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医療安全対策委員会

～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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事務長　桜庭　健一事務長　桜庭　健一

時節柄、 診療報酬改定のことを書こうと思っていたのですが、 当院に関する

改定内容はほぼないに等しいという状況にあるため、 さて何を書こうかと悩む日々。

今一番の話題といえばコロナウイルスに関することであるが、 毎日の情報の波に僻々

している面もあり、 ここで何かしら書いたところで状況が好転するわけでもないし、

困ったことになっていたのですが、 今年は五回目の年男 （４８歳） になることを

思い出したので、 遅ればせながら令和２年度の抱負について書かせていただきます。

過去４回の年男の時は、 特に思うところもなかったような気もするのですが、

４８歳ともなると、 普通に考えて人生の折り返し点を過ぎているわけであり、

なんかこう人生について考えさせられることが多くなったような気がします。

特に昨年一年間は改めて 「人の縁」 の大切さを感じさせられる出来事が非常に

多くあり、 これまで培ってきたこの縁を大事にしていくことが、 仕事においても

プライベートにおいても大切になってくるのではないかと考えます。

ということで今までの 「人の縁」 を大事にすることはもちろんこれから新しく

出会うかもしれない 「人の縁」 も大事にしていくことで、 のどかで豊かな人生を

送りつつ、 時々ドキドキワクワクするような出来事があるような令和２年度を

過ごせたらと思う今日この頃です。
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新年度  看護部の抱負

看護部総師長　辻田　明美看護部総師長　辻田　明美

4 月になり、 春がそこにと季節は変化していますが、 皆様、 体調はいかがでしょうか？

今年に入り新型コロナウイルスが猛威を振るい、 世界中が大変な事態となっています。

春は新年度に向けて大切な時期、 受験 ・ 卒業式 ・ 入学式 ・ 入社式など様々な行事が変更と

なり困惑されていると思います。

私たち看護部でも医療従事者として、 普段行っている感染防止マニュアルに加え、 国からの

情報を元に院内感染対策委員会より全スタッフへ周知し、 患者様への感染防止に努めています。

（昨年から今日 3 月 14 日まで院内でのインフルエンザに罹患した方はいませんでした）

＝このような状況の中ですが、 新年度 看護部の抱負 （目標） として＝

◎ 働きやすい環境づくり、 仕事を楽しくとらえること

◎ 看護 ・ 介護スタッフ増員の推進

それにより　  ・ 患者様との十分なコミュニケーションが図れる

  ・ 患者様 ・ ご家族様への安心 ・ 安全な看護が提供できる

  ・ スタッフの心身共に余裕が生まれ、 自然な笑顔となる

  ・ スタッフ各々が協調性を持ち業務が円滑となる

  ・ 看護 ・ 介護の質の向上につながる （資格習得など）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上のことが期待されます。
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新年度も啓正会スタッフの一員として笑顔を絶やさぬよう、 いつでも優しい気持ちで

皆様に寄り添う看護を提供いたします。

デキルコトカラコツコツト！元気よく仕事をしましょう

新年度も啓正会スタッフの一員として笑顔を絶やさぬよう、 いつでも優しい気持ちで

皆様に寄り添う看護を提供いたします。

デキルコトカラコツコツト！元気よく仕事をしましょう
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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

昨年は元号が「平成」から「令和」へと変わり、日本列島全体が「新天皇即位」を祝うおめでたい年となりました。
私達、医療従事者は「日常変わりなく」入院患者様の入院生活の支援を行い、その生活支援の中で起こっている
インシデント・アクシデントは、いつもと変わりなく発生しています。

2019年1年間の「ひやりはっと報告」「事故報告」をグラフに表し、評価してみました。
「事故報告」は、年間245件の報告があり、月平均20件の報告となっています。
うち「転倒・転落」などの報告は80件となっており約32％を占めています。気候的要因や因果関係は評価できません
でしたが、8月と11月が共に13件と多く報告されています。それに平行して「骨折」の報告は年間10件で12.5％
でした。全体の「事故報告」の１割程度であり「外傷予防対策」が行われているためと思います。

「ひやりはっと報告」は、年間5347件で月平均445.5件の報告があがっています。
「転倒」「転落」に関しては、432件で月平均36件の報告で全体の8.3％を占めています。
5月に「ひやりはっと報告書」を書きやすく改訂したところ報告が563件に一旦増えましたが、多忙な時期である
1月・12月は報告がやや減少傾向にあるようです。
しかしながら、年間の「骨折」数を”10件”にとどめているのは、日頃からのスタッフの「環境整備」による
「安全対策」によるものと思われ「衝撃吸収マット」「P一柵」「センサーマット」の使用の工夫があり、患者様個人・
個人のADLに応じた「安全対策」を強化していく事が大切です。

医療安全管理対策委員会　　橋元　加代子　

平成31年1月～令和元年12月までの「ひやりはっと報告」と転倒・転落

平成31年1月～令和元年12月までの事故報告と転倒・転落事故報告
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平成31年1月～令和元年12月までの骨折報告
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季節のお料理レシピ
季節のお料理レシピ

材料 (2人分)

材料 (4個分)・

① 春キャベツは一口大にちぎる。材料を切る。（にんにくみじん切り、ベーコン1cm幅、赤唐辛子 輪切り）

② フライパンでオリーブオイル、にんにく、赤唐辛子を熱し、春キャベツ、ベーコンを加えて軽く炒める。

     塩ブラックペッパーで味を調える。

③ 熱湯でスパゲティをゆで、湯をきってから、②を加えて和える。

① もちを1～2cm角に切る。

② 耐熱容器に切りもち、さとう、水を入れラップをして電子レンジでやわらかくなるまで加熱する。（600w2分）

③ もちが熱いうちに木べらでよく練り、なめらかにする。4等分してバットに入れ、片栗粉をまぶす。

④ 温かいうちにあんを包み込む。最後に切り目を入れて、いちごをはさむ。

春キャベツ…………  3枚
ベーコン……………  40ｇ
にんにく……………  1片
赤唐辛子…………     1/2本
スパゲティ………  200ｇ
オリーブオイル…… 大さじ1
塩・ブラックペッパー　各少々

切りもち………  4個（60g）
砂糖…………    大さじ2
水……………    大さじ1
片栗粉………    適量
いちご………    4個
あん…………    80ｇ

≪ 春キャベツとベーコンのペペロンチーノ ≫

≪ いちご大福 ≫

●作り方●

●作り方●

冷めてもなめらかないちご大福を

　切りもちで簡単に作れます

冷めてもなめらかないちご大福を

　切りもちで簡単に作れます

大福生地にいちごジャムを混ぜて
ピンクで可愛く、あんは白あんと
抹茶パウダーで緑に華やかに！

甘くて柔らかい春キャベツをたっぷり

　加えて、彩り良く仕上げています

甘くて柔らかい春キャベツをたっぷり

　加えて、彩り良く仕上げています

（photo：株式会社マーコ）

（photo：料理レシピnadia）

炒めて和えるだけ！
材料を変えて
バリエーションも豊富

おす
すめ

アレ
ンジ
の

楽しみ方



2月1日に長崎大学医学部において「当施設リハビリテーション利用者の現状と
満足度の検討」について発表させていただきました。
初めての参加で緊張いたしましたが、山崎院長のアドバイスをいただきながら
ポスターを作成し、何とか当日をむかえることができました。
私達にも良い経験でしたが、さまざまな分野からのポスター発表を見ることで
とても勉強になりました。特に施設が一丸となって行った取り組みや多職種間での
情報共有が良い発表へと繋がっているように感じました。これから啓正会全体が
活性化するような取り組みができたら、良い結果が得られるのではないかと
思いました。末筆ではございますが、清水会長をはじめご清聴いただきました
皆様、お忙しい中ありがとうございました。

2月24日、時津東小学校区防災訓練が開催され、清水病院も参加させて頂きました。
自治会長様より「地球温暖化による大雨被害、台風被害、地震などに他人事ではなく備えて
いかなければいけない。その為には地域住民の助け合いが大切になる」との話がありました。
私たちは救護班として、被災し怪我を負った方の搬送、視覚障害の方を避難所へ誘導するという
大役を頂きました。誘導中に地域住民の方と災害について、時津町の地形で危険な場所等のお話が
でき大変参考になりました。その後避難所体験として、ダンボールでできたベッドやトイレの制作・
使用体験にも参加させて頂きました。
今後、いかなる災害の直面した場合でも、今回の経験を生かし地域住民と協力し合い、医療従事者
としての自覚を持ち臨んで行きたいと思いました。

4階病棟　師長　志田　たか子

理学療法士　小西  奈穂理学療法士　小西  奈穂
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時津東小学校区  避難訓練に参加して

日本プライマリ・ケア連合学会長崎県支部会でのポスターセッションを終えて

（Photo：S.N）

（Photo ：E.S）
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F RE S ERSH

①お酒を飲む事
②BABAKE
③よろしくお願いします。

①  趣味
②  長崎でおすすめの
　　　　　場所・お店
③  最後にひとこと

①映画をみること
②焼肉キング
③挨拶と感謝の気持ちを忘れず
　勉強していきたいと思います。

①お酒
②月の燈
③おいしいおつまみ教えて下さい。

①生け花、ガーデニング、読書
②夕日が丘外海、出津・黒崎教会めぐり
③2月よりケアスタッフとして患者様の
     見守り対応をさせて頂いております。

①バイクツーリング
②瀬詰崎灯台、棚畑展望所、マリンハウスココ
③よろしくお願いします。頑張ります。

①映画鑑賞
②なし
③よろしくお願いします。

小宮　裕亮

R1年7月  入社

総 務

伴内　夏奈

井上　篤子 林　李佳

①絵をかくこと
②福の湯（バイキング付き）
③皆についていくのでいっぱいいっぱい
　で毎回反省会です。がんばります。

給 食 看護師

松本　麻衣

3F  介護

平野　秀子

５階見守り

山口　由香里

看護助手

看護助手

R1年7月  入社

R1年8月  入社 R1年12月  入社 R2年2月  入社

R2年2月  入社 R2年2月  入社
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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

ホームページ

Facebook清水病院

地域連携室 を知っていますか？

地域の健康教室で司会進行

春は入学や就職等新しい環境に身を置かれる方も

多いと思います。環境の変化がない方も、心機一転

新しいことに挑戦してみるのはいかがでしょうか。

連携室では個々に新しい挑戦を掲げてみました。

H「家に眠っていたエアロバイクを漕ぐことを習慣

　 にする」

M「朝活をして自分の時間を確保する」

A「N町（個人情報のため詳細は避ける）に小さ

　 な家を買う」

小さなことから大きなことまで何か目標を立てる

ことで、日々の生活に前向きになれるのではない

でしょうか。

　　　　　さて、啓正会通信も第32刊の発刊と

　　　　　なりました。これからもご愛読の程

　　　　　宜しくお願いします。

地域連携室では地域の医療機関や福祉サービス等の関係機関と連携を図ったり、患者様

およびご家族が安心して療養生活を送ることができるよう、医療福祉に関する相談やお悩みを

お受けしています。

● 医療費のことが心配

● 退院した後の生活に不安がある

● 介護保険や施設について知りたい

● その他ご意見・ご要望など

相談窓口：地域医療福祉連携室　医療ソーシャルワーカー

何かお困りなことはありませんか？何かお困りなことはありませんか？

カンファレンスで意見交換

相談は無料です。お気軽にご相談ください。

相談内容については秘密を厳守いたします。

相談は無料です。お気軽にご相談ください。

相談内容については秘密を厳守いたします。

他にも、カンファレンスへの参加や

健康教室での司会進行など担当して

います。


