
『JINｰ仁ｰ』とペニシリン 

並木病院は地域の発展を応援しています。 

医療法人 並木会ニュース 2011.7 Vol.6

  『JINｰ仁ｰ』というドラマが高い視聴率を得ています。「現代の医師が、もし

幕末にタイムスリップしたらどうなるか？」を描いたSF要素の強い医療漫画を、

テレビ化したものです。西暦2000年の現代から幕末（西暦1862年）の江戸

にタイムスリップした脳外科医 南方仁先生が、過去の人間の運命や歴史に影

響を与えていることを自覚しつつも、人々を救う為、現代から持ち込んだ知識

と幕末の人々の協力により、近代医療を実現していく。というストーリーです。

ペニシリンの抽出・精製を行い、梅毒の治療をし、その後、多くの幕末の人々

を感染症から救ってゆくという話もありました。 

  現実にペニシリンが発見されたのは、1929年、フレミングによるものでした。その後、1942年に

やっと世界初の抗生物質ベンジルペニシリン（ペニシリンＧ）が単離されて実用化されました。第二次

大戦中、風邪から肺炎を起こした英国の首相チャーチルもペニシリンで命を救われ、そのことが大戦の

結果をも左右したと言われていました。 

  薬剤師である私としては、江戸時代、日本にペニシリンが存在し、後世に残されるとなると、あまり

にも歴史を変えすぎではないか？チャーチルのペニシリンはどうしてくれるのか？などと、ある意味、

はらはらしながら毎週の『JINｰ仁ｰ』の放送を見ています。 

  世界初の抗生物質ペニシリンＧも、しばらくで耐性菌（抗生物

質が効かない菌）が出来てしまいました。細菌も生き物ですから、

自らを抗生物質から守るために進化し、その結果、耐性菌となる

わけです。そこから、人類が開発する抗生物質と細菌のおっかけ

っこが始まり、現在に至っています。最近のニュースで時々、MRSA、

多剤耐性緑膿菌、アシネトバクター、PRSPなどという言葉が出

てきますが、これらはすべて耐性菌です。私どもの並木病院に於

いても、お預かりしている入院患者さんをこれらの耐性菌から守

るよう努力しています。 

  実は、第二次大戦中、チャーチルが肺炎にかった時に投与されたのはペニシリンではなくサルファ剤

だったそうです。知りませんでした。私にとっては、歴史が変わる衝撃事実です。また、日本では大戦

中にペニシリンは『碧素』という名前で製造され、昭和19年5月には実際の臨床の場で多くの兵士や

要人に使われたとのことです。実用化のスピードは、欧米よりも早かったようです。もしかすると、南

方仁先生の残した江戸時代の古文書を誰かが見つけて参考にしたのかもしれません･････（妄想）。 

  『仁』は故・前理事長が『愛・誠』に続き、我々職員に説いていた理念です。 

 

並木病院  医療技術部　山本　有司 

ペニシリンGの構造 

理念

愛をもって誠を尽くす
1.相手の立場・心情を尊重し、最善の方法 
　を継続して提供する。 
2.自らの行動に責任を持ち、職務心得に則 
　り絶えず評価・反省を怠らない。 

（シンボルマーク） 
2010.7.25更新認定されました 
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並木グループ創立記念式典・研究発表会 
　平成23年4月9日に第26回創立記念式典・第15回研究発表会が「ウ

インクあいち」で開催されました。会場が例年の「名古屋国際会議場」

と異なり、今までとは違った雰囲気で開催されました。 

　どの発表も日々の業務の中での創意工夫、独創的発想に溢れており、

「これまでの各施設・各部署の研

究の糸が織りなされ、将来、す

ばらしい布地が織りあがる。」そ

んな気持ちを一同が抱いた事でしょう。 

　記念講演では、病院長の山本　子先生の「心と身体の健

康を考える」をテーマに、講演をしていただきました。一

人一人が自分の心と身体の健康について見直す、良い機会

となりました。 

大規模災害について考える 
　3月11日に発生した東日本大震災は、医療分野においても大きな課

題を投げ掛けました。 

　特に当院では透析患者様や高齢患者様も多く、全てにおいて、水・電

気などライフラインの確保は最優先課題である事を痛感し、所轄水道局

や消防局とも連携を密にし、備蓄品・非常食の積み増し、防災訓練等そ

の体制強化に着手した所であります。また、被災地支援として、患者様

の受入はもちろん、職員移住の受入誘致も始めました。医療提供の重責

を真摯に受け止めると共に、微力ながら社会貢献の一端を担うことが出来ればと考えます。 

福祉医療費給付制度って何？ 福祉医療費給付制度って何？ 

医療費の窓口負担が無料になる制度です。 医療費の窓口負担が無料になる制度です。 

後期高齢者医療の対象者で次のいずれかに当てはまる人 
◇ひとり暮らしの高齢者で、市町村民税非課税世帯の人 

◇3ヶ月以上寝たきりで、市町村民税非課税世帯の人 

◇3ヶ月以上認知症で、市町村民税非課税世帯の人 

◇障害者医療・ひとり親家庭などの受給要件に当てはまる人 

※市町村により、対象者を広げている場合があります。 

【対 象 者】 

市区町村役場（名古屋市：福祉給付金係，名古屋市以外：福祉医療費給付係） 

【相談窓口】 
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　その昔、平針は民家16軒の村で、江戸時代、徳川家康の命により伝馬役
を言いつかり、平針宿となりました。
当時は軍事的役割を担っていた
平針宿も、天下平定により「塩
の道」の中継地として熱田か
らの海の幸と信州飯田方面の
山の幸を捌く経済・物流の
地へと姿を変えました。 

　多くの商店が軒を連ね、品々を求めて来る人々で賑わった平針。
そんな古き良き面影を探して歩き、平針の歴史を再発見してみては？ 

天白区地域今昔 

　「熱中症」は、家の中にいるから大丈夫というものではありません。 
死に至ることもあり注意が必要です。（特に「高齢者」や「乳幼児」は注意
が必要です）予防対策をとって、この夏を乗り切りましょう。 
▲ ▲ ▲

▲
▲

▲▲▲▲

▲
▲
▲

▲

 1.　熱中症とは？ 
熱中症とは、高温・多湿下で発症し4つの種類に分けられます。 

¡のどの渇き、皮膚で温度を識別するなどの感覚が鈍くなる。 
¡体温調節機能が低下している。 
¡トイレが近くなることを気にして水分を控えることがある。 
¡嚥下機能障害により、水分がうまく摂取できない。 

¡こまめに水分を取りましょう。（特に就寝前・入浴後には水分をとりましょう） 
¡涼しい服装をしましょう。 
¡室温の上昇に気をつけましょう。（すだれの使用・窓の開放・打ち水など） 
¡炎天下での作業やスポーツ、外出はさけましょう。 
¡必要に応じてエアコンなどを使用しましょう。（冷やしすぎには注意します） 
¡疲労をさけ規則的な生活と、十分な睡眠時間をとりましょう。 

 熱失神・熱疲労  には、衣類を緩め涼しいところに寝かせ水分補給をします。（点滴） 
 熱痙攣  には、塩分に補給をします。（スポーツ飲料も可） 
 熱射病  には、体を冷やしながら一刻も早く病院へ運びます。 

血圧低下による、めま
い、顔面蒼白、呼吸が
速くなる、失神など 

脱水による、脱力感、
めまい、吐き気など 

塩分の不足による、足
や腕の筋肉の痛みを伴
う痙攣 

中枢機能の異常による
意識障害、死亡に至る
こともある 

熱失神 熱失神 熱疲労 熱疲労 熱痙攣 熱痙攣 熱射病 熱射病 

などの理由が 
あげられます。 
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▲
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▲

 2.　なぜ高齢者が熱中症になりやすいのでしょうか？ 

▲▲▲
▲
▲

▲▲▲▲

▲
▲
▲

▲

 3.　予防するにはどうしたらよいでしょうか？ 

▲▲▲
▲
▲

▲▲▲▲

▲
▲
▲

▲

 4.　症状がでてしまったらどうすればよいのでしょうか？ 

＊水分を補給するときは
塩分も一緒にとる必要
がありますが、高血圧
や腎臓病の方は、塩分
の制限が必要なことも
あります。必ず担当医
師に相談してください。 

熱中症から身を守るには 
　　　　（予防と応急手当のポイント） 
熱中症から身を守るには 
　　　　（予防と応急手当のポイント） 

医療費の窓口負担が無料になる制度です。 

和市淳子の平針弁講座著者：村瀬淳子　出典箇所116頁～167頁より 



並木会では週1回/土コース・週2回/火金コースで 
ホームヘルパー2級講座を開校しております。 
詳しい日程等については随時お問い合わせください。 
 
受講料60,000円　　定員30名 

厚生労働省教育訓練給付制度対象講座 

24時間保育施設あり 充実した 
実習施設 

外来診療 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・ 

H２３.７.１時点。変更する場合もありますので、お問い合わせください。 

ホームヘルパー2級講座開校 職員募集 

■看護師、介護職員 
　（担当　看護部　苅田） 

担当　後藤　TEL 052‒848‒2000

■交通のご案内 
●公共交通機関でお越しの場合 
　地下鉄鶴舞線、平針駅または赤池駅より徒歩10分 

アクセス 

〒468-0013 名古屋市天白区荒池二丁目111番 

ホームページ：http://www.namiki.or.jp/

関
連
施
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TEL（052）848-2000  FAX（052）848-2020  

医療法人  並木会  

並木病院 
■並木病院別館地域交流室……… 
■並木クリニック………………… 
■グループホームほっと館なみき 
　 
介護老人保健施設 
■メディコ阿久比………………… 
■メディコ春日井………………… 
■メディコ守山…………………… 
■メディコ平針…………………… 

TEL（052）848-2067 
TEL（052）691-2000 
TEL（052）691-2515 
 
 
TEL（0569）48-1156 
TEL（0568）88-6000 
TEL（052）736-5585 
TEL（052）802-0023

特別養護老人ホームもありますのでご相談ください。 

環境に配慮して大豆油インキを使用 
しています。 

この印刷製品は、環境に配慮した 
資材と工場で製造されています。 

検査 

内科 内科 内科 内科 内科 内科 
循環器科 神経内科 神経内科 

内科 皮膚科 循環器科 
胃カメラ 胃カメラ 胃カメラ 胃カメラ 胃カメラ 
腹部エコー 腹部エコー 腹部エコー 腹部エコー 腹部エコー 
内科 内科 内科 内科 内科 
神経内科 呼吸器科 消化器科 心療内科 

心療内科 

リハビリテーション科 リハビリテーション科 

午後 

午前 Ⅰ 
月 火 水 木 金 土 

Ⅰ 

Ⅱ 
人工透析 人工透析 人工透析 人工透析 人工透析 人工透析 

Ⅱ 
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ボクをさがして？？ 

ボクがどこにいる
かわかるかな??? 
ひょうきんな顔で
意外と人気者なん
だヨ 
並木病院の水槽で
実際に探してみてね。 
 ＊答えは次号にて 

院内開催行事予定 

当院では、地域の皆様に向けて健康増進の
一環として、ロビー講演を毎月１回開催し
ております。お気軽にご参加ください。 

詳細は並木病院ホ
ームページをご覧
ください。 

 

■登録ヘルパー 
　（担当　地域交流課　寺田） 

http://www.namiki.or.jp/

＊前号のクイズの答え　レモンでした。 


