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虫さされ等は夏だけだと思っていませんか？ 昼間は意外と暖かいこの時期は油断大敵。やぶ蚊などの虫がまだ
まだ健在で、スポーツやアウトドアで露出した肌を狙っていますよ～。今回は当院皮膚科の川島先生からの、こ
の時期ならではの皮膚疾患とその注意点のお話です。お読み頂き、楽しい秋をご堪能下さい！

虫さされ、水虫など・・・皮膚のトラブルは早めの受診を

肌を露出することも少なくなりま
したが、逆に厚着で汗をかく季節
です。また、スポーツやアウトド
ア等での肌の露出により、この時
期比較的多いのが、虫刺され、水
虫、あせもや湿疹、アトピー性皮
膚炎の悪化でしょう。

虫刺されでは、蚊、ダニ、毒蛾
(毛虫)、蜂、ムカデ等があります。
蚊に刺されたあとを掻きすぎて湿
疹化することもあります。
ダニは、吸血するとスイカの種ぐ
らいの大きさになります。
無理にひっぱってとろうとすると、
ダニの頭部が皮膚に残ることもあ
りますので、無理に引っ張らず、
ダニをつけたまま受診して頂くこ
とをおすすめします。
毒蛾は5月頃から秋頃まで繁殖し
ます。
毒蛾(チャドクガ等)の幼虫や成虫
の毒針毛(0.1-0.2mm)が皮膚に接
触すると皮膚に炎症をおこし、痒
みの強い丘疹が集簇するように多
発します。庭仕事をした日の夜や
翌朝に気付くことが多いです。
蜂は、刺された部位に疼痛、腫脹、
発赤が現れます。

局所の反応にとどまらず、全身に
蕁麻疹が出たり、血圧低下、意識
障害などアナフィラキシー症状が
出ることもあるので、注意が必要
です。以前蜂に刺されたことがあ
る方は、刺されてから30分間はア
ナフィラキシー症状の出現に注意
してください。
虫がいそうなところへ行くときは、
虫よけスプレー、長袖長ズボンの
着用をおすすめします。

水虫は、白癬菌という真菌（カビ
の一種）が原因でおこります。
暖かく、湿ったところで繁殖しや
すい菌です。足の裏や足の指の間
に皮むけができ、赤くなったり、

じくじくしたりすることも
あります。爪に白癬菌が入
り込み、爪が肥厚したり、
白くなったりします。
水虫は命に関わる様な病気
ではありませんが、放置し
ていると、水虫によってで

きた皮膚の微小な傷から細菌感染
が起こりひどくなると蜂窩織炎に
なる場合もあります。

これまで落ち着いていたアトピー
性皮膚炎がこの時期悪化すること
もあります。かゆみが出ると、が
まんできずに掻いてしまい、掻く
ことがさらに皮膚の炎症を引き起
こし、もっとかゆくなるという悪
循環に陥ります。

こういった悪循環を断ち切るため
にも、皮膚の炎症、トラブルのあ
る方は、早めに受診して頂き、適
切な治療を受けて頂くことをお勧
めします。いつでもお気軽にご相
談下さい。 (皮膚科 川島)
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皮膚科外来は、常勤医師1名（川
島英恵医師）、非常勤医師4名
（石川承子医師、川内康弘医師、
齊藤明允医師、小林祐子医師）、
看護師1名で診療を行っています。

外来は、月曜日は午前のみ、火曜
から金曜日は午前と午後に診察を
行っています。予約の患者さんが
優先されるため、予約外でいらし
た患者さんは待ち時間が長くなり
ご迷惑をおかけしております。
小さいお子さんからご年配の方ま
で幅広い年齢層の患者さんを診さ
せて頂いており、皮膚科一般疾患
に対応して行っています。
湿疹、痒疹、脂漏性皮膚炎、接触
皮膚炎、アトピー性皮膚炎、尋常
性乾癬、蕁麻疹、薬疹、白癬・カ
ンジダ等の皮膚真菌症、蜂窩織炎、
膿痂疹、ウイルス性疣贅、水いぼ、
ニキビ、帯状疱疹などの皮膚感染
症、鶏眼、胼胝、褥瘡、熱傷等で
す。
難治性疾患や、悪性腫瘍が疑われ
る場合、より高度な専門的治療が
必要な場合には、筑波大学附属病
院皮膚科にご紹介させて頂いてお
ります。

皮膚のトラブルをはじめ、最近で
きたほくろで悪性かどうか心配な
どといったことでも構いません。
お気軽にご相談下さい。

●診療科

皮膚科

●患者さんへの一言
一般的な皮膚疾患、皮膚のトラブルに関
して、小さいお子さんからご高齢の方ま
で、一人ひとりのニーズに合わせた診療
ができるよう心掛けています。皮膚のこ
とに関してお気軽にご相談下さい。

川島皮膚科医師プロフィール

その10～皮膚科筑波学園病院診療部紹介

筑波学園病院診療部に4名の常勤医師が10月から新たに加わりました。診療科はそれぞれ違いますが、皆、患者
さんの声に耳を傾けて、精一杯努力していく所存です。

10月からの勤務医紹介

腎臓内科 石井龍太

●名前 川島 英恵(カワシマ ハナエ)

呼吸器内科 大澤翔 消化器内科 丹下善隆 泌尿器科 千原尉智蕗



一般財団法人筑波麓仁会

財団ニュース～ 谷田部海軍航空隊パネル展

戦争の記憶を風化させないために今年は戦後70年という節目の年です。

当財団は、戦争の真実の姿を学び広
く皆様に知ってもらおうと「戦後70
年 谷田部海軍航空隊パネル展」を7
月末から約1ヶ月間開催致しました。

一人ひとりが力を合わせ、思いをつ
なぐことが、平和な世界を築く足が
かりになると考えてのささやかな取
り組みでしたが、マスコミ各紙に大
きく取り上げられ、東北や関西の
方々も見に来られる等、非常に大き
な反響を呼びました。
御記帳、ご来場頂いた方々にはこの
場を借りて改めて御礼申し上げます。

当財団と谷田部海軍航空隊の関わり
は、筑波学園病院が戦前の日本海軍
谷田部飛行場跡地に建立されたこと
にあります。
谷田部飛行場は昭和７年に阿見の予
科練の補助飛行場として設置され、
10代の若い飛行士を数多く養成した
ほか、本土決戦に備え首都圏の防衛
部隊になる等数々の変遷を繰り返し、
重要な飛行場としての役割を果たし
終戦を迎えました。
この飛行場で訓練を受けた10代の若
い飛行士達は日本の発展と繁栄を念
じながら戦地に赴き、または神風特
攻隊として祖国日本のために尊い命
を捧げられました。
当病院はその時の兵舎を利用して作
られ、平成10年頃までは病棟として
利用されておりました。

こうした経緯から、当財団は、二度
と悲惨な戦争を行ってはならないこ
とを後世に伝えていく必要があると
思い、戦争の歴史を教訓としながら、
平和な世界を築いていくことが大切
な使命であると考え、平成25年5月に
当院敷地内に谷田部海軍航空隊記念
碑を建立致しました。

今回のパネル展を機に、戦争と平和
の問題に関心を持つ人が増え、戦争
の記憶を後世に伝えていければ、
嬉しいことです。
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財団からのお知らせ

9月に発生した台風18号に伴う関
東・東北豪雨は、茨城県でも常総
地域を中心に過去に例を見ない甚
大な被害をもたらしました。

改めて、罹災地域の一日も早い復
興を祈念致します。

関東・東北豪雨水害について

患者サポート相談窓口設置
当院では、患者さんとそのご家
族からの疾病に関連する生活上
の様々なご相談や、生活上・入
院上の不安など、様々なご相談
に対応するため、患者サポート
窓口を設置しております。
社会福祉士をはじめとする専門
の相談員が、他職種と連携をと
りながら対応させて頂いており
ますので、お気軽にご相談下さ
い。

●相談窓口
地域連携相談室
(1階総合受付近く)

●相談日・時間
平日：8：30～16：30
土曜：8：30～12：00
※年末年始・祝日等除く

幸い被害を免れた当院は、他の医
療機関や首都圏からのD-MATと連
携し、罹災地域からの救急患者さ
んや避難してきた患者さんに対応
しました。
特に腎センターは、透析施設が使
えなくなった罹災地域の医療機関

の患者さんを積極的に受け入れ、
ピーク時には約80名/日の対応を行
いました。

微力ではありますが、当財団では、
今後も医療を通じて罹災地域のサ
ポートを行っていきたいと思います。
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財団からのお知らせ

筑波学園病院では、医師ならびに看護職員
の短時間正職員制度を導入しております。

当院が推進している「職員が仕事と生活の
両立ができる環境の構築」を推し進め、
ワーク・ライフ・バランスの考え方の元に
医師・看護職の福利厚生をより充実させ、
ES(従業員満足度)を向上させようという施
策の一環でございます。
応募・内容等の質問につきましては、下記
を参照の上、経営企画室までご連絡下さい。

筑波学園病院 経営企画室
TEL 029－836－1286（直通）
メール kei-kikaku@gakuen-hospital.or.jp

身分 常勤職員

適用事由 子供の養育のため

適用期間

ご子息が0歳～3歳になる前日まで
※適用期間終了後は原則フルタイム常勤とし、
勤務不可の場合は非常勤として雇用（非常勤の
場合には週27時間未満は社会保険脱退）

実労時間／週
週30時間以上35時間以内 1時間単位（常勤は
週39.5時間）

勤務日数／週 4日以上（1日の実労働時間は最長7.5時間）

休日 週1日以上

担当業務
外来、病棟、手術室の日勤業務及び夜勤業務
（月2回以上）
※勤務時間により配置転換あり

基本給

フルタイム常勤の基本給に対し労働時間に比例
し減額
（基本給A＝職責給＋職能給＋職務手当＋役職
手当）
【算出式】 基本給A×週勤務時間／39.5時間

諸手当
①通勤手当（労働日数を基準に支給）
②住宅手当（規則による）
③扶養手当（規則による）

賞与
フルタイム常勤の支給額に対して労働時間に比
例し減額

昇給・昇格 フルタイム常勤と同じ

退職金

掛率を調整する
短時間正社員として働いた期間は、その勤務時
間数に応じて減じた勤続年数を掛け率とし、フ
ルタイム常勤としての基本給（退職直前の算定
基礎給与）を乗じる

出張旅費 フルタイム常勤と同じ

身分 常勤職員

適用事由 子供の養育のため

適用期間

ご子息が0歳～小学校3年修了まで
※適用期間終了後は原則フルタイム常勤とし、
勤務不可の場合は非常勤として雇用（非常勤の
場合には週25.5時間未満は社会保険脱退）

実労時間／週
週20時間以上30時間以内 1時間単位（常勤は
週34時間）

勤務日数／週 3日以上（1日は最長7.5時間）

休日 週1日以上

担当業務
外来診療、病棟診療、手術
※日当直、オンコールは協議する

基本給

フルタイム常勤の基本給に対し労働時間に比例
し減額
（基本給A＝職責給＋職能給＋職務手当＋役職
手当＋研究手当）
【算出式】 基本給A×週勤務時間／34時間

諸手当
①通勤手当（労働日数を基準に支給）
②住宅手当（規則による）
③扶養手当（規則による）

賞与
フルタイム常勤の支給額に対して労働時間に比
例し減額

昇給・昇格 フルタイム常勤と同じ

退職金

掛率を調整する
短時間正社員として働いた期間は、その勤務時
間数に応じて減じた勤続年数を掛け率とし、フ
ルタイム常勤としての基本給（退職直前の算定
基礎給与）を乗じる

出張旅費 フルタイム常勤と同じ

医師・看護職短時間正職員制度が始まりました

医師 看護職
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筑波学園病院
〒305-0854 茨城県つくば市上横場2573-1
TEL. 029-836-1355（代表）
FAX. 029-836-1918
http://www.gakuen-hospital.or.jp/

関連施設
筑波学園病院並木診療所
介護老人保健施設そよかぜ
つくば市在宅介護支援センターそよかぜ
指定居宅介護支援事業所そよかぜ
訪問看護ステーションそよかぜ
筑波学園病院訪問リハビリテーション
筑波学園看護専門学校

～外来診療について～

029-836-6688

(当院は完全予約制です。
診察当日の予約も可能です。)

今月の星座

一般財団法人筑波麓仁会

平日 9：00～16：00
土曜 9：00～12：00

平日 8：00～11：00 12：00～15：00
土曜 8：00～11：00
※日祝日・年末年始(12/29～1/3)は休診

♪編集後記♪ 文責・広報 岩崎

さそり座～Scorpio
10/24～11/21生まれの人の星座。アンタレス

をはじめ明るい星が多く見やすいため、天体
観測の入門星座として非常に人気があります。
一途な愛、不撓不屈など、熱い意味を持つこ
の星座は要チェックです！

関東・東北豪雨水害という痛ましいニュースから始まった今
秋。TVの映像であの東日本大震災での津波がフラッシュ
バックした方も多いのではないでしょうか。
私も津波で亡くした実家宮城県の友人達を思い出しました。

自然に対する無力さを痛感し、できることが本当に限られて
いるのは当時と同じですが、支えの気持ちだけは風化させ
ずに持ち続けようと思います。

10月1日付にて事務部副部長を拝命しました。
所管は医事外来課・医事入院課・地域連携相談室・
栄養科・メディカルクラークの5部署となります。
今回は私個人の趣味を書かせて頂くことで自己紹介
とさせて頂きます。

今は故あってやっていないものを含めると、運動系
ではゴルフ・テニス、ギャンブル系ではパチンコ・
麻雀・競馬、その他では読書・山野草の収集が挙げ
られます。
今現在も続けているのは読書と山野草の収集ぐらい
のもので、特に山野草に関しては主に和ランになり
ます。
和ランと言ってもその種類は多岐に渡り、春ラン・
エビネ・クマガイ草・アツモリ草・ウチョウらん・
小町らん・セッコク・寒ラン等と主な品種だけでも
これだけあり、その中で希少種と言われる種類のも
のが高い値段で取引されています。

「和ラン収集の醍醐味」
財団つれづれコラム～その11

事務部副部長 入江嘉幸

草花や樹木に咲く花は年に1回しか開花せず(中にはバ
ラのように2回咲く花もあります)、年に1回というこ
とは人生の中でたった何十回しか鑑賞できないという
ことで、千利休の一期一会に近しいものを感じ、主に
和ランに絞って収集を始めましたが、開花の季節には
1年を通しての手間暇が報われる喜びに一人浸ってい
ます。
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