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恒生病院の東側に患者さま専用駐車場がご
ざいます。駐車可能台数は 60 台（障害者ス
ペース4台含む）です。
料金は外来患者様は３時間まで100円の割
引サービス処理をさせて頂きますので、会
計時に駐車券を受付へお出し下さい。外来
患者様以外は1時間毎に200円を頂戴して
おります。お見舞いの方には割引サービス
はございません。ご理解ご協力の程どうぞ
よろしくお願い致します。
病院周辺での路上駐車はご遠慮ください。

※ 初診の方の予約は受付けておりませんので、予約なしでご来院ください。　
※ 救急患者や緊急手術などにより、急な変更がある場合がありますのでご了承下さい。日曜・祝日は休診です。 ＜急患は臨時対応可＞　

平成30年4月現在【受付時間】（月～土）午前診 8:45 ～ 11:30（初診の方は～ 11:15）／午後診 15:00 ～ 17:00
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　認知症ケア専門士の資格は認知症ケア学会が主催する一次・二次試
験に合格し、その後も 5 年ごとに定められた単位を取得しなければ更
新が出来ません。認知症は進行性の脳疾患であり、根本的な治療法は
確立されていないため、いかに認知症の方と向き合っていくかがひと
つの課題です。看護・介護する側が認知症という病気を理解すること
は基本ですが、出来る限りその方の意思を尊重し、生きてきた時代や
環境・価値観などの理解に努めることが重要であり、周囲のあたたか
い対応が大切だと思われます。
私は今後も看護実践の為にも生涯学習をしていきたいと考えています。

　日本は超高齢社会となり、認知症高齢者が増え
続けています。65 歳以上の高齢者の認知症患者数
と有病率の将来推計についてみると、平成 24
（2012）年は認知症患者数が 462 万人となり 65
歳以上の高齢者の 7 人に 1 人（有病率 15.0％）で
したが、平成 37（2025）年には約 700 万人、
5 人に 1 人になると見込まれています。最近では
健常者と認知症の中間の軽度認知障害という MCI
（Mild Cognitive Impairment）があり、認知症に
症状が進展する人の割合は年平均で 10% と予測されています。早期に MCI に気づき、
対策を行う事で症状の進行を阻止することが大切だと言われています。

認知症について認知症について認知症について
認知症高齢者の割合
厚生労働省研究班推計（2013）

全国
462万人

認知症ケア専門士とは認知症ケア専門士とは認知症ケア専門士とは

回復期リハビリテーション病棟師長
認知症ケア専門士

北島　恵子



「青春とは、心の若さである。」　角川文庫　サミエル・ウェルマン著　作山宗久訳

今回、本の森リニューアルの第 1回目として私、恒生病院理学療法士 内山和也が
紹介させていただきます。
　年齢が若い為、流行の本を読む機会が多いので、「病院の広報誌で紹介する本は何
がいいかな。」と思い、考えていると学校を卒業した時に母から勧められた本を思い
出しました。
　今回は「青春とは、心の若さである」の中に掲載されている、サミエル・ウェルマ
ンの「青春の詩」について紹介したいと思います。
　サミエル・ウェルマンは第二次世界大戦後の１９４５年に、昭和天皇がマッカー
サー元帥を訪問し、初めて民間人と天皇が並んで撮られた写真の、部屋の壁に掛け
られていた詩を書いた作詩者です。その頃は無名でしたが、松下電器の創始者である、松下幸之助の目に
止まり、雑誌に掲載されたことで、日本でも周知されたそうです。
　「青春」の意味について、広辞苑では「年の若い時代。人生の春に例えられる時期」と掲載されて
いますが、サミエル・ウェルマンの「青春」は少し違います。

印象に残った、詩の冒頭を紹介します。

「青春とは人生のある期間を言うのではなく心の様相を言うのだ。
優れた創造力、逞しき意志、炎ゆる情熱、怯懦を却ける勇猛心、安易
を振り捨てる冒険心、こう言う様相を青春と言うのだ。年を重ねた
だけで、人は老いない。理想を失うときに初めて老いがくる。歳月
は皮膚のしわを増すが、情熱を失うときに精神は萎む。」

　学生生活を終え、社会へ出る僕へ母は、「年を重ねても、夢や目
標を忘れなければ、青春は続く。」と本を通じて教えてくれたと思
っています。

皆さんの青春は今も続いていますか？

恒生病院理学療法士のお勧めの一冊紹介

皆さんの青春は今も

（三田市Ｈ・Ｍ様）
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理学療法士  内山  和也

クリスマスコンサートを終えてクリスマスコンサートを終えてクリスマスコンサートを終えて
　平成２９年１２月９日 ( 土 ) に、恒例の院内音楽会「クリ
スマスコンサート」を開催しました。会場となったリハビリ
テーション室には８０名を超える方が集まりました。
　まず職員扮するサンタとトナカイによる挨拶と出演者の紹
介から始まり、フルートとオーボエの二重奏を Duo　Affetto
（デュオ　アフェット）のお二人に演奏していただきました。
　皆様からは、「オーボエを初めて聴けた。美しい音色にうっ
とりしました。家族が入院しているが、悪く考えずに良いよ
うに考える元気がでてきました」、また院内コンサート恒例の
リハビリ体操にも「楽しく体がほぐれました」などの感想を
いただきました。
　次回は、６月９日 ( 土 ) にあじさいコンサートの開催を予
定しています。皆様のご来場お待ちしております。

恒生病院スタッフによるお勧めの一冊紹介にリニューアルします臨床工学室のご紹介臨床工学室のご紹介臨床工学室のご紹介
当院では平成当院では平成２７年９月から臨床工学技士が勤務しています。７年９月から臨床工学技士が勤務しています。当院では平成２７年９月から臨床工学技士が勤務しています。

臨床工学技士とは

主な業務内容 医療機器管理業務
ペースメーカー業務
高気圧酸素業務
心・脳血管カテーテル業務
集中治療業務
手術室業務
血液浄化業務
人工心肺業務
呼吸療法業務

●
●
●
●
●
●
●
●
●

臨床工学技士は昭和６３年４月に施行された国家資格です。

医師の指示の下に、生命維持管理装置の操作及び保守点検を

行うことを業とする者をいう。

※下線がある業務を当院では行っています。

　心臓・脳は血管が詰まってしまうと不可逆的変化を起こしてしまうため、詰まっ

てから開通させるまでの時間が大切となってきます。そのため２４時間呼び出し体

制をとり当直看護師と連携し救急受け入れからカテーテルの準備、治療介助を行っ

ています。急変時に対応できるよう大動脈内バルーンパンピングや持続

的腎代替療法、体外ペースメーカーも実施しています。

　医療資格としては３０年と浅く認知度

はまだまだですが、医療機器の進歩は早

くそれらに精通した臨床工学技士は病院

では必要不可欠になっています。

　臨床工学技士は集中治療領域で活動す

ることが多く、なかなか目に付かないこ

とが多い仕事です。今回、読んでいただ

きご興味を持っていただけると幸いです。

今回は心・脳血管カテーテル業務について

リハビリで
　　　付き添う夫の
　　　　　　　汗を見て
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