
～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

医療法人啓正会　清水病院　広報誌

秋　号

Vol.30
2019年

目 次 ………… 2

高齢者の口腔ケアについて

秋祭り告知/編集後記

委員会だより

限度額適用認定証について～後編～

時津町

浜田地区敬老会（撥蔵）/健康教室

世相を感じた出来事

施設紹介

ご自由にお取りください

デイサービスセンター井手園

褥瘡対策委員会

……… 3

………… 6

…

…… 4

7

… 5

…………… 8

▲ 波佐見町「やきもの公園」にて★“文化の秋”を感じに行ってきました！（photo提供：職員O）

－1－



-4-

清水病院　事務長　桜庭　健一

先々月 8 月 21 日　午前 6 時 47 分。 私の携帯電話に啓正会のある施設の主任より一本の電話が

入りました。「A さんが交通事故にあったみたいなので、とりあえず現場に行ってもらって良いですか」

という内容でした。

驚いて現場に駆け付け、目にした状況は凄惨るもので、A さんの車の後方に追突した加害者の車は

横転している状況で、まず頭に浮かんだのは、A さんが無事なのかということでした。

その時A さんの勤務先の目の前で起きた事故ということもあり、当該事業所の夜勤職員が一次対応

したようで「A さんを救急車に乗せています。」という言葉には頼もしさを覚えました。

急いで救急車に乗ってみると、A さんの意識ははっきりしていたので、とりあえず一安心。

しばらく現場にいると、スマホ片手に何やら電話をしている若い男性を発見。

加害者の車は横転しているというのにまさかこの無傷の人が加害者？

色々と話を聞くと、毎日 12 時間労働、休みもまともに取れず大村から時津への出勤途中居眠り運転を

してしまったとのこと。ある意味被害者なのかもしれないとも思いました。

しかも電話の相手は、加害者の勤務先の上司で、電話の内容は本人の体が大丈夫なら出勤してほしい

旨のやり取りをしていたそうです。

どこの業界も人材不足とはいえ、なんだかなぁという思いになりました。

その後A さんは救急車で救急指定病院に搬送されたのですが、幸い打撲とむち打ちで済んでいました。

しかし、本人は歩行も困難な状態だったので、ご家族も含め、当然入院させてもらえるものと

担当の医師に申し出するも、「当院で治療することは何もないので入院はできません」との返答でした。

本人及び私が考える常識と救急病院及び医師の考える常識とは、大きく異なるものだなぁといまさら

ながら思いました。

しかし、昨今の悲惨な事故を思えば良くはないのですが、一安心しました。

一つの交通事故を通じてなんだか世の中がおかしくなってるよなぁと強く実感した一日でした。

職員の交通事故を通じて、世相を感じた etc...
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褥瘡対策委員会褥瘡対策委員会

褥瘡対策委員会　副委員長　袖山　里恵　

褥瘡（床ずれ）予防のためのスキンケア

地域の皆さま、こんにちは。

いつも啓正会通信の委員会だよりを見て下さりありがとうございます。

先日、褥瘡院内ミニ研修会を開催し、褥瘡に関する知識を 1 つ深め、患者様へより良い介護・看護を

提供できるよう努めています。

これからの季節は乾燥肌が気になる頃となります。

乾燥した皮膚は、汗や排泄物、衣類の接触・圧迫などの刺激に対して、トラブルを起こしやすくなり、

褥瘡（床ずれ）誘因の一つにもなります。

特に高齢者は季節に関係なく汗や皮脂の分泌が減り、一年を通して皮膚の乾燥が起こりやすくなります。

ではそれを予防するためにはどんなことをすれば良いでしょうか？

予防のためのスキンケア

毎日保湿剤を使って、お肌の手入れをしてみましょう。

保湿剤は市販のものでも構いません。

入浴後 5 分以内に毛並みに沿ってしわの中までやさしく塗るのが効果的です。

初めて使う方は、薬局・薬店・かかりつけ医へ

相談してみてください。

日頃から保湿剤を使うことで、皮膚が保護され皮膚のけがや褥瘡防止につながります。

皆さんも試してみて下さい。

～市販品～ ～医薬品～
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2.  規則正しい食習慣を意識しましょう  
歯垢のもとになる糖分の多い食品のとりすぎや、だらだら食いはやめましょう。

歯周病を予防するには…

1.  丁寧な歯みがきを心がけましょう
歯周病を予防するには、原因となるプラーク（歯垢）をきちんと

落とすことが基本です。

歯垢がついている歯と歯肉の境目を意識してみがきましょう。

歯と歯肉の境目に45度の角度に
当て、細かく前後に動かす。

3.  定期健診を受けましょう
歯周病のなり始めは痛みも少なく気づきにくいものです。
歯科医院で定期健診を受けましょう。　

歯周病は歯を失う原因の第1位  となっています。

歯科衛生士　寺井　詩織

45°

高齢者の口腔ケアについて高齢者の口腔ケアについて

     “歯周病“という言葉をよく聞くと思いますが歯周病とはどのような病気なのかご存じですか？

歯周病とは、歯垢の中の細菌によって歯肉に炎症をひき起こし、
やがては歯を支えている骨を溶かしていく病気のことで、
結果的に歯を失う原因となります。
 

歯周病は全身に影響を及ぼします。 
お口の中の細菌が誤嚥により肺へ 入ると誤嚥性肺炎を、更に
血液を経由し全身へと流れると様々な疾患を引き起こします。  
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※1　過去1年間に高額療養費の支給を3回以上受けた場合、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。ただし、新たに申請が必要となります。

前編のおさらい

医療費が高額になるとき、高額療養費という制度があります。しかし申請が必要であり、
一旦は全額支払わなければなりません。
そこで、限度額適用認定証を申請し病院窓口に提示することで支払額が高額療養費の
自己負担限度額までになります。（自己負担限度額は所得・年齢によって異なる）

後編では、 70歳以上の方の自己負担限度額 について説明したいと思います。
70歳以上の方の費用負担は、下表の自己負担限度額となっています。

　●平成30年8月より、70歳以上の3割負担（現役並みⅠ、Ⅱ）に該当する方についても限度額認定証の
    　手続きが必要となりました。

注意事項

　●住民税非課税世帯（低所得Ⅰ,Ⅱ）に該当する方は限度額適用・標準負担額減額認定証の手続きが
   　 必要になります。

　●申請窓口はお住いの市町村役場になります。

所得区分がどれに該当するかの確認をし、必要に応じて限度額適用認定証または
限度額適用・標準負担額減額認定証の申請をしましょう。

限度額適用認定証  について
前編では70歳未満の方の医療費の自己負担限度額と限度額適用認定証について説明させて
いただきました。

編後

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♪

自己負担の算定方法（ 3回目まで）4回目以降※1

252,600円
　　　(総医療費ー842,000円)×1％

167,400円
　　　(総医療費ー558,000円)×1％

80,100円
　　　(総医療費ー267,000円)×1％

一般 57,600円 44,000円
低所得Ⅱ 210円※2
低所得Ⅰ 100円

負担
割合

3割

1割

所得区分
外来+入院（世帯ごと）の自己負担限度額

24,600円
15,000円

食事代
（ 1食あたり）

460円

現役並みⅢ
(課税所得 690万円以上)

現役並みⅡ
(課税所得 380万円以上)

現役並みⅠ
（課税所得 145万円以上）

140,100円

93,000円

44,400円

+

+

+
44,400円



自宅や住宅施設で生活されている方が

日中に通って来られ、 食事や入浴、 レクリエーション、

機能訓練等の介護サービスを受けられるところです。

心身機能の維持を図ったり、 在宅での介護負担の

軽減等を主な目的としています。 

要介護認定で事業対象者、 要支援１ ・ ２、

要介護１～５のいずれかの認定を受けられた方

介護職員、 生活相談員、 看護職員、 機能訓練指導員

-- 利用者定員 --

6 ～７時間　※その他の利用時間はご相談下さい。

-- 利用対象者 --

-- スタッフ --

-- 利用時間 --　

井手園井手園

３０名

食   事

機能訓練指導員が

ご本人に適した方法で

日常生活動作の向上が

図れるよう運動指導を行っています。

機能訓練指導員が

ご本人に適した方法で

日常生活動作の向上が

図れるよう運動指導を行っています。

心身がリラックスして

ストレス解消や不眠の解消、

免疫力の向上につながります。

心身がリラックスして

ストレス解消や不眠の解消、

免疫力の向上につながります。

機能訓練

９ ： ３０ ～ お出迎え、 健康チェック、 水分補給
９ ： ４０ ～ 入浴、 機能訓練、 余暇活動
１１ ： ４５ ～ 口腔体操
１２ ： ００ ～ 昼食、 口腔ケア
１３ ： ００ ～ 体操、 ストレッチ、 余暇活動
１４ ： ００ ～ レクリエーション
１５ ： ００ ～ おやつの時間
１５ ： １５ ～ 帰宅準備
１５ ： ４５ ～ お見送り

９ ： ３０ ～ お出迎え、 健康チェック、 水分補給
９ ： ４０ ～ 入浴、 機能訓練、 余暇活動
１１ ： ４５ ～ 口腔体操
１２ ： ００ ～ 昼食、 口腔ケア
１３ ： ００ ～ 体操、 ストレッチ、 余暇活動
１４ ： ００ ～ レクリエーション
１５ ： ００ ～ おやつの時間
１５ ： １５ ～ 帰宅準備
１５ ： ４５ ～ お見送り

手摺りの設置や、 入浴用車椅子を準備しているため、

お身体の状態に合わせて安全に入浴していただくことが

できます。 お手伝いが必要な方には職員が付き添います

のでご安心下さい。

手摺りの設置や、 入浴用車椅子を準備しているため、

お身体の状態に合わせて安全に入浴していただくことが

できます。 お手伝いが必要な方には職員が付き添います

のでご安心下さい。

運動が苦手な方でも皆と一緒に楽しく身体を動かし

ながら体操をしています。

身体を使ったり、 道具を使いながらさまざまな活動を

行います。 楽しいひと時を過ごすことでその人の心身、

生活を活性化させるきっかけになっています。

また人間関係を築きながら楽しみづくりや生きがいづくり

にもなっています。

身体を使ったり、 道具を使いながらさまざまな活動を

行います。 楽しいひと時を過ごすことでその人の心身、

生活を活性化させるきっかけになっています。

また人間関係を築きながら楽しみづくりや生きがいづくり

にもなっています。

物理療法、 マッサージチェアー

集団体操

お気軽にお問い合わせ下さい

095-814-2777
担当：葉玉(ハダマ)

デイサービスセンター井手園デイサービスセンター井手園

レクリエーション

入　浴

栄養バランスを考えて、

季節の食材などを取り入れた

食事を作っております。

食事は利用者様の楽しみにも

なっています。

栄養バランスを考えて、

季節の食材などを取り入れた

食事を作っております。

食事は利用者様の楽しみにも

なっています。

デイサービスセンターデイサービスセンター

基本的な一日の流れ基本的な一日の流れ
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地域医療福祉連携室　森　莉歩　

　令和元年年9月18日（水）、浜田4地区公民館で25回目となる健康教室を開催

　しました。

　

                  今回は清水病院の看護師が担当し、地域の方々からも毎回ご好評をいただいている

                 「看護師による健康チェック」というテーマで、地域住民の方々18名にご参加

                  いただき「体温」「血圧・脈拍」「SPO2(動脈血酸素飽和度)」「血糖」の 4ブース

                  を回り、全項目を測定していただきました。

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に努めていきたいと思います。

今回も参加してく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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地域医療福祉連携室　赤瀬　友成

中には看護師に詳しい検査を勧められたり、

生活習慣の改善を指導されたりする方もおり、

健康増進にもつながったのではないかと思います。

ご自身の測定値と、一般的な正常値とを比較しての

質問や、日頃気になっている体調についてなどの

ご相談をいただき、地域の皆さまの健康に対する

意識と関心の高さを実感しました。

    令和元年 9 月 15 日（日）に時津町コスモス会館にて行われた時津町浜田地区の敬老会にお招きいただき、私たち啓正会

和太鼓チーム”撥蔵”のメンバー 8 人で 2 曲披露してまいりました。まだまだ残暑が厳しい日でしたが、浜田地区にお住まい

の方が 140 名近く参加され、食事をしながら子供会や有志の方々の踊り、民謡などの演芸披露にたくさんの歓声が沸き、

楽しまれていました。私たちの太鼓演奏の時にもたくさんの歓声や拍手をいただき、パワーを届けるつもりが、逆に

たくさんのパワーをいただいた気がします。まさに“令和”の始まりにふさわしい立派な敬老会で、子供からお年寄りまでの

多世代で作り上げるという「地域愛」を強く感じました。

近年、医療・介護業界でも「地域」と密接に関わり、顔の見える関係づくりが求められています。医療・介護に関わる者として

これからも仕事の幅にとらわれずに「地域愛」を育むお手伝いをさせていただきたいと思います。

    令和元年 9 月 15 日（日）に時津町コスモス会館にて行われた時津町浜田地区の敬老会にお招きいただき、私たち啓正会

和太鼓チーム”撥蔵”のメンバー 8 人で 2 曲披露してまいりました。まだまだ残暑が厳しい日でしたが、浜田地区にお住まい

の方が 140 名近く参加され、食事をしながら子供会や有志の方々の踊り、民謡などの演芸披露にたくさんの歓声が沸き、

楽しまれていました。私たちの太鼓演奏の時にもたくさんの歓声や拍手をいただき、パワーを届けるつもりが、逆に

たくさんのパワーをいただいた気がします。まさに“令和”の始まりにふさわしい立派な敬老会で、子供からお年寄りまでの

多世代で作り上げるという「地域愛」を強く感じました。

近年、医療・介護業界でも「地域」と密接に関わり、顔の見える関係づくりが求められています。医療・介護に関わる者として

これからも仕事の幅にとらわれずに「地域愛」を育むお手伝いをさせていただきたいと思います。

第25回

健康教室
を、開催しました。



ようやく夏も終わりを告げ、朝晩は少し肌寒く感じ

られるようになりましたね。

季節の変わり目ですので、体調管理に気を付けて

お過ごし下さい。

かく言う私も中々体調が優れない日々が続いています・・・

そのせいで嗅覚が機能不全を起こしているようで、

食べ物の味がしないという症状に悩まされていますが、

悲しいことに食欲、体重共に減ることはありませんで

した(笑)

今年の風邪は長引くらしい、と毎年のように聞くような

気がしますが、それを肌で感じている今日この頃です。

さて、啓正会通信もついに「第30号」を発刊となりま

す。

これからもご愛読の程よろしくお願い致します。

編 集 後 記
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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

グループホーム モン ・ サン西山
095-818-4165（担当：バンバ）

※雨天中止になる場合があります※雨天中止になる場合があります

※会場には駐車場がありませんので
　公共交通機関をご利用ください
※会場には駐車場がありませんので
　公共交通機関をご利用ください

 川平有料道路

206

ニトリ

南公園

北病院

はるやま

レストラン牛右衛門

井手園バス停から徒歩2分井手園バス停から徒歩2分

琴
海

道
ノ
尾↓

↓

西彼杵郡時津町元村郷 897西彼杵郡時津町元村郷 897

居酒屋食堂シエスタ（メンチカツ・和牛カレーなど）
IBUKI 珈琲（ドリップコーヒー・カフェオレなど）　

清水病院のやきとり・やきそば
栄養士オリジナルスウィーツ♡

ヨーヨー くじ引き (豪華景品あり！）

職員による魂のソーラン節演舞
ザ・サンクスによるバンド演奏　

GOCHISOY　（豆乳プリンや豆腐加工食品）　

ソフトドリンク＆ビール　　　

居酒屋 ICHI

撥蔵による太鼓演奏
長崎大学龍踊部

2019.10.19（土）2019.10.19（土）
16:00-18:0016:00-18:00

会会

み ん な 集 ま れ ♪み ん な 集 ま れ ♪

ゲーム

ステージ

食べ物

地域の皆さま
ぜひお越しください

　　　　今回は
プロの料理 4 店をゲスト
出店してもらっています

ホームページ
Facebook清水病院
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