
ご自由にお取りください

感染対策委員会

～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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医療法人啓正会　理事長　清水　啓宗医療法人啓正会　理事長　清水　啓宗

新年、 明けましておめでとうございます。

旧年中のご厚情に心より深く御礼申し上げます。

職員一丸となって努力し、 更なるサービスの向上に努めてまいりますので、 本年も引き続きどうぞよろしく

お願い申し上げます。

　

昨年末、 毎月行っている法人研修の中で、 倫理についての研修を行いました。

その研修の中で倫理観の大切さと同時にコンプライアンス ( 法令順守 ) の重要性について話をさせて

いただいたのですが、 研修の準備を行っているなかで倫理観とコンプライアンスのバランスをどのように

保っていくのが大切であるか大いに考えさせられました。

ここでは詳しい内容については長くなるので記載することはできませんが、 どちらか一方を重要視しすぎて、

どちらかをおろそかにしてしまっては良いサービスに繋がらず、 この二つのバランスを考えながら、

両方の質を上げていくことが大切だということを研修で伝えました。

私の今年の課題は、 この二つの質を上げていくためにも法人の方針をしっかりと定め、 それを実行して

もらう職員の補充をし、 職員が働きやすい環境作りに努め、 利用者様へのサービスの質を上げていくこと

です。

今年は職員の補充のため、 当法人にもフィリピンから 2 名の特定機能実習生が来日します。

長崎県の調査では 2025 年には 3300 人の介護人材不足が見込まれており、 長崎県はその対策

として、 介護ロボットの導入補助や介護人材の 「裾野拡大」 等に取り組んでいます。

そして対策の一つとして、 3300 人の介護人材不足の 1/3 を外国人労働者で補おうと計画しています。

ここから予測されるように、 長崎県の医療福祉の分野でもコンビニエンスストアのように

外国人労働者がよく見かけられるようになるのではないかと思います。 人材不足は介護分野だけでなく、

医療福祉に必要な人材、 その他の分野でも深刻な問題となっており、 これから利用者の皆様や

そのご家族様にもご迷惑をおかけすることもあるのではないかと思います。

しかし当法人では、 いま私たちができることを一つ一つコツコツと取り組んでいきサービスの

充実に力を入れていきます。 非常に厳しい現状ですが、 皆様にもご理解ご協力いただきながら

当法人にかかわる皆様が笑顔になれればと思います。

皆様のご健康とご多幸をお祈りし、 新年のご挨拶とさせていただきます。
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約１日
　　～３日

感染対策委員会感染対策委員会

インフルエンザ
感染力が強く、人から人へとうつるインフルエンザ。予防をしたからと言って、100％防ぐことは不可能です。
でも、無意味ではありません！インフルエンザを遠ざけるために日常でできる予防対策を実践しましょう！
まずインフルエンザとは、口や鼻から入ったインフルエンザウイルスが、のどの粘膜などで増殖することで
起こる、急性の呼吸器感染症のことです。

どうやって感染するの？

インフルエンザの予防対策！！インフルエンザの予防対策！！

飛沫感染

接触感染

感染者のくしゃみ、咳、つばなど飛沫と一緒に
ウイルスが排出。そのウイルスを口や鼻から
吸い込み感染（学校や職場、満員電車などの
人が多く集まる場所）

感染者のくしゃみ、咳を手で押さえる。その手で
周りの物に触れてウイルスが付く→別の人がその
物に触って、ウイルスが手に付着→その手で
口や鼻を触って粘膜から感染（電車やバスの
つり革、ドアノブ、スイッチなど）

1）感染経路を断つこと　　帰宅時や調理前後、食事前、外出先でもこまめに手洗いをする。
　  　　　　　　　　　　　アルコールによる手指消毒。マスクの着用。ウイルスが体内に入るのを防ぐようにしましょう。
2）普段の健康管理　　　　免疫力が弱っていると感染しやすくなる。
　　　　　　　　　　　　  十分な睡眠とバランスの良い食事を心がける。
3）予防接種を受ける　　　発症しても重い症状になるのを防ぐ
4）適度な湿度を保つ　　　加湿器で湿度は 60％前後を維持、室温は 28℃に設定
　　　　　　　　　　　　（空気が乾燥すると、のどの粘膜の防御機能が低下）
　　　　　　　　　　　　各部屋は適度な換気を！可能ならプラズマクラスターで空気除菌を。点鼻薬で鼻の粘膜を守る。　　

もし、インフルエンザが疑われる症状に気づいたら、できるだけ早く医療機関で診療を受けましょう！

主な治療法は、抗インフルエンザウイルス薬の使用です。インフルエンザ発病から 48時間以内に使用すると、
ウイルスの増殖を抑えて発熱などの症状が消えるのを早めたり、体外に排出されるウイルスの量を減らすなどの
効果があります。

感染感染 発症発症 約１日～３日 約１週間 軽快軽快

インフルエンザの症状・経過

●３８℃以上の高熱
●全身倦怠感
●関節痛、筋肉痛、頭痛
　　などの全体症状

●咳
●喉の痛み
●鼻水
　　などの呼吸器症状

感染対策委員会　副委員長　立山　美智子



理学療法士　佐藤　洋平

　清水病院でのリハビリには、入院・外来の2種類があります。
リハビリとは「再び（re）人間らしい状態にする（habitare）」という意味があります。
　つまり患者様の機能回復訓練のみでなく、広い意味で元の地域社会で自立した生活を送れるようにする
ことです。当院では、自宅への復帰・施設での生活を維持するために行っています。

　清水病院でのリハビリには、入院・外来の2種類があります。
リハビリとは「再び（re）人間らしい状態にする（habitare）」という意味があります。
　つまり患者様の機能回復訓練のみでなく、広い意味で元の地域社会で自立した生活を送れるようにする
ことです。当院では、自宅への復帰・施設での生活を維持するために行っています。

　そのため多職種との連携を図り、退院前カンファレンスに参加したり、自宅及び施設へ訪問し、家屋構造を
把握した上で住宅改修の提案や、動作指導を行います。
　また、家族様の援助などを考慮した上で必要な介護用品（補助具）の選定などをすることで問題の解決を
支援しています。

リハビリテーション部の取り組み

医師
看護師

理学療法士

作業療法士

言語療法士

心理士
社会福祉士

ホームヘルパー

介護福祉士

ケアマネジャー

栄養士

薬剤師

患者様

退院前カンファレンス
　　　　　の様子

リハビリの様子
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怒りの感情をコントロール

イライラに振り回されず、ストレスと上手にかかわろう

怒りの感情をコントロール

イライラに振り回されず、ストレスと上手にかかわろう

医療安全について

看護部　内科外来　主任　畠山　記代美

看護部　　5F病棟　太田　由美子

日本医療機能評価機構による医療事故報告日本医療機能評価機構による医療事故報告

アンガーマネジメント

啓正会　盛り上げよう会

清水病院　院内研修会

日本初の
アンガーマネジメント手帳2020
日本初の
アンガーマネジメント手帳2020

▼出版社：ミネルヴァ書房
▼本体価格：1,500円（税別）
▼発売日：2019年9月27日

▼出版： 誠文堂新光社
▼著：安藤 俊介 (日本アンガーマネジメント協会)
▼本体価格：1,980円
▼発売日：2019/9/3 

マンガでわかる
介護職のためのアンガーマネジメント
マンガでわかる
介護職のためのアンガーマネジメント

▼Amazon評価★★★★☆（4.5）

オススメの一冊

～怒りに振り回されないための30の技術 ～

こちらもチェック

「アンガーマネジメント」初めて耳にする言葉でした。怒りの感情をコントロールするという

興味深い内容で、「確かにそうだなぁ」と考えさせられた講義でした。

「怒り」とは人間にとって自然な感情の一つで、怒りのない人はいないし、身を守るために

なくすことも不可能な感情です。「本当はこうしてほしい」「こうあるべきだ」という理想と、

そうではない現実とのギャップから怒りが発生するそうです。

イラっとしたら6秒待つ。その間深呼吸したり、落ち着く言葉を唱えたりすることで冷静さを

取り戻し、相手も自分も傷つけず上手にコントロールできるようになると学びました。

（簡単そうでかなり難しいかも）

怒りを最小限に抑えることができるように相手にどうしてほしいかしっかり伝え、

相手の想いを聞き取ってコミュニケーションを図り、自分も相手も怒らなくてよい優しい

楽しい人生になるよう感情をコントロールしていきたいです。　

　「医療事故報告の発表」の勉強会に参加しました。

事例の1つ1つが普段私たちが行っている医療行為である為

医療事故とはとなりあっているのだと実感しました。

ヒューマンエラーの発生は業務の中断、時間の切迫、多重の仕事が

要因になるのだと思います。

現在、人員不足でどの病棟も慌ただしく働いています。

各部署も医師の指示に対して、ダブルチェックは必要不可欠であり、

最終的に患者様に接する看護師が事故を行さないよう、慎重に個々が

責任をもって医療行為を行わなければいけないと再認識しました。
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地域医療福祉連携室　　　赤瀬　友成　　

地域医療福祉連携室　林田　友姫　　

NPO法人　コミュニティ時津の

ごみ拾いボランティア

神崎花園ボランティア
地域住民みんなでまちづくり

 ●神崎公園の場所●

時津町と地元の自治会・婦人会、企業などの団体が協働して行う”神崎花園のボランティア活動”に
啓正会から8名の職員が参加させていただきました！！

今回は2日間に分けての作業となり、まず10月26日（土）にコスモスの刈り取り作業を行いました。
楽しみにしていた今年のコスモスは天候不良の影響などもあり花は少ししか咲いておらず・・・。
雑草がびっしりと生えていて体力自慢の男性職員もさすがに刈り終える頃には疲労困憊で口数も
少なくなっていました。（^ ^;）

そして11月2日（土）に「来年の春こそはきれいに菜の花が咲くように」と参加者みんなの願いを込めて
菜の花の種まき作業を行いました。
この二日間の短い時間ではありましたが、地域住民の方や企業の方と一緒に汗を流し、会話しながら繋がりを
深めることができました。

来年の春にはたくさんの菜の花をお見せできると思っておりますので、啓正会のご利用者様、地域の皆さまぜひ
足を運んでみてください。

時津町と地元の自治会・婦人会、企業などの団体が協働して行う”神崎花園のボランティア活動”に
啓正会から8名の職員が参加させていただきました！！

今回は2日間に分けての作業となり、まず10月26日（土）にコスモスの刈り取り作業を行いました。
楽しみにしていた今年のコスモスは天候不良の影響などもあり花は少ししか咲いておらず・・・。
雑草がびっしりと生えていて体力自慢の男性職員もさすがに刈り終える頃には疲労困憊で口数も
少なくなっていました。（^ ^;）

そして11月2日（土）に「来年の春こそはきれいに菜の花が咲くように」と参加者みんなの願いを込めて
菜の花の種まき作業を行いました。
この二日間の短い時間ではありましたが、地域住民の方や企業の方と一緒に汗を流し、会話しながら繋がりを
深めることができました。

来年の春にはたくさんの菜の花をお見せできると思っておりますので、啓正会のご利用者様、地域の皆さまぜひ
足を運んでみてください。

Before After

ウォーター
フロント公園
ウォーター
フロント公園

三菱電機三菱電機

モスバーガー

大村湾

時津中学校時津中学校

令和元年10月19日（土）NPO法人コミュニティ時津が

主催する時津港沿岸のごみ拾いボランティアに参加しました！

毎年啓正会職員が参加しているボランティアで、

他にもいくつかの時津町の地元企業が参加していますが

今回は長崎大学のボランティアの方達にも協力していただき

清掃活動を行いました。海沿いなので風が強く、ごみの量も

以前に比べて減ってきているようですが、集めるとトラック

数台分もあり、終わる頃にはヘトヘトになっていました。

自分の日頃の運動不足を嘆きましたが、この活動が少しでも地域貢献になると思えば、心地の良い疲れだと感じ

ました。参加されていた地域の方たちには「啓正会って西時津の施設？」「自分たちもお世話にならんばね」等

と話しかけていただき、地域に少しずつ認知されているという嬉しい実感も湧きました。

今後もこのような活動を続けていき、地域に愛され地域に寄り添う病院を目指していきたいと思います。
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病院事務所　峯　知佳

病院事務所　木下　智子

徐々に暑さがやわらぎ、秋らしい気候になった 10月 19 日（土）、令和初の啓正会秋祭りが開催されました。
今回は、長崎大学龍踊部の皆さんによる「龍踊り」、長崎ウエスレヤン大学のジャズアンサンブル部による演奏
など若い皆さんにパワーをもらいました！！
又食品のお店は、今回移動販売のお店の方にも来ていただきました。
食欲の秋にふさわしく美味しいものが沢山あり患者様のみならず職員も飲食を楽しませていただきました。
患者様、ご家族様、近隣の方々、皆さん笑顔で今年はいつも以上に目と耳、おなかを満たした
実りのある秋（祭り）を迎えられました (^^♪。

12 月 19 日（木）、清水病院・トラバーユ長崎合同のクリスマス会が今年も開催されました。
オープニングはオンフルール長崎のオーラス部の皆様により素敵な歌声を披露していただきました。
懐かしい曲に、参加されていた患者様・入居者様ともに、笑顔で溢れていました。
また、この日に向けて練習していた職員によるコーラスも大変盛り上がっていました。

歌の披露で楽しく盛り上がったところでサンタとトナカイが登場！！
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第26回

健康教室
を、開催しました。

新年あけましておめでとうございます。

今年も皆様にとって素晴らしい年になりますよう、心より

お祈り申し上げます。

さて、昨年の話になってしまいますが、2019年の新語

・流行語大賞に「ONE　TEAM（ワンチーム）」が選ば

れましたね。昨年行われたラグビーワールドカップでベス

ト8に進出した日本代表が掲げたチームスローガンで、

心をひとつにして戦った日本代表の姿は、日本のみならず

世界中の人々に感動を与えました。「ONE　TEAM」は

多職種連携が求められている医療・福祉にも必要な精神

だと思います。

啓正会も働く職員が一丸となり、「ONE　TEAM」

目指して日々の業務に邁進していきたいです。

2020年も啓正会通信をご愛読の程宜しくお願いします。

令和元年12月18日（水）トラバーユ長崎1階で26回目となる健康教室を開催しました。

　地域住民の皆さま14名にご参加いただき、当院の山崎直哉院長より「肺がんの現状と治療の進歩」

というテーマでお話させていただきました。

　肺がんの罹患率や原因、検査内容など、データや資料、写真を使って説明を行い、山崎院長が実際に

行った手術の映像を見ながら、治療法についてのお話もありました。

　専門的な内容もありましたが、わかりやすい説明で、最後まで関心を持って聞いて頂けたのでは

ないかと感じました。また質疑応答の時間には、参加者の方からご自身の体調や検診について質問を

いただき、終了後には「勉強になった」などのお声も聞かれ、有意義な健康教室になったのではないか

と感じました。

　今後も地域の病院として、地域の皆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に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。

　 地域医療福祉連携室　森　莉歩


