
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。
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編集後記

令和4年度
入社式

お宅のわんちゃん

見せてください♡

令和4年度の抱負　山崎院長

病棟今年度の抱負　

▲ 四本堂公園にて。うろこ雲と桜の共演。美しい光景を収める事ができました。
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大人数での “Face to Face” の会合、飲み会、行動範囲などが制限されて早 2年以上になります。
昨年度 2月～ 3月初めには小規模ではないクラスターも経験し、この原稿を書いている今は少
しだけほっとしつつ警戒を続けているところです。そうこうしているうちに 2022 年度の抱負
について、原稿締め切りが間近に迫ってきました。 My resolution といえば堅い決意のような
ニュアンスがあり、実行可能か怪しいことは書きにくいところです。
さて、
＜仕事に関して＞
院長に就任して 4年が過ぎました。すなわちメスを置いて 4年、一般内科医となって、外科系
専門医は次々消滅していきますが、病院管理、診療においてはこれから先も向上心を忘れない
ようにしたいところです。
具体的には
◆  管理者として何事も創意工夫する。
◆  職員の和を大切にするが、必要なガバナンスは実行する。
◆  診療では自己研鑽の時間を作り、常に医療知識のアップデートを行う。
◆  所属する西彼医師会の学術講演、その他の行事には引き続き参加する。
◆  ウェブ開催が主体になっているが、現地開催の全国学会があれば参加する。

＜個人的＞
◆  今年度も無病息災、明朗快活に過ごす。
◆  今年度もサッカーのシニアリーグ（50歳以上のカテゴリー）で日曜日の練習、公式戦　　  
に参加し、怪我なくプレーする。
◆  職員との親睦のためソフトテニスを月に 1回程楽しむ（ナイターなので凍てつく真冬　　
　はやめておこう）。
◆  早朝ストレッチ、筋トレを継続する。
◆  今まで通り自分の好きなジャンルで良いので年間 12冊以上（目標低い）の本を読む
◆  週 1 回は仕事帰りに実家に顔を出す。

抱負と言いつつこれまでの継続が多いですが、中には新しいものもあります。
どうぞよろしくお願いします。
今年度がみなさんにとって、健康で有意義、幸福であることを祈念します。
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2 階病棟　看護目標2階病棟　看護目標

3階病棟　看護目標3階病棟　看護目標

4階病棟　看護目標4階病棟　看護目標

5階病棟　看護目標5階病棟　看護目標

①患者様の人権と生命の尊厳に配慮し苦痛緩和に努める。

②人生の最終段階において安楽に過ごせるよう看護と介

護を提供する。

③一人一人が感染予防対策を徹底し健康管理に努める。

①受け持ち看護師の役割機能を発揮し、個別性のある看護
　計画の立案とそれに基づいた看護・介護の提供。
②感染対策の徹底と教育に努め、一人ひとりが感染対策への
    意識を高く持つ。
③スタッフ間のコミュニケーションの充実を図り、新人が働き
　やすい環境づくりとスタッフ全員での指導への取り組み。
④看護・介護・他職種との情報共有の充実。

①患者様の状態に合わせた看護・介護を提供する。

②患者様の ADL の状況に応じた環境整備を行い、

　事故防止に努める。

③スタッフ間のコミュニケーションを密に図り、

　円滑に業務遂行できるようにする。

①いつも笑顔で丁寧な対応に努める。
②患者様のその時の体調・要望に合わせた療養生活が送れる
　よう環境整備に努める。
③小まめな巡回を行い、異常の早期発見・早期対応に努める。
④コロナ禍で面会制限の中、御家族様より電話・来院での近
況問い合わせには丁寧な対応に努める。
⑤スタッフ各々が感染対策を徹底し、再発防止に日々努める。

清水病院　各病棟の今年度目標清水病院　各病棟の今年度目標
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感染対策委員会感染対策委員会

感染対策委員会　副委員長　立山　美智子

新型コロナウイルス
感染症対策

新型コロナウイルス
感染症対策

　
　

外出の際は、混雑した場所や換気が悪く大人数・大声を出すような感染リスクの高い場面・場所を避ける事が
必要です。行動する際はいつも会う人と少人数で。飲食はできるだけ少人数で黙食を基本とし、飲食以外はマスクの
着用を徹底しましょう。感染者が増加している時に普段会わない人との接触を避けるなども大切です。
ご自身やご家族、患者様の命を守る為、同時にオミクロン株による感染拡大防止のためにも、軽度の発熱、
倦怠感など少しでも体調が悪ければ、外出を控えるとともに、受診や検査をすることが必要です。

◆感染が流行している地域からの移動、感染が流行している地域への移動は控える。
◆発症したときのため、誰とどこで会ったかメモにする。接触確認アプリの活用も。
◆地域の感染状況に注意する。

　1. 感染者と他の同居者の部屋を可能な限り分ける
　2. 感染者の世話をする人は、できるだけ限られた方　　
　（1人が望ましい）にする
　3. できるだけ全員がマスクを着用する
　4. 小まめにうがい・手洗いをする
　5. 日中はできるだけ換気をする
　6. 取っ手、ノブなどの共用する部分を消毒する
　7. 汚れたリネン、衣服を洗濯する
　8. ゴミは密閉して捨てる

感染防止の３つの基本感染防止の３つの基本
①身体的距離の確保 ②マスクの着用 ③手洗い

新型コロナウイルスの感染が疑われる人が
いる場合の家庭内での注意事項

移動に関する感染対策

新型コロナ、一体いつまで続くの？　デルタ株が落ち着いたと思ったら次はオミクロン株・・・
もう２年以上も感染の波が繰り返されており、治療薬の開発が進むまで感染対策をしながらの生活は、しばらく続
くことと思われます。
現況、新規感染者における 10 代以下の割合は増加傾向が続き、依然として高い水準です。
若年世代は、新型コロナウイルス感染による重症化リスクが低いと言われています。しかしこのウイルスの
特徴のせいで、こうした症状の軽い人が重症化するリスクの高い人に感染を広めてしまう可能性があります。
高齢者では介護福祉施設や医療機関における感染が継続しています。

新型コロナ、一体いつまで続くの？　デルタ株が落ち着いたと思ったら次はオミクロン株・・・
もう２年以上も感染の波が繰り返されており、治療薬の開発が進むまで感染対策をしながらの生活は、しばらく続
くことと思われます。
現況、新規感染者における 10 代以下の割合は増加傾向が続き、依然として高い水準です。
若年世代は、新型コロナウイルス感染による重症化リスクが低いと言われています。しかしこのウイルスの
特徴のせいで、こうした症状の軽い人が重症化するリスクの高い人に感染を広めてしまう可能性があります。
高齢者では介護福祉施設や医療機関における感染が継続しています。

◆ 人との間隔は、できるだけ２ｍ（最低１ｍ）空ける。
◆ 会話をする際は、可能な限り真正面を避ける。
◆ 外出時や屋内でも会話をする時、人との間隔が十分
　とれない場合は、症状がなくてもマスクを着用する。
　ただし、夏場は熱中症に十分注意する。
◆家に帰ったらまず手や顔を洗う。人混みの多い場所
　　に行った後は、できるだけすぐに着替える。
　シャワーを浴びる。
◆手洗いは 30 秒程度かけて水と石けんで丁寧に洗う。
　（手指消毒薬の使用も可）

その他注意事項

厚生労働省、
国立感染症センター
ホームページより

参考文献



－５－

新入職者紹介新入職者紹介 新しく入職した職員をご紹介します。

①　小方 良太

②　看護師

③　肉

④　キャンプ

⑤　特になし

①　小川 信也

②　営業

③　丼の王者・かつ丼

④　聖地巡礼（ｱﾆﾒﾂｰﾘｽﾞﾑ）

⑤　ももクロ・あーりん♡

①　坂本 都由美

②　看護師

③　カレー

④　小物集め

⑤　福士蒼汰

①　井手 亨

②　事務

③　しろくまアイス

④　中国時代劇 (ドロドロ )

⑤　東京０３

①　岩下 優介

②　介護

③　からあげ

④　料理

⑤　藤原竜也

①　深堀 貴子　　

②　介護

③　納豆

④　韓国ドラマ

⑤　実業家の方々

①　浅田 純子

②　栄養士

③　好き嫌いなし

④　ウォーキング

⑤　福山雅治

①　寺平　繁信

②　厨房

③　寿司

④　釣り

⑤　特になし

①氏名
②職種
③好物№1
④1番ハマっていること
⑤好きな芸能（有名）人

①氏名
②職種
③好物№1
④1番ハマっていること
⑤好きな芸能（有名）人

管理栄養士　崎尾　久美子
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栄養士おすす
め

季節のお料理
レシピ

栄養士おすす
め

季節のお料理
レシピ

スナップエンドウの豚肉巻きスナップエンドウの豚肉巻き

いちごのミルフィーユパイいちごのミルフィーユパイ

≪材料≫
・スナップエンドウ・・80ｇ
・パプリカ（赤）・・・60ｇ（1/3 個）
・パプリカ（黄）・・・60ｇ（1/3 個）
・豚薄切り肉・・・150ｇ（６枚）
・塩こしょう・・・少々
・サラダ油・・・小さじ 1/2

≪材料≫
・冷凍パイシート・・・1枚
・薄力粉・・・適量
・生クリーム・・・100ml
・砂糖・・・8ｇ
・いちご・・・6個
・卵黄・・・１個

〇作り方〇

①スナップエンドウはさっとゆで、へたと筋

　をとる。

②パプリカは細切りにしてさっとゆでる。

③豚肉を１枚づつ広げ、スナップエンドウと

　パプリカを等分してのせて巻く。

④フライパンにサラダ油を熱し、転がしなが

　ら焼き、塩こしょうで調味する。

〇作り方〇

①オーブンを 200℃に予熱する

②台に薄力粉をふり、解凍したパイシートを

　のばして 6等分にする。

③クッキングシートを敷いた天板にのせて、

　卵黄をぬる。200℃のオーブンで 15 分焼き、

　粗熱をとる。

④ボールに生クリーム、砂糖を入れ、ツノが

　立つまで泡立て、しぼり袋に入れる。

⑤いちごはへたを切り落とし、3等分に切る。

⑥パイシートの上に生クリーム、いちごを重

　ねる。

⑦ ⑥を繰り返し、最後にパイシートを重ねる。

⑧中央に生クリームをしぼり、いちごをトッ

　ピングする。
旬のスナップエンドウは肉厚で食べ応え十分！！

生クリームのかわりにカスタード
クリームをはさんでも相性抜群！

生クリームのかわりにカスタード
クリームをはさんでも相性抜群！



－７－

第6回第6回

我が家のペットはトイプードルの女の子 9 歳です。

（4 月 30 日がお誕生日）

名前はエル（英語：elf　ゲルマン神話の妖精との意味：

息子がつけました）

息子が大学に行くと寂しくなるからと、高校三年生の時

に家族になりました。

ちょっと太めちゃんで動物病院の先生に注意されます・・

食いしん坊でツンデレでお散歩と寝る事が生きがいの

ワンコです☆

羊のぬいぐるみ（3 代目）をお散歩前に振りながら玄関

にダッシュします。

わがまま犬ですがモフモフ感は仕事のストレスを癒して

くれます (^^♡♡

 令和 4年 4月 1日、啓正会グループの入社式を執り行いました。

今回の入社式は新型コロナウイルスへの感染対策を行いながら、対面方式とオンライン形式を合わせたハイブリッド形式で

の実施となりました。入社式に参加された新入社員は 10 名で、所属は清水病院、介護老人保健施設トラバーユ長崎、サー

ビス付き高齢者向け住宅モン・サンながさきとなります。

職種は介護職員をはじめ、ソーシャルワーカー、言語聴覚士、理学療法士、准看護師、事務、調理と多くの方々がグループ

に仲間入りされました。新入社員のみなさんは緊張した様子もありましたが、期待に胸を膨らませ、やる気に満ち溢れてい

るのが印象的でした。新入社員代表として新規卒業者の本多千尋さんが「若さとチャレンジ精神で頑張ります」をいう力強

い挨拶をされ、グループの会長・理事長・病院長それぞれから激励の言葉が贈られました。

 新入社員と共に、在職中の社員も気持ちを新たにして利用者様のサービス向上に努めていきたいと思います。

 令和 4年 4月 1日、啓正会グループの入社式を執り行いました。

今回の入社式は新型コロナウイルスへの感染対策を行いながら、対面方式とオンライン形式を合わせたハイブリッド形式で

の実施となりました。入社式に参加された新入社員は 10 名で、所属は清水病院、介護老人保健施設トラバーユ長崎、サー

ビス付き高齢者向け住宅モン・サンながさきとなります。

職種は介護職員をはじめ、ソーシャルワーカー、言語聴覚士、理学療法士、准看護師、事務、調理と多くの方々がグループ

に仲間入りされました。新入社員のみなさんは緊張した様子もありましたが、期待に胸を膨らませ、やる気に満ち溢れてい

るのが印象的でした。新入社員代表として新規卒業者の本多千尋さんが「若さとチャレンジ精神で頑張ります」をいう力強

い挨拶をされ、グループの会長・理事長・病院長それぞれから激励の言葉が贈られました。

 新入社員と共に、在職中の社員も気持ちを新たにして利用者様のサービス向上に努めていきたいと思います。

本部　赤瀬 友成本部　赤瀬 友成
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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
清水病院

　【  応募方法  】　
①清水病院ホームページ「お問い合わせ」 フォームより「写真掲載希望」と記入し送信してください。 
　（写真は添付できません）後ほど届くメールアドレスへ写真の添付とペットの紹介文を記載し、 返信
　をお願いします。
②清水病院  連携室  林田へ「ペット紹介の件で」とご連絡ください。
　☆お問い合わせ先：清水病院 または 清水病院HPまで
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　啓正会通信では、コロナ禍で溜まるストレスを少しでも解消してもらおうと、かわいくて癒される

わんこ・にゃんこを紹介しています。 いま啓正会通信を見ているそこのあなた！あなたの自慢のペッ

トを啓正会通信に載せてみませんか？わんこ・にゃんこに関わらず、癒されるペットなら何でも構い

ません。　（ハムスター、インコ、亀など）たくさんの応募をお待ちしております！！（職員も大歓迎

です♡） 
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◆問い合わせ先：皆様からのご意見・ご感想をお待ちしております。

Cool Life Together めざせ 110 歳Cool Life Together めざせ 110 歳

編 集 後 記

春は出会いの季節といいますが、我が啓正会グループも４月に人事異動があり、気持ちを新たに仕事に取り組む

職員もいる事でしょう。

私の所属する連携室も事務所を移転し約８年ぶりに病院に近い場所（ほぼ病院内）に戻ってまいりました。病棟

にアクセスしやすくなった分、仕事がはかどるはず・・・！（期待を込めて）

数年ごとに事務所を移転してきた連携室ですが、今回は定住できることを願っています。（切実）

さて、啓正会通信も第 40 号の発刊となりました。今後ともご愛読の程よろしくお願いします。
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