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　病院理念
１　患者中心の医療
２　専門性の推進
３　健全な運営

　基本方針
大腸肛門・消化器疾患専門病院として、患者とともにより高い診療
の質をめざします。
１　倫理規定を遵守し、患者の権利を尊重して信頼関係に基づいた医療を

行います。
２　常に新しい医療を安全に追及し、明るい病院づくりをめざします。
３　他医療機関や社会との連携を推進し、地域の健康と福祉の向上

に貢献します。
４　職員が働きがい・やりがいを持てる職場をめざします。
５　将来にわたり安定した医療サービスを提供するために、健全な

運営を行います。

　患者の権利と責任
１　患者さまには、人格を尊重した思いやりのある優しい医療を受

ける権利があります。
２　患者さまには、診断・治療・予後について十分な説明を受ける権

利があります。その上で治療方針を決める権利を持っています。
３　患者さまには、検査の結果や治療法の説明に対して、他の医師・

医療機関の意見を受ける権利（セカンドオピニオン）があります。
４　患者さまには、個人情報やプライバシーが保護される権利があ

ります。
５　患者さまには、最適な医療を受けるためにスタッフと協力して

診療に参加する責任があります。
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かわいいペット特集

家族の一員であるペット。
鮫島病院にもペットとともに日々過ごしているスタッフがいます。
親バカかもしれませんが（笑）、自慢のペットたちをご紹介いたします。

看護部　相澤美雪
　人の顔を見ると「わーん」と家の猫（ビビ）が鳴きます。お腹が空いたら「おかーん」、遊んで
ほしいときは「あおーん」
　そもそもなぜ猫は鳴くのか？
　以前「某番組　●コちゃんに叱られる」でもやっていた
みたいですが、「そこに人がいるから」猫は鳴くのだそうで
す。動物の中にはネオテニー（幼形成熟）という、幼いこ
ろの特徴を持ったまま大人になる動物の種があるそうで、
猫もこの一種だそうです。
　家のビビは保護猫で保健所から引き取る時、推定２歳。
それから10年経ち、人間の年齢で言うと今は60歳くらい。
　今日も仕事から帰ると、おかえりの代わりの「わーん」
でお出迎えしてくれます。
　ふわふわの柔らかい毛を撫でることで、人間の脳から幸
せホルモンの「オキシトシン」が分泌され、ひいては心臓
発作や脳梗塞、循環器系の疾患のリスクを減らすこともあ
るとか・・・。
　先日病院のアレルギー検査で犬猫に断トツのアレルゲンがあることを知った私ですが、これか
らもビビとつかず離れず、なかよく暮らしていきたいと思っています。

看護部　福倉優希
　福倉家には、2匹の愛犬がいます。スムースコートチワワ ( ブラック・タン＆ホワイト ) とロン
グコートチワワ (ホワイト )のコンビです。
　物心ついた時から犬を飼っており、現在いる2匹は5・6匹目の愛犬です。4匹目のチワワが事故
で亡くなった時、母がショックとさみしさのあまり体調を崩したため、父と一緒にペットショッ
プへ行き、飼うことになりました。親は違うものの2匹とも同じ年の7月に生まれ双子のように育っ
たようで、飼う前からとても仲良しでした。
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　4匹目のチワワの名前が「イチゴ」だったので、スムースコートチワワ（ブラック・タン＆ホワ
イト）には「チョコ」、ロングコートチワワ（ホワイト）には「ミルク」と名付けました。チョコ
は警戒心が強いタイプで、わが家へ来たばかりの時は懐くものの上手に甘えられない不器用な子
でした。しかし、母が毎日抱きしめたり話しかけたりと愛情込めて甘え方を教え、今では抱っこ
をすると体をピタッと私の胸へくっつけてすりすりするほど1番の甘えん坊になりました。ミルク
はとても人懐っこくて愛嬌の塊です。世渡り上手なタイプで、家族に怒られても反省しているよ
うな雰囲気だけ出し、すぐに甘えます。常にベロを出して「へっへっ」としている姿がかわいく
てたまりません。
　片方をお風呂に入れたり、小屋に入れたりすると、離れることによるさみしさが強くお互いを
探したり近くで出てくるのを待ったりします。2匹の間にある強い絆が愛くるしくて大好きです。
時には大けんかをしてお互い怪我をしたりもしますが、いつの間にか仲直りをして一緒に寝てい
ます。
　私は動物アレルギーがあり、実家で2匹と戯れると鼻水が止まりません。しかしそれもかわいさ
の前では小さな悩みです。これからも健康に気を付けて、できるだけ長くそばにいてほしいです。

看護部　宮里若那
ゴールデンハムスター
名前：おはぎ
カラー：セーブル
体長17ｃｍ　体重約100ｇ
好きな食べ物：なんでも大好き
これはジェンガを食べようとするおはぎです。
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ジャンガリアンハムスター
名前：ポム
カラー：ブルーサファイヤ
噛むので身長体重測れませんでした。
好きな食べ物：ひまわりの種

モルモット
名前：ピピ
種類：アビニシアン
体長：ココより大きい
好きな食べ物：乳酸菌のおやつ、緑黄色野菜
名前：ココ
種類：クレステッド
体長：ピピより小さい
好きな食べ物：緑黄色野菜
ピピとココは一緒に暮らしている。みんなメス。

看護部　宮下あゆみ
　宮下家では去年の夏頃からめだかを飼育しています。最初は1種類でしたが、めだかは種類が豊
富で「育てて売ろう！」という父の発言から、近隣の方からたくさんのめだかを貰って飼育をは
じめたのがきっかけでした。楊貴妃、スーパーヒカリ、パンダメダカ、織姫、雲海、おろち、そ
の他様々な種類を飼っています。気になる方は是非伊佐市の宮下家まで来てください。
　ついでに黒牛も10頭ほど飼育しています。新しい子牛も先月の頭に生まれました。家族全員で
仕事から帰って世話をします。私も実家に帰省したときは牛小屋に行きます。母牛が乳を出さな
いときはミルクを作って飲ませます。慣れてくると小屋に来ただけで寄ってきます。すごくかわ
いいです。近くによるとすりすりと甘えてきたりします。
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看護部　山下嘉恵
　我が家の犬はチワワで現在10歳です。
　昔あった「南国少年パプワ君」という漫画の犬から、
「チャッピー」と名付けました。
　口の形が悪いせいか、常にペコちゃんのように舌がペ
ロッと出ています。
　元来、私は子どもがあまり好きでなく、「犬の子どもを
産みたいくらいだ！」と本気で思っていた程で、何よりも
犬のチャッピーを大事に、海やお祭りなど色々行き一緒に
過ごしてきました。そんな中、私も親になり「何より子ど
もが可愛く一番だ！」と思えるようになりました。そして
チャッピーも高齢犬となり、体調を崩す事が多くなってき
ました。最近ふと、いつか教えてもらった「犬の十戒」を
思い出しました。作者不詳で犬と人間の望ましい関係につ
いて、犬が人間に語りかけるという形式で書かれています。
　犬は人間の3倍の速さで生きていると言われています。仕事と子育てに追われる中、なかなか関
わってあげられない現状ですが、これからも最後まで愛情と責任を持って過ごしていきたいです。

～犬の十戒～（作者不詳）
１　私と気長に付き合ってください
２　私を信じてください　それだけで私は幸せです
３　私にも心があることを忘れないでください
４　言うことを聞かない時は理由があります
５　私にたくさん話しかけて　人間の言葉は話せないけどわかっています
６　私をたたかないで　本気になったら私の方が強いことを忘れないで
７　私が年をとっても仲良くしてください
８　私は10年位しか生きられません　だからできるだけ私と一緒にいてください
９　あなたには学校もあるし友達もいます　でも私にはあなたしかいません
10 私が死ぬときお願いです　そばにいて下さい　どうか覚えていてください　私があなたを愛していたことを

看護部　吉岡絢子
至福のひととき
　実家で飼っている２匹の愛犬。１匹はミニチュアダックスフンド、リリー12歳。２匹目はチワ
ワとミニチュアダックスフンドの掛け合いのチワックス、ジーニー４歳。以前の四季報でも紹介
しましたが、２匹目のチワックスはリリーに万が一のことがあった時にペットロスになりそうで、
迎えることになりました。あれから４年経ち、３回程ジーニーに噛まれました。噛まれて落ちた
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自分の肉片をみて絶望し、その度に夜間急病センターに駆け込みました。それでも可愛いので飼
い続け、扱いに慣れた今は、ご機嫌斜めの時は近寄らないことを学習しました。わんぱくなジー
ニーは父に貰ったおもちゃを朝から晩まで飽きもせず「投げて」とトイレの入り口まで持ってく
るほど付いて回り、家族を疲れ果てさせています。一方、リリーはおばあちゃん。人間が年を重
ねていくように犬も老いていきます。行動はゆっくりとなり、１日の大半を寝て過ごす日々。そ
れでも私の言うことは聞いて、お風呂に入ろうと言うと自ら風呂場で待つ。一緒に寝ようと言う
と布団で待つ。ただ、食欲は旺盛で「ご飯だよ」と言うとそれだけはダッシュで来ます（笑）
　今は実家を離れたので毎日一緒ではありませんが、時々帰っては一緒に寝ています。毛だらけ
になるし、犬臭いし、夏は暑苦しいですが、“犬と寝る”これが私にとって一番の至福です。

イオン九州株式会社様よりいただいた感謝状

鮫島病院でも「ペットボトル
キャップで世界の子どもにワク
チンを届けようキャンペーン」
に協力させていただきました。
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　新型コロナウイルス感染症に係る情報が毎日のように飛びかう中、当院でも、現状を見極め、患
者さまが必要な診療を受けていただけるように、対策を取って通常診療を続けているところです。
　そのような中、来院せずにお薬を希望される方には、電話再診をお願いしております。安定した
状態にあり、毎月定期で処方しているお薬であれば調剤薬局から宅配にてお送りもできます。医師
が電話で診察を行う際にご確認ください。対面での診察や検査が必要と判断された場合は、来院
をお願いいたします。
　７月以降、終息が見えない状態で、まだまだ病院内では、ご不便をお掛けしております。ご不明
な点は、お気軽にお電話にてお問合せください。

相談窓口　木下正子
TEL番号　099-224-2277

医療相談室

患者さまとスタッフが、ともに安心して治療に専念できる医療環境を目指して

医 療 安 全 だ よ り
　医療安全対策室　相塲照美

　はじめまして、昨年半ばより医療安全対策室を担当しています。
　安全な医療の提供は、医療の基本となるものであり、医療の質にかかわる重要な課題であり
ます。当院の一人一人が医療安全の必要性・重要性を認識し、医療安全管理体制の確立を図り、
安全な医療の遂行を徹底することが重要であると思われます。
　当院には各部署から構成された医療安全委員会、医療安全対策室があり、それぞれ月に1度、
医療安全に関わる議題をもとに会議が行われています。
　仕事上、ヒヤリハットしたこと（インシデントレポート等）については、委員会や医療安全
対策室が中心となって問題点の抽出や分析、評価、そしてフィードバックすることで、医療事
故の発生を未然に防ぎ、再発防止に努めています。
年に2回の研修では、医療安全の基本的な考え方や事故防止の具体的な手法など病院全体の研修
を計画し、実施・評価を行い、その他各部署においても緊急時にあわてないようシミュレーショ
ンを取り入れた勉強会を行っています。
　また、病院間における医療安全相互チェックといって、他の病院の医療安全チームと連携し
てお互いの病院における医療安全の現状について意見交換及び評価を実施し、医療安全対策の
標準化を推進するとともに質の向上を図る取り組みを行っています。
　このような取り組みを続けることで、今後も患者さまが安心安全な医療を受けられるような
環境を整え、安全かつ質の高い医療サービスを提供できるように努めていきたいと思います。
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　現在、日本での新型コロナウイルス感染症の感染者はなかなか減らず、いまだに多くの人々を
不安にさせています。
　このようなコロナウイルス蔓延には食生活との大きな関わりがあると言われています。
　摂取量が少ない高齢者の食事や〝パンと飲み物だけ〟〝ご飯は抜く〟などといった偏った食事は、
免疫システムが機能しにくくなり、ウイルスに対する抵抗力が低下します。一方、肥満や糖尿病
などの過剰栄養も免疫力の低下を誘発します。
　すなわち栄養状態を良好に保つことは、新型コロナウイルス感染症から身を守る大きな一助と
なると考えられるのです。
　免疫力を高めウイルスに負けない体を作るために食事について考えてみませんか？

≪感染防御能を高める栄養素≫
エネルギー、たんぱく質

　ウイルスに感染すると、発熱などの炎症反応、呼吸困難などの臓器機能障害やそれに伴う生体
への侵害で、著しくエネルギーとたんぱく質が消費されます。本来必要と
されるエネルギー、たんぱく質が不足してしまうと、免疫システムが損な
われて重症化をきたすことが懸念されています。そのためエネルギーとた
んぱく質はしっかり摂らなければいけません。

ビタミンD 【きのこ類・しらす干し・鮭・さんま等】
　ヒトの細胞でウイルスを殺すたんぱく質の合成を促す作用があるこ
とが知られています。

ビタミンA 【レバー・緑黄色野菜（人参、トマト、ブロッコリー等）・うなぎ等】
　細胞分裂を促し、全ウイルスへの免疫力を高めます。

ビタミンC 【果物、野菜、芋類等】
　かぜ症候群の罹患期間を短縮し、重症度を有意に軽減するという報告があります。

DHA（ドコサヘキサエン酸）【青魚（イワシ、サバ等）】
　DHA から作られるものが炎症を鎮めることから、肺炎の治療にも有効と考えられています。

栄養科
　だより

毎日の健康は食事から

新型コロナウイルスに負けない！新型コロナウイルスに負けない！
食生活のポイント食生活のポイント

管理栄養士　東郷理沙
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これらのことを踏まえて大切なことは…

①主食　ごはん、パン、麺類など糖質が中心となる食品
★体を動かすエネルギーにならなければ、脂肪として体に蓄えられるので注意

は必要ですが、過度な減量と糖質制限は、感染蔓延期には勧められません。
→BMI20以下の高齢者、BMI18.5未満の若者は感染後に重症化するリスクが高いと言われています。
　該当する人は　男性：1日あたり350Kcal（ごはん大盛り1杯程度）
　　　　　　　　女性：1日あたり200Kcal（ごはん小盛り1杯程度）　増やす必要があります。
　※肥満がある方は増やす必要はありません。
また同時に運動量も増やして筋肉量をアップすることも大切です。

②主菜　肉、魚、大豆製品、卵などたんぱく質が中心となる食品
→チーズ、ヨーグルト、納豆等の摂取を増やすことが
　オススメ！
　（特に体内での蛋白質の利用が低い高齢者など）

③副菜　野菜、きのこ、海藻などを使った小皿、小鉢などの料理
→目標は1日350g ！そのうち1/3以上（120g）は緑黄色野菜から摂りましょう。
　（1日あたりの目安は、生野菜なら両手3杯、温野菜なら片手3杯）

★特に今は新型コロナウイルス感染症に負けないために、
　毎食必ずたんぱく質を摂り、上記に示した食品類を積極的に活用し、
　ビタミン・ミネラルが不足しないようにしましょう。
→食品からの摂取がどうしても難しいときは適量のサプリメントで補いましょう！
　（※摂りすぎ注意！）

主食・主菜・副菜が揃った栄養バランスの良い食事をしましょう！

BMI とは？
　肥満ややせの指標になるもの
● BMI ＝
体重 (Kg) ÷身長 (m) ÷身長 (m)

18.5未満　やせ
18.5～25.0　標準体重
25.0以上　肥満

牛乳や乳製品、
果物の摂取も
忘れずに！

バランスの良い食事を毎食摂るのは難しい！という方に…
ちょっとプラス♪
◆パンとコーヒーだけという食事には、ゆで卵や野菜、果物をプラス！
◆麺類だけという食事には、お肉や卵、シーフード類と野菜たっぷりの炒め物などをプラス！
◆普段の食事にヨーグルト、チーズ、果物をプラス！
などできることから始めましょう！

　インターネットやテレビ、雑誌など、特定の食品や栄養が新型コロナウイルス感染症に対して
効果があるように謳ったものがありますが、現時点でそのような報告はされていません。毎日の
食事の積み重ねが健康な体を作り、健康な体はウイルスから守る土台になります。今だからこそ
栄養バランスのとれた食事を…
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スタッフからのエッセイ・お知らせ
など自由投稿のコーナー

看護部　前田香織

　最近、新型コロナの影響で、マスク生活、
外出自粛、ソーシャルディスタンス、などなど
生活様式を変えていかなくてはならない事態
になりました。職種によっては、会社に出社
せず、在宅勤務、リモート会議など、もっと
先の話と思っていたことが現実に目の前で繰
り広げられ、いよいよそういう時代になったん
だなぁ、と思います。しかし、人とのふれあ
いが少なくなり、会いたい人に会えない、ど
うしているかな？と思ってもメールや電話でし
か話ができず、なんだか気持ちが満たされな
い、そんな気がします。子どもたちの学校も
休校期間が長くなると、勉強の遅れが気になっ
たり、友達と会えない寂しさやクラス替えの心
配、楽しみにしていた行事が中止になるなど、

「仕方がない」「今は我慢の時」と思っていても、
可哀想だなぁと思うことが度々ありました。患
者さま方も、長い入院生活の中で、面会制限
の時期は家族に会えない、外出も出来ない、
などご不便を感じていらっしゃたことと思いま
す。
　そんなコロナ渦の中で、私が見つけたホッ
と心が休まる時間は・・・空を眺めることで
す。空を眺めていると、一瞬も同じ空はないこ
とに気が付きます。雲は形を変え、流れていっ
たり、そのスピードも、上空の風の強さや流れ
に影響され、眺める時々で違います。雲の形
も様々です。今にも雨が降り出しそうな暗い空
の時もあれば、雲の向こうに少しだけ青空が
見える空、雲の後ろに太陽が隠れていて、強
い日差しが少しずつ差し込んでいる空。綿あ
めのようなフワフワした優しい雲もあれば、入
道雲のような力強い雲も。空を眺めていると、
あっという間に時間が過ぎていきます。夕暮
れのオレンジがかった空は抜群に綺麗！水色
の空にオレンジが混ざり、いつしか日が暮れ

ていく、何とも不思議で神秘的、そして絶妙
な色彩に毎回感動します。ちょっと時間が経
つと、さっきとは全く違う色に変わっているの
で、本当に一瞬だなぁ、と思います。梅雨の
晴れ間の空も、虹がかかったり、彩雲が見れ
たり、梅雨の鬱陶しさを吹き飛ばすような綺麗
な空が見れますよ！私の空コレクションをいく
つか紹介します。皆さんも時々空を眺めてみ
てください。

空を眺めて
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月 火 水 木 金 土

一
般
外
来

内
科
胃
腸
科

午前
鮫島（由）
今村
西俣

鮫島（由）

西俣
＊平川

鮫島（由）
今村
西俣

鮫島（由）

西俣

鮫島（由）
今村
西俣
＊平川

不定

午後
鮫島（由）

西俣

鮫島（由）

西俣
＊平川

鮫島（由）
今村
西俣

鮫島（由）

西俣

鮫島（由）
今村
西俣
＊平川

肛
門
科
・
外
科

午前

鮫島（隆） 鮫島（隆）
＊鮫島（加）
＊山元

＊鮫島（加）
鮫島（隆）
＊鮫島（加） ＊鮫島（加） 肛門科

＊山元
丹羽
江藤
緒方

丹羽
江藤
緒方

丹羽
江藤

外科
不定

午後

鮫島（隆）
＊鮫島（加）

鮫島（隆）

＊山元

鮫島（隆） 鮫島（隆）
＊鮫島（加）

丹羽

緒方

丹羽
江藤
緒方

月 火 水 木 金 土

専
門
外
来

禁煙
午前 ＊鮫島（加） ＊鮫島（加）
午後 ＊鮫島（加） ＊鮫島（加）

便秘
午前 今村

鮫島（由）
＊鮫島（加）

鮫島（由）
今村

鮫島（由）
＊鮫島（加）

鮫島（由）
＊鮫島（加）

午後 鮫島（由） 鮫島（由） 鮫島（由）
今村

鮫島（由） 鮫島（由）
＊鮫島（加）

肝臓 午前 第３、濵之上
ストーマ 午後 第2、第4

●緊急手術、学会出張等により、休診になることがあります。必ずご確認の上、ご来院ください。
●＊印　は女性医師による外来で予約制です。　●肝臓・ストーマ外来は予約制です。

午前の部（月～土） 午後の部（月～金）
受付時間 8:30～11:30 14:00～17:30
診療時間 8:30～12:30 14:00～18:00
休診 　日曜、祝日

携帯からは
コチラ

　みなさんはコロナ自粛期間、何をして過ごされま
したか？私は「何かを作りたい！」という創作意欲
が沸々と湧いてきました。といっても料理ではなく、
難しいものや、芸術的なものではなく、折り紙の万
華鏡やマスク、幼児雑誌の付録（公衆電話はとて
もリアル！）など。最近では、百均に売っている3D
パズルにはまっています。色んなシリーズがあり、
月の探査機やクレーン車などの働く車、祭りの夜店
など。意外にパーツが細かく、時には老眼鏡をかけ
ながらの作業に、時間を忘れてしまいます。出来上
がった作品を並べては、眺めながら自己満足に浸っ
ているのでした。次は何を作ろうか、と SNS など
で検索中です。今度は「生活に役立つような何か」
に挑戦したいと思ってます。

看護部　永手ちとせ

編集後記

甲東中学校前

Ｊ　Ｒ…鹿児島中央駅より徒歩15分､ タクシー５分
市　電…甲東中学校前､ 加治屋町電停より徒歩５分
　バス…甲東中学校前､ 加治屋町､ 高麗橋より徒歩５分､ 共研公園前より徒歩７分､

中央高校前より徒歩２分

鹿児島

Facebook を開設しております。
『潤愛会鮫島病院』で検索できます。
病院からのお知らせやイベントなど
をお伝えしていきたいと思います。

●編集委員
鮫島由規則　大澤宏美　鶴崎博代
比良瑞帆　前田香織

●発　行／広報委員会
〒892-0846 鹿児島市加治屋町9-8
TEL 099-224-2277　FAX 099-222-0130
E-mail jim@sameshima.jp　http://www.sameshima.jp

医療法人潤愛会　鮫島病院　診療案内 令和２年８月現在


