循環器内科 古島
（高知大学）

午後（14：00～18：00）

診 療 科 月 火 水 木 金 土

内 科 三宅・伊東
岩﨑泰正17：00まで

大﨑（史）
伊東

三宅
大﨑（史）

西村
大﨑（史）

西村
17：00まで

外 科 藤澤
（高知大学）

酉家
16：00まで

北川
（高知大学） 武田 島津

整 形 外 科 島津（裕）
（島津） 兼松 兼松 兼松 兼松

皮 膚 科 永野
17：00まで

永野
17：00まで

永野
17：00まで

永野
17：00まで

泌 尿 器 科
血 尿 外 来

安宅（高知大学）
17：00まで

○三宅名誉院長（内科）は不在の場合がありますので、事前にお電話でご確認をお願いします。
○担当医が不在の場合がありますので、事前にお電話でご確認をお願いします。
○休診日は土曜の午後・日曜・祝祭日・年末年始です。

外 来 診 察 表 （令和4年 10月 3日現在）
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　「病む人への思いやりをもって、安全で安
心のできる高度な医療を提供します。」

一、心ある医療を、介護サービスと連携して
提供し、地域社会に貢献する。

一、生きることへの共感、病む人への思いや
りをもって医療に従事する。

一、当院の専門としている医療部門において
は、医療レベルの向上に努力し、先進的
医療を提供する。

一、個人として常にその人格を尊重される権利があり
ます。

二、安全で良質な医療を平等に受ける権利があります。
三、個人のプライバシーが守られる権利および私的な
ことに干渉されない権利があります。

四、自分が受ける治療や検査の効果や危険性、他の治
療法の有無などについて、わかりやすい説明を理
解できるまで受ける権利があります。

五、自分の治療計画を立てる過程に参加し、自分の意
思を表明し、自ら決定する権利があります。

六、自分が受けている医療について、知る権利があり
ます。

七、自らが選んだ医療機関で、セカンドオピニオンを
受けることができます。

八、患者様自らが、医療従事者と共に力をあわせて、
これらの権利を守り発展させる責任があります。

（院内規程の目的）
当院の全職員は、この「院内規程」及び「個人情
報の保護に関する法律」「同施行令」厚生労働省「医
療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱
いのためのガイドライン」（平成29年4月14日改定）
に基づき、患者様および職員などに関する個人情報
を適切に取り扱い、患者様および職員などから信頼
される医療機関であるよう、たゆまぬ努力を続けて
いくものとする。

（他の院内規程等との関係）
当院における個人情報の取り扱いに際しては、こ
の院内規定のほか、当院の「診療情報の提供に関す
る規定」も適用されるものとする。診療情報の提供
について疑義がある場合には、前段に拳げた規定の
ほか、日本医師会「診療情報の提供に関する指針」
ならびに厚生労働省「診療情報の提供等に関する指
針」も参照するものとする。

（守秘義務）
すべての職員は、その職種の如何を問わず、当院

の従業者として、職務上知り得た患者様および職員
などの個人情報を、正当な事由なく第三者に漏らし
てはならない。当院を退職した後においても同様と
する。すべての職員は、この義務を遵守することを
書面によって誓約しなくてはならない。

　セカンドオピニオンの前提は、患者様の権利（自己
決定と選択自由の権利）の尊重にあり、当院では以下
の通りセカンドオピニオンの指針を定めます。

１．当院にセカンドオピニオンを希望される場合
（1）担当医の紹介状、検査結果、レントゲン写真、病

理診断結果等、診断に必要な資料を持参していた
だきます。

（2）患者様ご本人が受診することが、原則となります。
（3）セカンドオピニオンの結果は、患者様ご本人に説

明するとともに、紹介状の返書として、担当医に
お知らせします。

（4）検査や治療を行わない、相談のみの場合は自費診
療として 30 分につき 11,000 円を申し受けます。

２．他の医療機関にセカンドオピニオンを希望される場合
（1）受診する医療機関名（できれば医師名）を特定し

て、紹介状を作成します。
（2）検査結果、レントゲン写真、病理組織材料など、

診察に必要な資料を提供します。
（3）個人情報保護を考慮し、紹介状と資料は、患者様

ご本人にお渡しします。
（4）紹介先が示したセカンドオピニオンは、当院から

の紹介状への返書として受け取り、以降の当院で
の治療方針や検査の選択については、患者様ご本
人の意思を尊重し行います。

病院理念

医療方針

患者様の権利

患者様および職員などの個人情報保護に関する規程
【基本理念】

セカンドオピニオンの指針
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診 療 時 間

月～金　9：00～ 12：00　　
 　　　14：00～ 18：00      　　
土　　　9：00～ 12：00　　　　
日・祝祭日　休診　

併 設 事 業

・通所リハビリテーション
・居宅介護支援

関 連 医 療 ・ 介 護 機 関

医療法人 仁栄会 島津クリニック 〒785-0013 高知県須崎市西古市町3番15号 TEL0889-43-0003

医療法人 島津会 幡多クリニック 〒787-0013 高知県四万十市右山天神町10番12号 TEL0880-34-6211

医療法人 成仁会 快聖クリニック 〒780-8050 高知市鴨部1085番地1 TEL088-850-0038

グループホーム つくしの里 〒780-8050 高知市鴨部1079番地1 TEL088-850-0087

グループホーム やすらぎ 〒780-0065 高知市塩田町19番26号 TEL088-875-3500

グループホーム かがやき 〒787-0014 高知県四万十市駅前町5番20号 TEL0880-31-0607

小規模多機能型居宅介護 ひじま 〒780-0066 高知市比島町2丁目10番31号 TEL088-826-6232

小規模多機能型居宅介護 しおた 〒780-0065 高知市塩田町19番26号 TEL088-875-3718

住宅型有料老人ホーム ひじま 〒780-0066 高知市比島町2丁目10番31号 TEL088-826-6233

特定施設 みやびの里 〒780-0066 高知市比島町4丁目6番9号 TEL088-822-8855

小規模多機能型居宅介護 おおがた 〒789-1931 高知県幡多郡黒潮町入野3017番地2号 TEL0880-43-1023

高齢者専用賃貸住宅 くろしお 〒789-1931 高知県幡多郡黒潮町入野3017番地2号 TEL0880-43-1023

診 療 科 目

・外科
・内科
・リウマチ科
・糖尿病内科
・消化器外科

・消化器内科
・泌尿器科

・人工透析内科
・人工透析外科
・腎臓内科
・肛門外科
・皮膚科

・整形外科
・循環器内科
・リハビリテーション科

至 高知インター入口

〇
サニーマート

ヤマダ電機
〇

〇
ハマート

〇
ファミリーマート

〇
プレイプラン

高知北環状線

久万川

産業道路

〇高知赤十字病院イオン高知〇

〇LGOSSO北欧館〇

土佐病院〇

ワーゲン〇

ガ
ス
ト
〇

レクサス〇

コスモ石油〇

〇
ライオンズヒルズ　

小規模多機能しおた
グループホームやすらぎ●
小規模多機能しおた
グループホームやすらぎ●

みやびの里●みやびの里●

至 一宮

至 大津

至 潮江至 はりまや橋

交通公園

駐車場

駐車場

島津病院

小規模多機能ひじま

高知駅

医療法人 仁栄会

島 津 病 院
院 長　 西　村　誠　明

〒 780-0066　高知市比島町 4 丁目 6 番 22 号

TEL 088-823-2285  　FAX 088-824-2363


