
～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。

啓正会

         通信
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▲ ドローンで上空より撮影したサービス付き高齢者向け住宅「モン・サン琴海村松」の様子です。
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AEDの使い方

AED とは自動体外式除細動器のことを言います。
A：Automated（自動化された）、E：External（体外式の）、D：Defibrillator（除細動器）です。 
心停止には、電気ショックの適応となる「心室細動」と呼ばれる心臓がこまかくふるえることによって、
血液を送り出せなくなる不整脈によるものと、適応でないものとがあります。
心臓の状態を AEDが判断して、自動的に電気ショックが必要かどうかを教えてくれます。
電気ショックをすることで、心室細動を止めて正しい心臓のリズムに戻します。

AEDとは自動体外式除細動器のことを言います。
A：Automated（自動化された）、E：External（体外式の）、D：Defibrillator（除細動器）です。 
心停止には、電気ショックの適応となる「心室細動」と呼ばれる心臓がこまかくふるえることによって、
血液を送り出せなくなる不整脈によるものと、適応でないものとがあります。
心臓の状態を AEDが判断して、自動的に電気ショックが必要かどうかを教えてくれます。
電気ショックをすることで、心室細動を止めて正しい心臓のリズムに戻します。

AEDが到着したらすぐに電源を入れます。
機種によっては、AEDのフタをあけると自動で電源が
入るものもあります。

倒れている人の衣服を取り除き胸をはだけます。
AEDのケースに入っている電極パッドの 1枚を
胸の右上に、もう 1枚を胸の左下の素肌に直接
貼り付けます。
電極パッドを貼る間もできるだけ胸骨圧迫を続けます。

「離れてください。心電図の解析中です」との
音声メッセージとともに、AEDが自動的に解析を
始めます。

電気ショックが必要な場合は「ショックが必要です」
と音声でその必要性を教えてくれます。
周囲の人が倒れている人に触れていないことを
確認して、ショックボタンを押します。

電気ショックの後は直ちに胸骨圧迫を再開します。
AEDの指示に従い、約 2分おきに心肺蘇生と
AEDの手順を繰り返します。

AED について

注意すること

AED のパッドは救急隊が到着するまで
貼ったままにしておいて下さい。
また AEDの電源も切らないで下さい。

心停止には、電気ショックの適応となる
「心室細動」と呼ばれる心臓のけいれん
（こまかくふるえている状態）によるものと、
適応でないものとがあります。
AEDはこの電気ショックの適応の有無を
自動的に判断してくれます。

電気ショックが必要でない場合、
「電気ショックは不要です」と指示をしてきます。
「電気ショックは不要です」＝「心臓が動いている！
回復した！」ではありません。
AEDが「電気ショックは不要です」と指示して
きた時、倒れている人に反応がなかったら、
必ず胸骨圧迫を行って下さい。

夏本番前にチェック

清水病院 医師　地引　政晃
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医療安全管理対策委員会医療安全管理対策委員会

～医療安全管理対策委員会の活動～

ひやりはっと報告って何？

事故にあいそうになった時に「ひやり」「はっと」した経験のことを言います。結果として大事に至らなかった

経験なので、なかなか表面に現れにくいのですが、「ひやりはっと報告書」に書き出し、集計と分析を行うこと

で発生要因について、各部署の安全委員を中心に検討し防止策を立案し、事故防止に努めています。

425 403 
441 417 

380 
466 432 

333 

238 

382 
464 456 

0

100

200

300

400

500

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 

「ひやりはっと報告書」1年間の集計数 

「人間はエラーを犯すものです」

複数の要因が重なったとき事故が発生します。その多くは人間の勘違い・思い込みによるものです。

人間が犯す危険行為（失敗）には「エラー」と「ルール違反」があります。

平成 30 年 4 月から

平成 31 年 3 月まで

「エラー」とは、故意ではなく

犯すつもりがないのに犯して

しまう失敗のこと。

思い込み・やり忘れのこと

「ルール違反」とは手続き上の

規定（ルール）から故意に

逸脱すること。決められたことを

守らないこと。

「ひやりはっと」を書きましょう！「ひやりはっと」を書きましょう！

医療安全管理対策委員会　橋元　加代子

「ひやりはっと報告書」の改訂　

より書きやすくを追求しました！
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限度額適用認定証 について
入院や通院などで医療費が高額になるとき、高額療養費という制度を利用できます。
しかし、高額療養費制度による医療費の払い戻しは、ほとんどの場合申請が必要であり、
自分が制度の対象であることも知らずにそのまま放置されている例も少なくありません。
急な入院や手術などでこれから高額な医療費がかかることが分かっている場合には
まず「限度額適用認定証」を取得しましょう。

「限度額適用認定証」を窓口に提示することで、請求される医療費が高額療養費制度の
自己負担限度額までとなります。自己負担限度額は年齢や所得によって異なります。
　今回は70歳未満の方の費用負担についてお話したいと思います。

※1　入院時食事療養費の自己負担は高額療養費の対象にはなりません

※4　保険適用される医療費の総額（10割）のこと
※3　過去1年間に高額療養費の支給を3回以上受けた場合の4回目以降の自己負担限度額

※2　過去1年間の住民税非課税世帯に該当する期間に、入院日数が90日を超える場合は
　　  160円に減額されます。ただし、新たに申請が必要となります。

限度額適用認定証の申請手続き　

    申請に
必要なもの

                     ･各保険者  
                     （ 国保 → 市町村役場　
                        組合健保/共済組合 → 各勤務先の担当者
　　　　　  協会けんぽ → 加入している協会けんぽ支部）

注  意  事  項
・ 申請期間への手続きと当院への認定証の提示は、入院（受診）した月内に行ってください。
・ 申請した月の初日から適用となります。（遡っての申請はできません）
・ 医療費のみが対象であり、食事、病衣、個室料などの料金は対象となりません。
・ 短期入院の方など自己負担限度額を超えない場合は対象となりません。

次回、「限度額適用認定証～後編～」では、70歳以上の方の費用負担について説明します。

ご不明な点は病院事務所、または地域医療福祉連携室までおたずねください♪

･健康保険証
・印鑑 申請機関

前 編
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研修報告

盛り上げよう会 盛り上げよう会 

「大腸3D-CT検査」  「大腸3D-CT検査」  

バーチャル内視鏡とも呼ばれるこの検査は、

大腸に炭酸ガスを注入して拡張させ、

マルチスライスCT装置で撮影をします。

その後、専用の解析ソフトで大腸の3次元画像を

作成し、病変の検索を行います。

大腸内部はもちろん、大腸の全体像（形や長さ）もわかります。

基本料金  ¥19,500（税込）
その他割引等につきましてはお問い合わせください

095-894-5138
医療法人　啓正会　検診部（清水病院内）

【ご予約受付時間】
平日　9：00～16：00　土曜　9：00～12：00
★男性の方も検診受付は可能です（要相談）

② おしりにカメラを入れない
 ※細いチューブを少し入れます

③ 女性スタッフが対応
※画像診断は男性医師が行います。

6月　交通安全講習

時津警察署の方より交通安全についての講話が行われました。

最近は、高齢者ドライバーによる事故のニュースをよく耳にします。

飲酒運転による事故も増加しているようです。

「そんなに飲んでいないから・・・」「すぐそこだから・・・」という甘い考えが

取り返しのつかない事故を起こしています。私たちの身近にある自動車が

凶器となり、いつ加害者になってもおかしくないという事を再確認する良い

機会となりました。

事故を他人事とせず、交通ルールを守ってこれからも運転をしていきたいと思います。

① 多くの下剤を飲まない

～苦痛の少ない女性専用大腸がん検診～～苦痛の少ない女性専用大腸がん検診～

無料パンフレット
発送中！

大腸3D-CT検査ハンドブック新しい大腸がん検診はじまります



－6－ 医療法人　啓正会　広報事務　大﨑　安加里

2019年4月11日　決起集会が行われました。

今年も、医療法人　啓正会　清水啓宗理事長の「法人職員だけでなく、地域の方達にも一緒に

楽しんでいただきたい」という熱い想いから音楽コンサートという形で企画しました。

地域への密着を念頭に、コンサート会場は、親しみのあるとぎつカナリーホールに決めました。

時津町役場をはじめとした、時津町、長与町、長崎市の多くの店舗にイベント案内にて協力して

頂き、様々な力をお借りして開催に至りました。

コンサートのゲストには、活水中高吹奏楽部と総監督の藤重佳久先生、元F1レーサーで医療法人

社会福祉法人さわらびグループCEO/DEOの山本左近さんにお越しいただきました。

リハーサル時間が短い中にも関わらず、素晴らしい演奏、キュートなダンスを披露して頂き、

来場者約700人の心を癒しました。来場者の皆さまからもコンサート後「元気が出ました。」

「最高でした！」などの嬉しいお言葉をいただきました。

清水啓宗理事長と山本左近さんと藤重先生のスペシャル対談では、貴重なお話を聞くことができ、

職員のみならず来場していた地元の中学生の皆さんも心に響くものだったのではないかと思います。

当法人は、このようなイベントを通じて、住民の皆さまに医療福祉に日頃より関心を持って頂ける

機会を今後も作っていきたいと考えています。

Spring ConcertSmile Act 2
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地域ボランティア地域ボランティア

菜の花の刈り取り菜の花の刈り取り

海ごみゼロウィーク海ごみゼロウィーク
今、世界中で海洋ごみ削減のために色々な取り組みが行われています。
” 未来の海のために、今できることを ”　と題して海ごみゼロウィーク
（5/30~6/30 前後）中の 6月 1日に私たち啓正会グループも青い Tシャツ（デキルコトカラコツコツト）
を着てごみ拾いへ参加しました。
時津ウォータフロント公園から海辺のごみ拾いを行いましたが、やはりプラスチック類（特にレジ袋）
が多く、次にタバコの吸い殻でした。今まではテレビや新聞などの情報でごみが海辺に流されているの
を見て” 多いなー” と思うだけでしたが、今回参加してプラゴミの多さに驚いたこと、これが自然を
破壊する怖い物だと痛感しました。ごみを出さない、ごみを捨てない、ごみを拾うという私たちが
できることから実践し自然を守っていきましょう。

今、世界中で海洋ごみ削減のために色々な取り組みが行われています。
” 未来の海のために、今できることを ”　と題して海ごみゼロウィーク
（5/30~6/30 前後）中の 6月 1日に私たち啓正会グループも青い Tシャツ（デキルコトカラコツコツト）
を着てごみ拾いへ参加しました。
時津ウォータフロント公園から海辺のごみ拾いを行いましたが、やはりプラスチック類（特にレジ袋）
が多く、次にタバコの吸い殻でした。今まではテレビや新聞などの情報でごみが海辺に流されているの
を見て” 多いなー” と思うだけでしたが、今回参加してプラゴミの多さに驚いたこと、これが自然を
破壊する怖い物だと痛感しました。ごみを出さない、ごみを捨てない、ごみを拾うという私たちが
できることから実践し自然を守っていきましょう。

時津町内のウォーターフロント公園近く、神崎花園にて、ボランティア活動に参加させていただき
ました。昨年度より、時津町内の各団体様と一緒に、コスモスや菜の花の栽培を行っています。
今回は晴天に恵まれ、法人内職員合わせて１７名が参加し、菜の花の刈り取りを行いました。
夏のような暑さでしたがその様な天気にも負けず、人の背丈ほどもある菜の花を掘り起こし、新たに
コスモスを栽培すべく、団結して作業に取り組みました。また、参加された団体様方との共同作業も
あり、微力ではありましたがお役に立てていましたら幸いです。
文末となりましたが、ボランティア活動を企画された時津町役場の皆様、活動へご参加の皆様、大変
お疲れ様でした。今後も神崎花園が時津町内の癒しの場となるよう、私たち啓正会も尽力したいと
考えております。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     清水病院　前薗　 剛
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総看護師長　辻田　明美

アクションをおこそう！アクションをおこそう！

　   ”海ごみゼロウィーク”の様子が、
天気予報のバック映像として放送されます！

★7月14日（日）朝6:00～6:15　
　ニュース後半の天気予報

KTN



　元号が「令和」になり初めて啓正会通信発刊となります。

「令和」は日本最初の元号「大化」から数えて248番目

にあたるそうです。

様々な出来事と共に移りゆく元号ですが、令和元年は

どのような年になるでしょうか。（といっても、もう残り

半年ですが）個人的には穏やかで、小さな幸せがたくさん

あるような年になってほしいと願うばかりです。

　さて、啓正会通信第29号の発刊です。これからも

ご愛読の程宜しくお願いします。

編 集 後 記

　

地域医療福祉連携室　濵田　由実

　令和1年6月19日（水）、浜田4地区公民館で24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　リハビリテーション部が担当し、「はじめよう！ながら運動」

～いつもの生活に気軽に運動をとりいれよう～　というテーマで開催しました。

　普段の生活の中で意識をするだけで簡単に運動がとりいれられるということで、実際に理学療法士が

見本となって、さまざまな運動の紹介がありました。

　どこを意識するのか、どこの部分に効果があるのかが分かりやすく説明があり、地域の皆さまにも大変

興味を持っていただけたようでした。

　どの動きも簡単にすぐできるものばかりで、皆さまも一緒に運動していただき、終始笑顔の絶えない

和やか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るよう努めていきたいと思います。

今回も参加してくださった地域の皆さま、どうもありがとうございました。

－8－

医療法人医療法人 啓正会啓正会

清　水　病　院清　水　病　院
〒851-2102〒851-2102

長崎県西彼杵郡時津町浜田郷572長崎県西彼杵郡時津町浜田郷572
TEL：095-882-1225TEL：095-882-1225 FAX:095-882-1716FAX:095-882-1716

第24回

健康教室
を、開催しました。

ホームページ
Facebook清水病院

グーパー運動で頭の体操

足のゆびでタオル引き寄せ


