
ホスピカインドとはhospitality（親切なもてなし）とkind（優しさ）の２
つの単語を合成した造語です。翔仁会の願いがこめられています。
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経営（診療）理念

基本方針

すべての利用者様に医療・福祉を介して「夢」
を実現する。
（「夢」とは心が満たされることである。）

　私たちは患者様とご家族様に、『夢』を提供
します。
　患者様とご家族様の笑顔が私たちの『夢』です。

１　私たちは、利用者様の尊厳と権利を重んじ、
常に謙虚な気持ちで接します。
２　私たちは、プライマリーケアの精神を尊守し、
実践します。

３　私たちは、プロとしての自覚をもち、質の
高いサービスを提供します。
４　私たちは、常に最新の知識を学習し、自己
研鑽の努力を怠りません。
５　私たちは、＊ＥＢＭに基づき、インフォー
ムドコンセントに努めます。
６　私たちは、よい職場環境を構築し、チーム
医療を円滑におこないます。

＊EBM（Evidence Based Medicine）実証に基づいた医療
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臨床における倫理に関する方針
基本的人権はもとより、当院の「基本理念」「基本方針」「職
業倫理規程」「個人情報保護規程」等に基づき、すべての職
員が臨床におけるさまざまな問題に対応し、患者様にとって
もっとも望ましい医療を適切かつ十分に提供することを目的
として、臨床に関する方針を次のとおり定めます。

１．患者様の人権を守ります。
１）　インフォームド・コンセントを徹底します。
２）　患者様の立場に立ち、良好な信頼関係を築きます。
３）　患者様の個人情報やプライバシーを保護し、守秘義
務を遵守します。

２．患者様・ご家族様の自己決定権を尊重します。
１）　検査、治療方針等の選択に当たっては、患者様・ご
家族様の意思を尊重します。

３．患者様の個人の信条、価値観に十分配慮し生命倫理に関
する法令、ガイドラインを遵守します。
１）　身体抑制に関しては当院のマニュアル、基準に従い
慎重に対応します。

２）　終末期医療についてはご家族様の意見も十分配慮し
ながらガイドライン・法令を遵守し対応します。（厚労
省・日本医師会ガイドラインに準じる。）

４．診療上、倫理的な問題が生じた場合は、倫理委員会で審
議を行い方針を決定します。

患者様の権利
当院は、患者様の権利を尊重し、信頼関係に基づいた良質な医
療を提供することをめざして「患者様の権利」を宣言します。

１．平等に適切な治療を受ける権利があります。

２．診療内容の十分な説明を受け、治療を受けることを承諾
するかあるいは拒否する権利があります。

３．診療記録の開示を求める権利があります。

４．個人的情報や医療情報の秘密を保持される権利がありま
す。

５．文化的背景や価値観と同じく、個人の尊厳及びプライバ
シーを常に尊重される権利があります。
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　みなさんは診療報酬という言葉をご存知ですか？そもそも診療報酬とは、２年ごとに改定さ

れる医療保険で、診療を受けた場合の全国一律の価格であり、患者は医療機関の窓口や薬局で

原則３割を負担し、残りは患者が加入する医療保険が病院などに支払うことになっています。

政府・厚生労働省が手術毎の技術料の値段など、膨大な項目の細かい点数を事実上決めています。

介護報酬と介護制度についてはどうかというと介護保険は、制度見直しが５年に１回、報酬見

直しが３年に１回実施されます。2010年に制度改定、2009年に報酬改定がありました。今年、

2012年は医療・介護とも報酬改定が実施されます。介護報酬とは介護サービスを提供した場合

に事業者に支払われるサービス費用をいいます。介護報酬の改定は、やはり厚生労省が決定す

る料金の一つだと言えます。いずれにせよ、今年の４月には医療及び介護報酬の改定があり、

実施されるのですが病院や施設ではその改定に対応して病院や施設の進むべき方向性を修正し

ていかなければならないのです。『なぜ、修正していかなければならないの？』。これには深い

訳があります。テレビ・ラジオのニュースなどでは、今回医療・介護に手厚くなどど毎回謳っ

ていますが、現在のままだと以前より報酬が下がってしまうように改定されているのがほとん

どなのです。従って診療報酬改定のたびにこちらも対応を迫られるといった構造になっている

のです。非常に、難解な話でしたか？

　さて、平成24年度診療・介護報酬改定において国の目指す方向性は？現実には、理想とはか

け離れて膨らむ一方の医療費を抑える狙いがあり、現に改定の中身を見ると目立つのは在宅療

養を支援する拠点への配慮です。病院や施設頼りから在宅ケアへ、身近な診療所や在宅医療に「誘

導」する手段が講じられています。従って、私供の病院や施設（介護老人保健施設エスポワー

ル北広島・グループホーム雪ぼうし・そして先ごろオープンした介護付有料老人ホーム悠々）

は施設同士さらに居宅支援センター『きぼう』、北広島にし高齢者支援センターなどとの医療・

介護の連携を一層深め訪問診療や訪問看護そして訪問リハビリなどを充実させていきたいと考

えています。

平成24年度診療・介護報酬改定について
院長　安　念　俊　二



　３月３日に「かでる２・７」で開催された上記研修会に参加してきました。
　私自身、特別何か病気があるわけではありませんが、日頃より「浮腫（むくみ）」について
は悩んでいまして、特に夕方頃になるとふくらはぎが重くなってくることを感じていましたの
で、日々仕事をさせてもらっている対患者様への効果はもちろん、自分自身の健康という意味
でも得るものがあれば。という思いから参加しました。
　参加者は、婦人科の患者様が大半で、医療従事者がほんの僅か。という構成人数であったこ
ともあり、前半の講義内容は解剖等の話もありましたが、実際の患者様の写真も交えてあり、
とてもわかりやすく理解しやすかったです。
　また、後半はセルフマッサージの実技でありました。
　上記目的もあり、真剣になって行った結果、ロングブーツを履いて研修会まで行っていたの
ですが、帰りに靴を履こうとすると、逆にいつもよりも楽に履くことができ、自分自身も効果
を実感できたことは大変嬉しかったです。ぜひ、機会があれば患者様にも取り入れてゆきたい
と思いました。
　研修会参加報告、という形で今回広報に取り上げてもらえる機会を得たので少し、その内容
を下記に記したいと思います。
　始めに、深層にあるリンパ本幹に刺激を入れ、流れを改善させることを目的に、①肩回しを
10回（肩甲骨（肩後ろにある甲羅のような骨）をしっかり動かすことが重要で、肘を肩の高
さまで上げ、肘で円を描くように行うのも良いとのことでした）、②腹式呼吸を３回（腹部の
動きを妨げることなく、息を吸った時に腹部の膨らみを感じられるように臍の下に両手を置い
て行うと良いとのことでした）行うようです。
　次に、リンパが流れている管は、表層（皮膚に近い所）については皮膚のわずか２㎜程下を
通っているということで、ほとんど圧をかけず、でも手はしっかり皮膚に全体的に密着させる
ようにして、さするように動かしていました（実際にやってもらうとそういった印象でした）。
　動かすスピードについては、血液の体循環（心臓から出た血液が全身をめぐって再び心臓に
戻ってくるまでの時間）は45秒〜１分程ですが、リンパは全身を廻るのに12時間程かかる。と
いうことであったため、かなりゆっくり行なっていました。
　また、大きな関節にはリンパ節があり、特に脇の下とお尻の丸みの部分から脇腹が大事であ
るようで、そこに向かって流すようにしていました。
　リンパの流れは、体の硬い部分は流れが悪く滞りがちであるため、ほぐすようなことは有効
なのですが、これを手でやろうとすると場合によっては手が疲れてくる可能性があります。そ
こで、ほぐしたいところに手（指先）を置いて、ほぐしたいところの皮膚が動くような関節の
動きを行うと良いそうです（例えば、ふくらはぎをほぐしたい時は、そこに手を置いて足首の
方を動かす。といったことになります）。
　なかなかこれを実生活で取り入れるために時間を作るのは大変。という場合は例えば入浴時
の体を洗う際に取り入れる。といった「ながら方法」を講師の方は話されていましたので、加
えて記載させて頂きます。
　私のみならず、「浮腫（むくみ）」で悩んでいる方がおりましたら、是非１度試してみられる
とよいかと思います。また、少しでも改善される方がおられましたら、幸いです。

研 修 会
参加報告 健在リンパ浮腫講演会に参加して

 ◦理学療法士　中　田　彩　香 　
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「悠々」の館内を取材しましたので紹介します
　前号に続き、介護付き有料老人ホーム「悠々」の紹介をしま

す。今回は少し館内を見てきました。

　１階の玄関入ってすぐ横の談話ルームには陽光が差し込み、

入居者と家族の会話も一層弾ませてくれる空間に感じた。

　事務室を過ぎて館内を進むとすぐ左横に娯楽ルームがあっ

た。中には麻雀卓やカラオケ機器が設置してあり、ここを利用

して楽しまれている方もいるとのこと。

　１階には理容室も完備されており、希望に応じて利用するこ

とが可能だ。料金も

2,300円程度と一般的な値段である。

　更に館内の奥へ進む。

　右手にはセキュリティーの扉があり、その向こ

うではエスポワール北広島のデイケアの空間があ

る。入居者と通所の方とは玄関の入り口も違うた

め、慌ただしい印象はない。

　「悠々」ではリハビリにも力を入れており、エス

ポワールのリハビリスタッフが、入居

者一人ひとりの身体の動きについてプ

ログラムを作成し、看護師を中心とし

たスタッフが提供している。介護度の

必要度に応じて支援しているとのこと。

　更に奥には大浴場があった。湯船は

一度に10人は入れそうな大きな浴槽で

広々としている。２階、３階の居住フ

ロアにもユニットバスを完備しているため、個々のペースにて自由（介護の必要が無い方）

に入浴ができるのも嬉しい限り。

　大浴場の向かいには、法人職員用の保育施設もあり、

入居者の方々と子供たちとふれあうコミュニケーショ

ンプログラムもあり、お孫さんと接するような感じで

日々を過ごせるようになっている。

　外に家庭菜園スペースがある。入居者一人に約３坪

の専用区画が用意され、お好みの野菜や植物を栽培す

ることが可能で、趣味にいっそう磨きがかかりそうだ。
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　２階の居住フロアにエレベーターにて上がってみると、す

ぐにステーションがあり、横にレストランがある。

　日々の食事は、衛生面も十分に管理された厨房で、専属の

管理栄養士が健康に配慮したメニューを提供している。地域

の特産物や季節の素材を利用した美味しい食事が楽しめると

評判とのこと。また、特別食（キザミ、ミキサー食）や治療

食（糖尿病、高血圧などにも）対応しているため、食事に制

限ある方も安心というわけだ。

　メニューが張り出している掲示板に目をやると、移動販売

の広告が貼ってあった。また、バスの運行表もあり、近隣の

商業施設方面への無料送迎バスも定期で運行しており、日用

品の買い物にも大変便利で環境が整っている。

　レストランの上、３階フロ

アには機能訓練ルームがあり、

マッサージチェアや自販機、

パソコンまで完備されている。

　居室に行ってみると、全室個室で、ナースコール・介護用

電動ベッド、クローゼット、温水洗浄機能

付き車椅子対応トイレ、洗面台、ミニキッ

チン、暖房、カーテン、照明などが標準装

備されている。家具の持込みも可能なため、

これまで慣れ親しんだ自宅と同じような空

間にすることも可能だ。

　夫婦で入居する場合は、部屋数に限りが

あるが、隣同士の壁の一部を取り除ける部

屋も用意しているため夫婦二人で快適に過

ごされている方もいらっしゃるとのこと。

　「悠々」の立地は札幌から１時間圏内に

ありながら、大自然に囲まれた広大な敷地

にある。道央自動車道輪厚ＩＣのすぐそば

に位置しているので、全道各地からのアク

セスも便利であり、遠方の家族も安心だ。

　体験宿泊も受け付けていますので、興味のある方は下記までお問い合わせてみて下さい。

●入居申込み・お問い合わせ

　TEL  011–377–1101（９時〜17時）  詳しくはホームページで「翔仁会　悠々」を検索下さい



リハビリからのワンポイントアドバイス
　筋肉には瞬発力の「白い筋肉」と持久力の「赤い筋肉」があります。
　白身魚のカレイなどは、一瞬の早い動きが得意ですよね。反対に赤み魚のマグロな
どは泳ぎ続けることが得意です。
　高齢になりますと白い筋肉の方が低下しやすいと言われています。白い筋肉は転び
そうなときに、すばやい動きで助けてくれる大事な筋肉です。
　転倒予防に大切な白い筋肉は週２回ほど、お腹の周りや足の筋力トレーニングをす
ることで低下を防ぐことができます。

転倒しない生活のために……玄関・階段編
　あがり框（かまち）はできる限り低くし、手すりなどつかまることのできるものを
設置する。また、靴の履き替えができる椅子を置くこともよいでしょう。階段には手
すりをつけ、色のついた滑り止めをつけます（滑りやすい材質は避けましょう）。照
明を明るくすることも大切です。

大曲東小学校にて車椅子の講習会を行いました
　１月31日、大曲東小学校にて「車椅子体験」の講師として、病院からPT・OTが
訪問し講習会を開きました。児童は車椅子を通じて、障がいのある方の気持ちになっ
て考えたり、介助する立場としてどんなことが大切なのかを学び、「相手の気持ちを
考える大事さが分かった」との声をいただきました。

リハビリ科より



　緑茶や中国茶など、健康によいとされてるお茶はたくさんありま
す。自分で作る健康茶。現在、健康茶と呼ばれて売られているもの
は民間薬で家庭で作られていたものです。ちょっとしたコツをつか
めば、健康茶を自分で作り、効能も期待できますよ。

現在は、この他にもたくさんの健康茶がでているので、自分に合ったお茶を探してみてはいかがでしょうか。
※中には薬の効き目に影響してしまうお茶もあるので、薬を飲んでいる方は一度かかりつけの医師や管理栄養士に相談してください。

栄養科より お茶の効能

杜仲茶
カルシウムや鉄などのミネラル
が豊富で、血圧を下げる作用が
あります。

ドクダミ茶
毒消として活躍するドクダミ
は、便秘や膀胱炎に効果があり
ます。

ゆず茶
ビタミンＣがレモンの約３倍あ
り、風邪予防に効果的です。 クマザサ茶

ビタミンＣやミネラルが豊富
で、疲労回復に効果があります。

※カリウム制限あのある方は注意。

黒豆茶
アントシアニンを含み、目の疲
れや肌荒れ解消に役立ちます。

黒豆の炒り豆
（黒豆茶の作り方）

材　料　　黒　豆　150ｇ

作り方

①黒豆を１時間、水につけます。

②水を切って、鍋でから炒りします。
　（目安は水分が飛んで、豆の皮がはじけるくらい）

③耐熱皿にペーパータオルをひき、黒豆をのせてレンジで３分。

④取り出してかき混ぜ、また３分加熱。ここでいったん冷ま
します。冷めてから食べてみてカリッとしてたら完成です。

黒豆茶の作り方 ……

　炒り豆15粒に熱湯を注いで２〜３分蒸らせば黒豆茶の出
来上がり！
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名寄駅

名寄三愛病院名寄三愛病院

輪厚三愛病院� TEL（011）377−3911

介護老人保健施設エスポワール北広島
TEL（011）376−3911

居宅支援相談センター「きぼう」
TEL（011）376−3911

北広島市にし高齢者支援センター
TEL（011）370−3922

グループホーム「雪ぼうし」
TEL（011）377−3914

介護付有料老人ホーム「悠々」平成24年1月17日オープン
TEL（011）377−1101�

名寄三愛病院� TEL（01654）3−3911

介護老人保健施設　ボヌゥール士別
TEL（0165）23−3911

小規模老人保健施設ボヌゥール
TEL（0165）26−9033

名寄三愛デイケアセンター
TEL（01654）3−3911

在宅介護支援センター「しあわせ」
TEL（0165）29−2229

グループホーム「里の家」
TEL（01654）2−6612

グループホーム「里の家」２号館
TEL（01654）8−7371

総合福祉センター「さんあい」
小規模多機能型居宅介護　ゆうあい
有料老人ホーム　あじさい TEL（0165）22−3966

社会福祉法人　三愛会
グループホーム「サンフラワー」 TEL（0165）29−6661

外　　　　　来 歯　　　　　科
医師　消化器科　対馬　伸泰　　村上　　研
　　　　　　　　寺本　順子　　西堀　恭樹
　　　　　　　　馬原　克夫
　　　循環器科　増田　　敦　　（毎週木曜日午後）
　　　整形外科　安念　俊二　　（金曜は午前のみ）
　　　呼吸器科　木下　　淳
　　　皮 膚 科　松坂　英信　　（月/火pm/木/金am）

　　診察時間／午前　9：00〜12：00
　　　　　　　午後　1：00〜　5：00
　　　　　　　土曜午後・日曜・祝日休診

医師　対馬眞智子　山口美奈子
診察時間／午前　9：00〜12：00
　　　　　午後　1：00〜　5：00

　　　　　   土曜午後・日曜・祝日休診

三 愛 会

翔仁会ホームページ

http://www.shojinkai.or.jp

院長ホットファックス
院長へ直通のファックスダイヤルです！

何かお気付きの点がございましたらお気軽にご利用くださいませ。

011−377−7790


