
ご自由にお取りください

～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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令和３年　年初挨拶令和３年　年初挨拶令和３年　年初挨拶令和３年　年初挨拶

みなさん、 新年あけましておめでとうございます。

　昨年は年初から地球規模で新型コロナウイルスに席巻された年でした。

日本全国では初夏には新規感染者数は相当押さえられていましたが、 秋が深まり、 気温の

低下とともに第 3波が押し寄せています。 １２月２１日現在、 全国の累計感染者数は 199,294 名、

死亡者数は 2,916 名、 新規感染者数が連日 2500 名を超える勢いで、 22 日には感染者数は累計

20 万人を確実に突破します。 長崎県は累計感染者数 408 名と全国で下から 11 番目、 九州 ・沖

縄では最も少なく、 健闘していますが、 これも紙一重の状況です。

　コロナウイルスは季節性インフルエンザと比較されがちです。 昨年から、 コロナ対策で

手洗い、 手指消毒、 マスク、 ソーシャルディスタンス、 換気励行の効果でインフルエンザ

は激減していますが、 これらの感染防止対策を行っているにもかかわらず、 コロナ感染は

拡大を続けています。 あらためて、 コロナの感染力の強さが強調されます。

　当施設では、 入居者、 入院患者は介護 ・支援を要する高齢者ばかりであることから、

感染対策として、 面会制限、 動線の確保、 待合室での人との距離、 換気の励行などの他、

看護師、 介護スタッフ、 歯科衛生士のみなさんにはマスクに加えフェースシールドを装着する

ことにしています。

　さて、 このような状況下で、 職員のみなさんにはご本人 ・家族の県外への行動制限、 県外

在住家族の帰省制限、 毎年恒例のイベントの中止などストレスが貯まる日々が続きますが、

幸いにも当施設で感染者がいないのはみなさんの不断の危機管理、 感染防止意識の賜物と

感謝しています。 コロナ禍はまだまだ終息のめどは立たず、 しばらく感染状況改善は

難しいでしょう。 まずはこの冬を乗り切って、 早くて 2～ 3月には感染抑制率 90％以上と

いうワクチン接種 （接種後の有効期間、 副反応などわかっていないこともある） が始まる

可能性もあります。 暖かい春が来る頃には、 状況が好転し、 夏にはオリンピックがどのような

形であれ開催されることを期待します。

　最後に本年が職員のみなさまにとってより良い年であることを祈念して新年の挨拶と

させていただきます。

みなさん、 新年あけましておめでとうございます。

　昨年は年初から地球規模で新型コロナウイルスに席巻された年でした。

日本全国では初夏には新規感染者数は相当押さえられていましたが、 秋が深まり、 気温の

低下とともに第 3波が押し寄せています。 １２月２１日現在、 全国の累計感染者数は 199,294 名、

死亡者数は 2,916 名、 新規感染者数が連日 2500 名を超える勢いで、 22 日には感染者数は累計

20 万人を確実に突破します。 長崎県は累計感染者数 408 名と全国で下から 11 番目、 九州 ・沖

縄では最も少なく、 健闘していますが、 これも紙一重の状況です。

　コロナウイルスは季節性インフルエンザと比較されがちです。 昨年から、 コロナ対策で

手洗い、 手指消毒、 マスク、 ソーシャルディスタンス、 換気励行の効果でインフルエンザ

は激減していますが、 これらの感染防止対策を行っているにもかかわらず、 コロナ感染は

拡大を続けています。 あらためて、 コロナの感染力の強さが強調されます。

　当施設では、 入居者、 入院患者は介護 ・支援を要する高齢者ばかりであることから、

感染対策として、 面会制限、 動線の確保、 待合室での人との距離、 換気の励行などの他、

看護師、 介護スタッフ、 歯科衛生士のみなさんにはマスクに加えフェースシールドを装着する

ことにしています。

　さて、 このような状況下で、 職員のみなさんにはご本人 ・家族の県外への行動制限、 県外

在住家族の帰省制限、 毎年恒例のイベントの中止などストレスが貯まる日々が続きますが、

幸いにも当施設で感染者がいないのはみなさんの不断の危機管理、 感染防止意識の賜物と

感謝しています。 コロナ禍はまだまだ終息のめどは立たず、 しばらく感染状況改善は

難しいでしょう。 まずはこの冬を乗り切って、 早くて 2～ 3月には感染抑制率 90％以上と

いうワクチン接種 （接種後の有効期間、 副反応などわかっていないこともある） が始まる

可能性もあります。 暖かい春が来る頃には、 状況が好転し、 夏にはオリンピックがどのような

形であれ開催されることを期待します。

　最後に本年が職員のみなさまにとってより良い年であることを祈念して新年の挨拶と

させていただきます。

医療法人啓正会　清水病院

院長　山崎直哉

医療法人啓正会　清水病院

院長　山崎直哉
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ヒヤリハット

事故報告

転倒事故

ひやりはっとが減ると
事故報告が多いようです

令和 2年 1月～ 10 月までの「ひやりはっと報告」「事故報告」の提出数をグラフにしてみました。
「ひやりはっと」が減ると「事故報告」が増える傾向があるようです。
事故報告の中の転倒等の割合は 1月は 3割程度でしたが、10 月は 4割強へ増えています。

令和 2年 1月～ 10 月までの 「ひやりはっと報告」 「事故報告」 「転倒 ・転落 ・座り込みの事故」

月別発生グラフ

令和 2年 1月～ 10 月までの 「ひやりはっと報告」 「事故報告」 「転倒 ・転落 ・座り込みの事故」

月別発生グラフ

R2年/月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月

ひやりはっと 417 388 441 391 447 411 426 419 387 380

事故報告 20 12 28 21 24 31 33 28 32 41

転倒事故 6 4 8 8 9 7 8 6 13 19

～コロナ禍で転倒等をしないように私達が気を付ける事～～コロナ禍で転倒等をしないように私達が気を付ける事～
新しい生活様式になった事でいくつか転倒のリスクをあげてみました。

■マスクを常につけている事で全身の動きが鈍くなる。
■マスクをつけている事で声が聞き取りにくい。
■マスクが気になって注意が散漫になり集中できない
■手の消毒を何回もするため、色々なものに掴まれない。
■生活範囲が狭くなり、体力と筋力が落ちて歩行が不安定になる。
■「密」になれない。体を直接支えることを遠慮してしまう

新型コロナ感染予防のために今までと違う生活様式です。
転倒のリスクも増えると思います。

普段の生活に少し気にして頂き、介護する人、される人と大変ですが乗り切りましょう！！

医療安全管理対策委員会　　橋元　加代子
－3－



MRI CT
撮影原理撮影原理 磁気の共鳴 X線の吸収

放射線被ばく放射線被ばく なし あり

基本の断面基本の断面 任意の断面（横断・冠状・矢状） 横断面

検査時間検査時間 15～30分 5分程度
得意な部位得意な部位 脳・脊髄・四肢関節・骨盤腔 脳・肺・腹部・骨

長所長所

放射線被ばくがない 撮影時間が短いので、救命救急に対応できる
疾患の質的な診断ができる 体内に金属（ペースメーカー）が入っていても検査可能
造影剤なしで血管の画像が得られる 騒音や閉塞感が少ない

早期の脳梗塞の診断ができる 脳出血が分かりやすい
神経・血管・靭帯・軟骨が鮮明に写せる 骨・肺・出血巣の内部構造が明確に抽出される

短所短所
検査時間が長い 放射線被ばくがある

検査時、大きな音がする 造影剤を使用しないと、病変や血管などはよく
検査を受けるために制限がある（下記参照） 見えない場合がある

清水病院では、 2018 年４月に MRI 装置を導入し、 様々な部位の撮影を行い、 診断に役立てています。

当院で行っている MRI 検査の紹介と、 CT 検査との違いについての比較を簡単にまとめました。

MRI 検査とは、 強い磁石とラジオに使われているような電磁波を用いて、 体内の状態を画像にする検査です。

体内の水素原子を磁場と電波の力でゆさぶり、 原子の状態を画像にします。

体内の様々な病気を発見することができますが、 特に脳や脊椎、 四肢などの病気に高い検査能力を持っています。

検査のおはなし検査のおはなし

MRI とはどんな検査？MRI とはどんな検査？ MRI で分かること・CT との違いについてMRI で分かること・CT との違いについて

MRI も CT も、 どちらも大きな筒の中に寝た状態で入る検査方法です。

どちらも似たような機械なので、 見た目は違いが分からない人も多いと思いますが、 それぞれ特徴があります。

脳血管ＭＲ Ｉ 腰椎ＭＲ Ｉ 膝ＭＲ Ｉ 胸部 CT

－4－

MRI 検査とは？

MRI と CT の違い

検査を受ける際の注意点について検査を受ける際の注意点について

MRI 検査は、以下に該当する方は受けることができない場合があります。必ずお申し出てください。
・心臓にペースメーカーが植え込まれている方
・刺青がある方
・閉所恐怖症の方

・２０分程度の静止が困難な方
・体内に材質の分からない金属のある方
・妊娠またはその可能性のある方

放射線科　　相川 康子



保育園事務　　田尻　龍
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施設紹介施設紹介

当園は企業指導型保育園として 2019 年３月１日にオープンし、

職員の皆さま方と地域の方々に支えられ、今年の３月で 3 年目に

入ります。

夢をもつことがむずかしい現代の中でも、世界で活躍する人物や

会社がたくさんあります。そのような世界の中で活躍できるよう

な夢と希望を持てる子供をサポートしたいと考えています。

私たちはみんなが夢をもてるように様々な経験をしてもらい
みんなのやりたいと思う気持ちを育みます。

園児達がさまざまな経験を学べるよう、様々な行事を企画し、実施しています。

昨年は、下記の行事を実施しました。

★運動会

★流しそうめん

★芋ほり

★クリスマス会

企業枠 10 名、地域枠９名、定員 19 名の小規模保育園となります。

小規模保育なので、30 名以上いる保育園と違い、経験豊富な保育士が園児１人１人に

対して保育を行える環境です。
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おしえ
て！！

おしえ
て！！

デイサービスとデイケアの違いデイサービスとデイケアの違い

　全国的に超高齢化社会が進むにつれて、在宅介護を希望

する方も増えていますが、常に介護できる状態ではない家

庭の方が多いのではないのでしょうか。

　そんな中で重要な役割も担っているのが「デイサービス」

と「デイケア」です。

高齢者が日帰りで利用できる介護保険サービスで、名前は

似ていますが、そのサービス内容や目的は異なりますので

紹介したいと思います。

　要介護認定で要支援または要介護と認められた人を対

象に、健康管理、入浴や食事などの生活介護、心身機能

の維持や回復を図る機能訓練などを中心に行います。レ

クリエーションなどもありますので、家にこもりがちな

高齢者にとっては他者との交流を持つことで、生きがい

を持って生活をしてもらうことを目的としています。

また、家族など介護をしている人にとっての負担の軽減

を目的とすることもあります。スタッフは、看護職員・

生活相談員・機能訓練指導員・介護職員・管理者などが

在籍しています。

　デイサービスで行う機能訓練とデイケアで行うリハビリテーションは、どちらも身体機

能の回復・向上を目的としたものです。

ただし、機能訓練は医師の指示は必要なく、機能訓練指導員の指導だけで受けることがで

きます。これに対してリハビリテーションは、医師の指示が必要となり、作業療法士や理

学療法士といった特定の資格を有したスタッフに指導してもらう必要があります。

その違いが、デイサービスとデイケアの決定的な違いとなります。

　一言でいうと

＊デイサービスは「生活介護・生きがい作り・運動」などのサービスが総合的に受けられる

＊デイケアは「リハビリテーションに特化」したサービスが受けられる

といった感じです。どちらのサービス利用が適しているかは、高齢者自身の利用目的や身体状況によって

異なります。利用される場合はケアマネージャーや家族と相談して、適切な施設を選んでいただければと

思います。

　一言でいうと

＊デイサービスは「生活介護・生きがい作り・運動」などのサービスが総合的に受けられる

＊デイケアは「リハビリテーションに特化」したサービスが受けられる

といった感じです。どちらのサービス利用が適しているかは、高齢者自身の利用目的や身体状況によって

異なります。利用される場合はケアマネージャーや家族と相談して、適切な施設を選んでいただければと

思います。

　要介護認定で要支援または要介護と認められ、病状が安

定している人を対象に、医師の指示のもとリハビリテーショ

ンを提供します。

また、デイサービス（通所介護）同様に健康管理や入浴、

食事などの生活介護も行われ、心身機能の維持や日常生活

の回復を目的としています。

スタッフは医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚療法士・

看護職員・介護職員などが在籍しています。

デイサービス【通所介護】の特徴は？ デイケア【通所リハビリテーション】の特徴は？

まとめ

ポイント

UMA 先生
UMA 先生
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新年明けましておめでとうございます。

　ご利用者様ならびに関係者の皆様には、日々の新型コロナウイルスの感染防止対策の徹底、

面会制限、外出制限などにご理解とご協力をいただき、心より感謝申し上げます。

おかげで当法人ではこれまで感染者が出ることなく新しい年を無事に迎える事ができました。

　昨年は、世界中が「新型コロナウイルス感染症」の感染に脅かされ、今もなおその状況が

続いております。日本においても、４月に緊急事態宣言が発出され、不要不急の外出自粛の

要請に基づき、テレワークや学校の臨時休校などをはじめとするステイホームの取り組みが

全国で行われました。こうした取り組みの成果もあり、回復の兆しを見せておりましたが、

11 月から全国各地で第三波といわれる感染拡大が起きており、依然として厳しい状況にあり

ます。

　スポーツの分野でも、「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会」が、オリンピ

ック史上初となる、１年延期が決定されたほか、文化・芸術などあらゆる分野において、

影響がでています。

　当法人でも大勢の人が集まる秋祭りやクリスマス会などをはじめとする多くのイベントの

中止を余儀なくされました。その他にも会議や研修、面会などはオンラインを取り入れて、

今までの当たり前が、当たり前にできない日々が続きました。ご利用者様や関係者の皆様には

不自由さや寂しさを感じていることと、心よりお詫び申し上げます。

　この厳しい状況下で我々の介護・医療業界は、いわゆる「エッセンシャルワーカー」と呼ば

れ、感染症拡大下でも人々の社会生活の維持に不可欠な職業としてクローズアップされ、業務

の重要性が再認識されております。今こそ職員一丸となり、使命感とプライドを持ってこの感

染症に立ち向かっていき、コロナ禍でも利用者様の「生活の質」を守っていけるよう、今でき

る事に全力で取り組んでいく所存でございます。

　皆様にも引き続き、新しい生活様式の実践や感染症防止対策の徹底にご協力をお願い

いたします。そして必ず元の生活に戻る日が来ると信じて共に前向きに頑張っていきま

しょう。

　

2021 年が「今ある幸せを感じながら笑顔で過ごせるように」なりますよう願うとともに、

皆様のご健勝、ご多幸を心より祈念しまして、年始のご挨拶とさせていただきます。

新年明けましておめでとうございます。

　ご利用者様ならびに関係者の皆様には、日々の新型コロナウイルスの感染防止対策の徹底、

面会制限、外出制限などにご理解とご協力をいただき、心より感謝申し上げます。

おかげで当法人ではこれまで感染者が出ることなく新しい年を無事に迎える事ができました。

　昨年は、世界中が「新型コロナウイルス感染症」の感染に脅かされ、今もなおその状況が

続いております。日本においても、４月に緊急事態宣言が発出され、不要不急の外出自粛の

要請に基づき、テレワークや学校の臨時休校などをはじめとするステイホームの取り組みが

全国で行われました。こうした取り組みの成果もあり、回復の兆しを見せておりましたが、

11 月から全国各地で第三波といわれる感染拡大が起きており、依然として厳しい状況にあり

ます。

　スポーツの分野でも、「東京 2020 オリンピック・パラリンピック競技大会」が、オリンピ

ック史上初となる、１年延期が決定されたほか、文化・芸術などあらゆる分野において、

影響がでています。

　当法人でも大勢の人が集まる秋祭りやクリスマス会などをはじめとする多くのイベントの

中止を余儀なくされました。その他にも会議や研修、面会などはオンラインを取り入れて、

今までの当たり前が、当たり前にできない日々が続きました。ご利用者様や関係者の皆様には

不自由さや寂しさを感じていることと、心よりお詫び申し上げます。

　この厳しい状況下で我々の介護・医療業界は、いわゆる「エッセンシャルワーカー」と呼ば

れ、感染症拡大下でも人々の社会生活の維持に不可欠な職業としてクローズアップされ、業務

の重要性が再認識されております。今こそ職員一丸となり、使命感とプライドを持ってこの感

染症に立ち向かっていき、コロナ禍でも利用者様の「生活の質」を守っていけるよう、今でき

る事に全力で取り組んでいく所存でございます。

　皆様にも引き続き、新しい生活様式の実践や感染症防止対策の徹底にご協力をお願い

いたします。そして必ず元の生活に戻る日が来ると信じて共に前向きに頑張っていきま

しょう。

　

2021 年が「今ある幸せを感じながら笑顔で過ごせるように」なりますよう願うとともに、

皆様のご健勝、ご多幸を心より祈念しまして、年始のご挨拶とさせていただきます。

医療法人 啓正会　理事長  清水啓宗

新年のご挨拶新年のご挨拶
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　今年は新型コロナウイルス感染症の影響で

制限の多い一年となりました。「コロナうつ」

という言葉も聞きますが、元々インドアな私は

さほど影響を受けずいつも通り引きこもりの日々

を過ごしている今日この頃です。

年末年始は今更ですが、最近ようやく入手した

Nintendo Switchでどうぶつの森をやり込もう

と思います。

皆さんはどのような年明けを迎えましたか。

今年こそは新型コロナウイルス感染症が終息し、

平穏な日々に戻ることを願っています。 ホームページ
清水病院

コロナ禍でストレスの多い昨今。
ペットを見て癒されましょう♥♥

第１回

2016年２月にお迎えした猫。兄弟で稲佐山に捨てられていたそうです。
仔猫の時はこんなに可愛かったのに、今では立派なおじさん猫に成長（笑）

気が乗らない時は名前を呼んでも
来やしませんが、「おやつ」「ごはん」
には反応してまとわりついてきます。

私の父のことが大好き。
両親に忖度する、空気
の読める猫。目つきは
悪いけどおりこうさん。
只今エミコ（♀.野良猫、
たまに窓の外に遊びに
来る）に絶賛片思い中。

イクオ♂
玉之丞♂

人懐っこい、マイぺ
ース。そして学習能力
ゼロ（笑）怒られても
知らん顔の、メンタル
強め男子。
拾い食いの常習犯。


