
～理念～

～基本方針～

「Cool life together」
めざせ110歳

高齢者のみなさま方の社会復帰とノーマライゼーション

（他の人々と同じように生活し、活動することができる

こと）を目指します。高齢者のみなさま方が、クール

（すずやか）な人生を送ることができるよう医療と介護の

シームレス（継ぎ目のない）な連携を行いながら、

社会へ貢献します。
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▲ 今年は合計で28個の門松を職員が手作りで作りました。　各施設に飾ってあります。
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新年あけましておめでとうございます。

皆様のおかげで今年も無事に新しい年を迎えることができました。

年頭にあたり一言ご挨拶を申し上げます。

　昨年は法人としては大きな変化もなく、 平穏に時が過ぎていった年であったと思います。

今年は、 当法人の保育園を 3月よりオープンいたします。 当法人が運営する保育園は、

企業主導型保育園になります。 当保育園は、 事業所枠に加え、 地域枠をもうけます。

　女性をはじめとする従業員が、 結婚、 妊娠、 出産、 子育てというライフステージにかか

わらず、 働き続けやすくなってほしくあります。 加えて、 地域の子どもを受け入れることにより、

子供を育てやすい町を作り、 それが出生率の増加と時津町及び長崎県の人口増加につな

がり、 貢献できればと思い、 当事業に取り組むことにしました。

　保育園名は、

夢をもつことが、 むずかしい現代の中でも夢を実現し、 世界で活躍する人物や会社が多く

あります。 私たちは、 そのような世界の中で活躍できるような夢と希望を持てる子どもを

サポートしたいと考え、 世界にはばたくきっかけとなる子どもの成長を見守る安全で安心の

ある保育園を目指していきます。

　また、 保育園だけでなく前年と同様に当法人の目標である 「～ Look for Smile ～笑顔を

探そう」 を掲げて、 普段から笑顔を忘れないように業務に取り組むよう努力していきます。

利用者様やそのご家族様、 地域の皆様にも笑顔になってもらえるように、 色々なイベントにも

取り組み、 笑顔の周りには人が集まると信じて、 笑顔で皆様のケアをしていきたいと思います。

ぜひ利用者様、 ご家族の皆様にも笑顔になっていただければと思います。

今年も昨年と変わらぬ皆様のご支援ご協力を賜れればと思います。

新年のご挨拶

医療法人　啓正会　理事長　清水　啓宗

~ ~
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褥瘡対策副委員長　袖山　里恵　

褥瘡対策委員会褥瘡対策委員会

院内ミニ研修開催院内ミニ研修開催

当院理学療法士によるスタッフへの

ポジショニングの指導を受けている様子

　年１回ポジショニングの知識・技術向上を目指し、

ミニ研修を開催しています。

今回は日頃介護に携わっているスタッフに入院患者様

のポジショニングの実技を行ってもらいました。

理学療法士から改善が必要な点、注意点など患者様に

合わせたポジショニングの指導を行いました。

協力頂いた患者様からの感想を頂き、日頃私たちのポジ

ショニングに対する振り返る良い機会となりました。

　現在入院患者様１８１人のうち、褥瘡保有者７名

（平成 30 年 12 月調べ）ほとんどがケア時に発赤や

軽度のびらん状態で発見報告されていることもあり、　

1 ～ 2 週間で改善しています。

これからも 1 人 1 人患者様に寄り添ったポジショニ

ングを提供し褥瘡ゼロを目指してまいります。
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目薬の話

イラスト引用：社団法人 東京医薬品工業協会/大阪医薬品協会  点眼剤研究会

　目の中には、目薬1滴の半分しか入りません。よって、1滴させば十分効果があります。
また、真ん中に落ちなかったからといってやり直す必要もありません。目の周りの皮膚は弱いので、
あふれた目薬はティッシュなどでふき取るようにしましょう。

　目の中には、目薬1滴の半分しか入りません。よって、1滴させば十分効果があります。
また、真ん中に落ちなかったからといってやり直す必要もありません。目の周りの皮膚は弱いので、
あふれた目薬はティッシュなどでふき取るようにしましょう。

　目薬の正しい使い方はあまり知られていないのが現状です。そこで、さすのが苦手な
方にも、普段何気なく使っている方にも知っておいて欲しいお話をご紹介します。
　目薬の正しい使い方はあまり知られていないのが現状です。そこで、さすのが苦手な
方にも、普段何気なく使っている方にも知っておいて欲しいお話をご紹介します。

　点眼前に手を洗います。 そして、人差し指で下まぶたを軽く引き、容器の先端がまぶたやまつ毛に
触れないように点眼します。 これらは容器に雑菌が入らないようにする意味でも大事です。

　特に高齢の方で目薬をさすのが苦手な理由に「さす手がぶれる」というのがあります。 そこで、手を安定
させるために、まぶたを引く指先をげんこつにかえて、その上に手を乗せる方法があります(下図中央)。 これは
これで慣れも必要ですが、 実際にこれで安定する方も少なくないのでお勧めです。
　なお、きっちり上を向くというのも重要です。 寝転んでさしてもらって上手くいくケースもあります。

　点眼後、 目をパチパチさせる方が多いのですが、 これをすると目頭にある涙の通り道から目薬が体の中に
流れ出てしまいます。 目を閉じて軽く目頭を押さえるのがベストです (1~5分)。
特に緑内障の目薬では、 目薬が体内に入ることでおきる副作用を防ぐ意味でも必要な行為になります。

◆ 2種類の目薬をさすときは5分以上開ける。
◆ 開封後１ヶ月以上たった目薬は使わない。
◆ 振ってから使う目薬や冷所保管の指示があるものもある。

◆ 2種類の目薬をさすときは5分以上開ける。
◆ 開封後１ヶ月以上たった目薬は使わない。
◆ 振ってから使う目薬や冷所保管の指示があるものもある。

                                                                                                                                                                   薬剤師　杉本 智宣

1滴で十分1滴で十分

1.基本的な点し方

2.げんこつ法

3.目頭を押さえる

目薬もお薬です。用法用量を守って正しく使いましょう。

そ の他注意点
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体を温める調理ポイント
1. 火を通す

2. とろみをつけて保温性アップ

3. 体を温める香辛料をプラス

唐辛子唐辛子

シナモンシナモン

生姜生姜

材料
白菜・・・・・・・・・・・・・  1/2玉

最後にイタリアンパセリを散らし、
オリーブオイルをまわしかける

★を別鍋で煮立たせスープを作る

鍋に食材を並べる

オリーブオイル・・・・・   大さじ1
イタリアンパセリ・・・・  適量

みりん・・・・・・・・・・・・・  小さじ1
ウスターソース・・・・・・ 小さじ1
こしょう・・・・・・・・・・・・  少々
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・ 小さじ1
コンソメスープの素・・ ２ケ
水・・・・・・・・・・・・・・・・ 3カップ
トマトジュース・・・・・・ 3カップ

人参・・・・・・・・・・・・・  1/2玉
玉ねぎ・・・・・・・・・・・  1/2玉
しめじ・・・・・・・・・・・・ 1P
豚バラスライス・・・・ 200g
ソーセージ・・・・・・・・  8本

②を①に注ぎ入れ、煮込む

トマトジュースで簡単トマト鍋（４人分）トマトジュースで簡単トマト鍋（４人分）

ONE POINT

材料から水分が出るので最後に調節してください。
食べ終わったらご飯をかけてリゾット風に！
チーズを加えてもおいしいです。

とろ～り明太あんかけ豆腐（2人分）

材料
豆腐・・・・・・・・・・・・・ 1/2丁

～水溶き片栗粉～

うすくちしょうゆ・・・ 6g(大さじ1.1/2)
だし汁・・・・・・・・・・・ 400ml
かいわれ・・・・・・・・・ 適量
明太子・・・・・・・・・・・ 40ｇ

片栗粉　・・・・・・・・・ 大さじ1
水・・・・・・・・・・・・・・・ 大さじ1

作り方

ご飯にかけて丼にするのもおススメ！
丼にする場合は、味を少し濃ゆくすると良いです。

さまざまな調味料があり、辛味付けに便利です！

甘酒やハチミツと一緒にお湯に溶かして飲んでもおいしい。

生姜と相性バツグン。一緒に使うと温熱作用UP↑

ONE POINT

作り方
豆腐は軽く水切りする。一口大に切る
明太子はスプーンで中身を出す
かいわれは1cmに切る
鍋に★を入れ煮立てる
④に豆腐を入れ温まるまで煮る
明太子を加えて全体に混ぜる
水溶き片栗粉をまわし入れ、とろみをつける
かいわれを散らす

①
②
③
④

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧

★

お出汁のとろみで 保温性アップ↑

心も身体もあったまる冬レシピ

★
さとう・・・・・・・・・・・ 3g（小さじ1/2）
みりん・・・・・・・・・・・ 2g（小さじ1）

サテライト型介護老人保健施設 

Q.どういった方が入所しているのか？             
A.要介護1～要介護5の方で病状が安定されている方。
（病状については要相談） 

施設紹介 

 
介護・看護・リハビリといった総合的なサービスを受けながら、在
宅や住宅型施設での生活が困難となった方を対象に、集中的なリハ
ビリを行う事で、在宅や住宅型施設への復帰を目指しています。 

リハビリ 

設
 
備
 
紹
 
介
 

居室 入浴 

入所してから３か月は基本的に週に６回、理学療法士
による専門的なリハビリを行い、身体機能の維持や向
上に努めています。 

４人部屋が６室、２人部屋が１室、個室が２室の計２
８床となっています。 
時間ごとの巡視や、ナースコールでの対応で利用者様
の生活を２４時体制で支援しています。 

介助浴と機械浴の２種類があり利用者様の状
態に応じて職員が介助し、安全に入浴できる
体制となっています。 

Xmas
日

会

 

モン・サン・トラバーユ長崎
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　　12 月 20（木）清水病院とトラバーユ長崎合同のクリスマス会

が行われました。入院患者様やオンフルール、トラバーユ長崎

の入所者様によるコーラスやサンタさんからのプレゼントが

あり、会場が笑顔、歌声でいっぱいになりました。

また、管理栄養士からは「二色羊かん、星形ゼリー、プリン」

三種の可愛さあふれる手作りお菓子のプレゼントもありました。

清水病院職員による「おまつりマンボ」「糸」の披露では

大変盛り上がり、その夜行われた啓正会の忘年会でも

急遽披露したほどでした。

最後に参加者全員で「きよしこの夜」を歌い、素敵な

クリスマス会を無事終えることができました。

　　12 月 20（木）清水病院とトラバーユ長崎合同のクリスマス会

が行われました。入院患者様やオンフルール、トラバーユ長崎

の入所者様によるコーラスやサンタさんからのプレゼントが

あり、会場が笑顔、歌声でいっぱいになりました。

また、管理栄養士からは「二色羊かん、星形ゼリー、プリン」

三種の可愛さあふれる手作りお菓子のプレゼントもありました。

清水病院職員による「おまつりマンボ」「糸」の披露では

大変盛り上がり、その夜行われた啓正会の忘年会でも

急遽披露したほどでした。

最後に参加者全員で「きよしこの夜」を歌い、素敵な

クリスマス会を無事終えることができました。

　11月 9 日（金）、2 年ぶりに「啓正会ボーリング大会」が開催されました。

今回は「啓正会盛り上げよう会」の一環で職員の健康増進とストレスケアを目的に行いました。

参加者は病院や施設の職員で総勢 155名。6 名を 1組とし、22 チーム 132 名がボーリング、

23 名の方が応援とビンゴゲームに参加しました。仕事ではなかなか見ることができないくらいの

盛り上がりで、コミュニケーションも取れたのではないでしょうか！？

　表彰式では団体部門と個人部門があり、賞金を手に取っていた方は笑顔いっぱいで幸せそうでした。

最後に受付や駐車場係など運営をして下さった職員の皆さんありがとうございました。

病院事務部　二宮・田代病院事務部　二宮・田代

病院事務部　二宮・田代病院事務部　二宮・田代

ボーリング大会
（盛り上げよう会）
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編 集 後 記

　平成最後の年末・正月を迎えましたが皆様どのように

過ごしましたか。

　年々、１年が過ぎていくのを早く感じるアラサーの私

ですが、諸先輩方から「４０歳からはもっと早いよ」

「５０歳からも・・」とありがたい言葉をいただき、

戦々恐々として日々を過ごしています（笑）

今年も年の流れを早く感じつつ、充実した１年にしたい

ものです。

　さて、啓正会通信も第27号の発刊となりました。

これからもご愛読の程よろしくお願いいたします。

地域医療福祉連携室　濵田　由実

　平成30年12月19日（水）、浜田4地区公民館で22回目となる健康教室を開催しました。

　今回の健康教室は清水病院放射線科が担当し、「病気発見のためのレントゲン関連検査」というテーマ

で開催しました。

　地域住民の方13名にご参加いただき、日本人の死亡原因1位である「がん」のなかでも死亡率が多いもの

に関して実際にレントゲンやCT写真を見ながら、検査の役割について説明を行いました。

　それぞれの検査のメリット・デメリットや、検査を受けたことで早期発見できた症例をお話しし、定期的な

検査が重要であることを再確認していただけたようでした。

　参加された方にも、がんの経験者や定期的に検診を受けられている方もおられ、いろいろな意見をお聞き

することができ、地域の皆様の健康に対する意識と関心の高さを実感しました。

またどなたにも積極的に参加していただき、こちらも有意義な健康教室となりました。

　今後も地域の病院として、地域のみなさまが興味をお持ちの内容をテーマとしてとりあげ、健康増進や

介護予防の手助けとなれるよう努めていきたいと思います。

今回も参加して下さった地域の皆さま、どうもありがとうございました。
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第22回

健康教室
を、開催しました。

ホームページ
啓正会
Facebook

清水病院


