
新春のご挨拶
　謹んで新年のお慶びを申し上げます。また本年が皆様にとりまして、希望に満ちた素晴らしい年となりますこ
とを心より祈念いたします。医療・介護・福祉を取り巻く環境が厳しさを増す中、本年の 4月からは消費税増税
を控えております。同時期に行われる診療報酬改定も実質マイナス改定に近いものとなりそうであり、一層気を
引き締めて日々の業務に精進していく必要があるかと考えております。
　さて、医療法人　啓正会及び清水病院にとって、昨年は大きな変革を迎えた 1年だったような気がしております。
特定医療法人への移行準備、医療機能評価の取得、人事考課を取り入れた人事・給与体系の見直し、一般病棟廃
止など少しでもいい方向へ進んでいくためにいずれも取り組んだことばかりでありました。幸い、あらゆる職種
の全職員の協力により取り組んでいった事項が軌道に乗り、法人及び病院の基礎体力が大幅に向上したのではな
いかと考えます。昨年はホップ・ステップ・ジャンプという視点で考えると、ホップの期間であり、今年はステッ
プの 1年にしたいと考えております。取り組むべき課題はまだまだ山積しており、その一つ一つの課題にしっか
り取り組み、来年はジャンプができるような 1年になれば幸いです。

医療法人　啓正会　清水病院
理事長兼院長　清水　啓良
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　平成 25 年 12 月 25 日に入院患者様や外来患者様に心安らぐ時間を過ごして頂きたいと思
い、クリスマスロビーコンサートを行いました。
　今回は、ケアハウス　オンフルール長崎の入居者様で結成されたコーラスグループ『トゥ
ジュールアンサンブル』の方々に来て頂き、「ジングルベル」「きよしこの夜」を披露して頂
きました。コンサートは盛り上がり、長崎独自のアンコールの掛け声「モッテコーイ　モッ
テコーイ」が飛び交い、アンコールの歌として東日本大震災の被災地・被災者の復興を応援
するために制作されたチャリティーソング「花は咲く」も披露して頂きました。オンフルー
ル長崎の方々のいきいきとした歌声にあわせて手拍子をしたり、口ずさんだりと思い思いに
楽しんでいる患者様の姿がみられ、「とてもよかった。次も期待してます。」「楽しかった！」
という感想が聞かれ、大盛況のうちに終えることができました。
　今回がロビーコンサートを行うのは初めてでしたが、入院生活を余儀なく送られている患
者様にとって、生活の中心となる場所をより快適に過ごして頂くための取り組みであり、歌
が持つ不思議な力によって、またいつもとは違う笑顔がたくさん生まれた時間でした。それ
にしても、歌って本当にいいものですね♪

クリスマスロビーコンサートを開催しました！

１．薬局
２．8月 26 日生まれ　Ｏ型
３．料理、読書、ドライブ、旅行、パッチワーク
４．安室奈美恵さん、加藤剛さん
５．今年も仕事いっぱい頑張ります！

谷内　絵里

１．放射線室
２．1月 21 日生まれ　Ｂ型
３．パイプオルガン演奏
４．J.S.BACH
５．患者様に安心して検査を受けていただけるよう
に努めたいと思います。

吉田　優司

１．4階介護部
２．4月 28 日生まれ　Ｏ型
３．サスペンスドラマ鑑賞
４．酒井和歌子さん、織田裕二さん
５．縁があって、介護の仕事をすることとなりまし
た。命にかかわるお仕事なので、大変ではあります
が、やり甲斐はあると思います。一日も早く、回り
の方に追いつけるように頑張ります。

吉田　眞弓

　2 月 3 日は節分。古くは立春を 1 年の始まりとしたため縁起の

いい日です。この日の夜に何かを食べるとき丸かじりをすると、

その年は幸運がめぐってくる！と言われています。

　今年の恵方は「東北東」です。みなさんもいっしょに、無言で

願い事をしながら巻きずしを丸かじりして大いに福を呼び込みま

しょう！

編 集 後 記

・・・・

・・・・

１．所属

２．誕生日・血液型

３．趣味

４．好きな芸能人

５．新年の抱負
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前薗　剛

１．事務
２．6月 11 日生まれ　A型
３．ワンダーフォーゲル
４．TOKIO
５．自分に負けないよう、頑張ります。



　少し時期外れになりますが、新年あけましておめでとうございます。本年も何卒よろしくお願い致
します。

　さて昨年は、特定医療法人の取得および医療機能評価受審の準備に明け暮れた 1年だったのですが、
医療機能評価については、正式に認可をいただき、特定医療法人の取得についても取得の道筋は見え
ており、今後は医療・介護・福祉サービスの質の向上に努めていきたいと考えます。

　私事で恐縮なのですが、昨年 40 歳となり、いわゆる厄年を迎えました。しかし大した災いもなく、
忙しいながらも、結果としては、非常に充実した 1年となりました。当院に勤務以来、病院長の方か
ら「本を読め」ということをよく言われていたのですが、去年からやっと腰を据えて本を読むように
なり、年間で 20 冊ほど読破しました。その中から一番印象に残ったというか、元気をもらった一冊
をここで紹介したいと思います。その本のタイトルは、「団塊ジュニアのカリスマにジャンプで好きな
漫画を聞きにいってみた」です。中身を要約すると 1971 年から 1974 年に生まれた団塊ジュニア世代
で今頑張っている経営者 9名が子供のころに週刊少年ジャンプのどんな漫画を読み、その影響を受け
たのかを執筆者がインタビューしたものです。私もまさに団塊ジュニアに当たるのですが、私が好き
だったのは「キャプテン翼」「キン肉マン」「こち亀」であり、この本を読んでみて、私もこの 3つの
漫画に多大なる影響を受けていたのだなあと実感しました。「キャプテン翼」「キン肉マン」からは、
一つの目標や理念に向かって、連帯すること。困難な状況でもあきらめずにチャレンジすること。「こ
ち亀」からは何歳になっても面白いと思えることを見つけること。面白いと感じられればそのための
努力も勉強も苦にならないこと。最も強いものが生き残るのではなく、最も賢いものが生き延びるの
でもない。最も変化に敏感なものが生き残ること。自分の好きなことに没頭していると疲れを感じな
いこと。などなど、自分の心に知らず知らずのうちに本当に深く刻み込まれているなあと改めて感じ
ると共に、私自身は現実主義的楽観主義者であるし、本の中にあった「自分自身の仕事に自信を持っ
ている人間が勝ち組だ」という言葉を胸に今年も頑張ろうと思っております。

清水病院　事務長　桜庭健一

新年を迎えて
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　平成 25 年 12 月 11 日、浜田 4地区公民館で 2回目となる健康教室を行いました。

　今回は「インフルエンザについて」という内容で、インフルエンザと風邪の違いや予防策、
もしかかったらどうすればよいか等のお話をしてきました。
　また、予防のひとつである「咳エチケット」についての説明やマスクの選び方や装着の仕
方を実際に行ったり、手洗い講習として手洗いの実施、手洗いチェッカーで洗い残しの確認
を行いました。
　参加者の皆さま全員に興味を持って真剣に取り組んでもらえ、勉強になったとの声もいた
だけました。
　これからまだまだインフルエンザには気を付けたい季節ですので、予防対策をしっかりと
行い、健康に過ごして頂きたいと思います。

　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。

次回の予定
H26.3 月　健康な食生活をおくるために　

次回もたくさんの方のご参加をお待ちしています。

第 2 回

健 康 教 室
を、開催しました！

（7）2014 年 1月 Always Together  いつもいっしょ 第 4号



歯ブラシの当て方 

  

歯垢の付きやすいところ 

         

         
 

①　口の中の環境

歯石

歯並び

不適合な冠など

口呼吸 口で呼吸する癖がある場合、口の中が乾燥して歯垢が付着しやすくなります。歯ぐきの抵抗力が弱ま
り炎症も起こりやすくなります。

歯ぎしり 歯ぎしりをしているとき、歯には強い力がかかります。その為、歯の周りの組織に負担がかかり、炎症が
起こりやすくなります。

歯石には2種類あり、歯ぐきの上にできる歯肉縁上歯石と、エナメル質と歯ぐきの間にできる歯肉縁下歯石がありま
す。歯垢に唾液中のカルシウムやリン酸などが沈着すると歯石になります。この歯石には歯垢がつきやすい為、症状
が悪化する恐れがあります。

歯並びが悪い部分は、歯磨きが不十分になりやすい為、歯垢が付着し、炎症が起こりやすくなります。

歯に合わない冠などの周りには、歯垢が付着しやすくなります。

口呼吸や歯ぎしりなど、癖になっている習慣が歯周病を悪化させる可能性があります。不良習癖

②　生活習慣

喫煙

糖尿病
食習慣

ストレス

甘いもの、軟らかいものは歯につきやすくこれらを多く食べる習慣は歯垢の増殖に拍車をかけます。食事が不規則
だったり栄養がかたよっていると全身の健康にも悪影響をおよぼします。

精神的ストレスのせいで体の抵抗力が弱くなったり、生活習慣（歯磨き・喫煙・食生活など）が変化したりすること
で、歯周病が悪化しやすくなります。

細菌感染に対する的効力が低下し、歯周病が悪化しやすくなります。

喫煙は血管を収縮させ、歯ぐきの血行を悪くさせます。そうすると、歯周病に対する抵抗力が低下し、症状が悪化し
ていきます。

歯周病は、歯と歯ぐきのすき間である歯周ポケットにたまった歯垢（プラーク）に含まれる細菌

が原因となって発症します。

歯周病を発症・進行させる 2 つのリスク ×

×
×

××

正しい歯磨きの仕方を意識して、

日ごろから口内環境を整えるよう

努力しましょう！

リスクを軽減し、歯周病を予防す

るためには・・・

歯周病予防について
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当委員会では「ひやりはっと報告書」の提出を
平成 25 年 7月から病院職員に呼びかけています。

委員会メンバーで集計・分析し、毎月委員会で報告しています。

集計月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

報告総数 210 354 265 383 320 304

項目①の件数 98 168 124 174 143 140

転倒・転落に関する項目の月別報告件数（平成25年7月～12月）
1 転倒・転落
2 誤嚥・誤飲
3 （誤嚥・誤飲以外の）食事に関すること・経管栄養
4 熱傷・凍傷・外傷
5 抑制に関すること
6 入浴に関すること（転倒・熱傷・溺水・急変）
7 排泄に関すること
8 自殺・自傷
9 無断離院・外泊・外出に関すること
10 暴力・盗難
11 内服薬
12 注射・点滴・IVH
13 輸血に関すること
14 麻薬に関することなど
15 モニターなどの機器操作に関すること
16 チューブに関すること
17 内視鏡検査に関すること
18 検査に関すること
19 手術に関すること
20 酸素（チューブ以外の）に関すること
21 記録・医師への連絡に関すること
22 患者・家族への説明、接遇に関すること
23 設備・備品に関すること
24 院内感染に関すること
25 その他

療
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話
に
関
す
る
こ
と
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と
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そ
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Q: 報告項目は 25 項目の区分にわけて集計しています。
　 報告の多い ‘第一位’ は何だと思われますか？

A: ‘第一位’ は圧倒的に項目①の転倒・転落に関することです。

～医療安全対策委員会～

（平成 25 年 7月～ 12 月まで）

2位以下は、③食事に関すること、㉓設備・備品に関すること、
⑪内服薬、⑫注射・点滴・IVH　⑯チューブに関することなどが
あります。

委員会としては、今後「転倒・転落」をメインテーマにし
おこりやすい時間帯・場所の分析を行い、「転倒・転落」
による事故報告書がなくなるように活動していきたいと思い
ます。

※特に寒い時期は、「転倒・転落」による骨折が多くなる傾向
にあるので注意が必要です。
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歯科衛生士　濵田



こちらの「高齢者の視点」といった説明では、車イスの座位置から見た目線ということで食事の際
のお盆の画像が出ましたが、私たちが普通に見えている物が当たり前ではないという点に気が付き、
これには目からウロコでした。

12/17　テーマ「介護ケアについて」 講師　モン・サン・ノールながさき　大串　和也

　昨年の 12 月 3日と 17 日に「啓正会盛り
上げよう会」が開催されましたので、その
内容と感想をそれぞれ報告させていただき
ます。

「福祉レクリエーションとは心をリフレッシュし、生活にメリハリや楽し
みを持ち人生を快適にする。」という説明がありましたが、これは私達誰
にでもあてはまることであり、それができないとストレスに繋がっていき
ますよね。
福祉レクリエーションは、自身で思うように行動・活動できない入院患者
様、施設の入居者様にとっては非常に有意義なことだと改めて気づかされ
ました。

どちらの研修でも改めて気付かされることばかりで、非常にためになったと思いまし
た。また、毎回参加人数の多さにも驚かされます。各施設からの参加者が多いのは非
常に良い事だとも感じました。

まとめ

講師　モン・サン・ノールながさき　前川　英一

12/3　テーマ「福祉レクリエーションとは何？」
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介護スタッフ・看護スタッフが患者様とコミュニケー
ションを図ったり、転倒・転落のないよう見守りや巡
視を頻回に行っています。

日中はホール（食堂）にて集団での昼食前の嚥下体操
やショートレクリエーション、午後レクリエーション
や歯科衛生士による嚥下体操を行い、認知症の進行防
止や嚥下機能の維持・向上に努めいています。

毎食ホールにて食事を食べていただくことにより院長がモットーとしている
” 寝たきり防止” に努めています。

私達Ａ病棟は、” 穏やかに過ごせる環境づくりに努めます”
を病棟目標とし、私の強い味方である見守りスタッフを中
心に、スタッフ一同力を合わせて頑張っています。

旧館 15床：日常生活動作がほぼ自立している方
新館 28 床：認知症があり、徘徊される方
　　　　　  認知症の症状により他の病棟での対応が困難な方

ナースステーション入口には自動ドアを設置しています。
暗証番号入力開閉により患者様の離院等に対する安全確保に努め病棟内では自由
に生活していただく場にしています。（但し、緊急時には自動開閉します）

定数 43 床A 病棟（５階）
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連携室　藤原
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