新春明けまして
おめでとう
ございます。
医療法人社団 豊生会 理事長
東苗穂病院 院長
新年明けましておめでとうございます。皆様には
穏やかな新春をお迎えのことと、お慶び申し上げま
す。昨年は、地域連携拠点事業(H24年：タッピー
ネットとメロンネット)がご縁で、夕張市立診療所と
老健の指定管理の委託を受け４月から夕張豊生会が
スタート、12月には中央区の「いがらし医院」のみな
さんに新しく仲間に加わっていただき、地域の輪が
一層大きく広がりました。
病院南側に春から始まった建設工事も秋には完
成、1階にフロンティア薬局、2階には「にじいろ歯
科」が移転し、明るく待合室も広くなり、より利便性
の向上が図られたと思います。また歯科のあった
「ひだまり」の一角は新たに「ドレミ保育園」として
生まれ変わりました。同じ12月には夕張に「こじか
保育園」、東雁来に「ひかりの保育園」が誕生、今ま
での「ポエム」「すこやか」とおいらーくの「ドリー
ム」と併せて、子育てしながら安心して仕事が続け
られる、ワークライフバランスの一歩前進に繋がる
ものと期待しております。
一方、看護部やリハビリ、人工透析、老健並びに
D/T(ダイバージョナルセラピー)などで全国発表が相
次ぎ、法人・院内での研修会等も大変活発に行われ
た一年でした。その中で、来年度ですがロボットリハ
ビリ研究会の全国大会や日本医療法人協会の全国セ
ミナーを主管することとなっています。
地域活動も長年続いてきた夏・秋祭り、健康教

室・ワクワク広場も回を重ねて80回を超え、地域サ
ロンも法人グループ内で9箇所が活発に活動していま
す。そしてこの夏より東雁来で「地域食堂」も始まり
ました。
今年は６年に１度の医療・介護報酬の同時改定が
この４月に予定され、2025年(団塊世代が75歳:後期
高齢者となる)を間近にして地域包括ケアの最終段階
に入ったといえます。ある講演会で我国は有史以来
の人口増加と片や未だ経験のない人口減少が予想さ
れている、まさしくジェットコースターの頂上にいる
ようなもの、ベクトルが変わる時期なので新しい視
点・認識が必要と力説されていました。グラフ程急
激ではないにしろ流れや価値観の大きな変換点にあ
るのは確かです。
ですが、どのような変化をしても我々の医療・
介護の役割・本質は変わるものではなく、その
ニーズにしっかり誠実に応えていくことが重要で
あり、地域に信頼され必要とされる一番確かな道
といえます。
今年は今まで培ってきた実績を更に伸ばし、地域
のよりきめ細かいニーズを「知り」、そして我々の活
動や役割・機能を「知ってもらう」、そして我々１人
１人が語って「知り合う」…そんな一年になればと
願っています。
今年もよろしくお願いします。

夕張市立診療所

介護老人保健施設 夕張

あけましておめでとうござ
います。夕張市立診療所は昨
年4月より豊生会の一員に加え
て頂きました。
現在、老朽化した建物の故
障と修繕に悩まされています
が、5年後の新築移転を踏まえ
所長 中村 利仁
て、職員一同、しっかり頑張っ
て参ります。今年もよろしくお願いします。
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星野 豊

新 年 お め で とうご ざ い ま
す。高齢化率が50%を超えた
夕張市では一段と医療や介護
サービスの重要性が高まって
います。医療・看護・リハビリ
テーション・介護の機能をバラ
ンスよく、より質の高い入所や 施設長 小澤 正幸
通所サービスを提供できるように職員一同協力して
いきます。今年もよろしくお願い申し上げます。

2018年 新 年 のご挨拶
介護老人保健施設 ひまわり
新年おめでとうございま
す。ひまわりは皆様のお住
まいでの元気な生活の継
続を願い、通所や入所を
通じて専門職がお手伝い
施設長 田村 隆志
させて頂く施設です。
介護や医療に精通した職員がお待ちしています
ので、いつでも気軽にお声賭け下さい。本年も宜
しくお願い申し上げます。

東雁来すこやか内科・小児科クリニック

新年明けましておめでとう
ご ざ います 。すこや かクリ
ニックは、看護師、保育士、
事務職員、医師たちのチーム
ワークの良さが自慢です。お
陰様でフォーラムのポスター
展で良い成績を収めました。 院長 藤永 久美子
そのチームワークの良さを仕事に生かし、明るく
元気にそして心を込めた丁寧さをもって、地域の
皆様に愛され信頼されるクリニックを目指しま
す。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。

丘珠明陽医院

新年明けましておめでとうご
ざいます。皆さまのおかげで
丘珠明陽医院を継承し3回目
のお正月を無事に迎えること
ができました。当院は、車
でなく雪の中を歩きながら
院長 原田 伸宏
来院される高齢者が多いの
が特徴です。北丘珠地域で唯一の医療機関です
が、その立場にあぐらをかくこと無く、皆様の健
康維持に貢献すべくスタッフ一同、精進してまい
ります。今年もよろしくお願いもうしあげます。

いがらし医院

新年あけましておめでと
うございます。いがらし医
院は昨年11月より豊生会の
仲間に加えて頂きました。
今後も苗穂地区の医療
機関として、東苗穂病院と
院長 五十嵐 有光
連携しながら地域の皆様
に信頼される医院を職員一同目指してまいりま
す。どうぞよろしくお願い致します。

各施設長・院長より
新年のご挨拶を申し上げます。

東苗穂たんぽぽクリニック
新年明けましておめでとう
ございます。今年も在宅医療
専門のクリニックとして皆さ
んの療養のお手伝いをさせ
ていただきます。
自宅や施設で生活を続けた
院長 兼重 裕
いけれども通院が大変な場
合や自宅で最後まで頑張りたい場合などに訪問診
療が役に立ちます。気楽に声をおかけ下さい。

元町ひまわり消化器内科・腎透析クリニック

新年明けましておめでと
うございます。当クリニッ
クは昨年11月に渡部先生
をお迎えし、40名を超える
大所帯となりました。
透析・リハビリ・訪問・
院長 池田 慎一郎
外来全ての部門で皆様の
期待に応えられるよう努力して参りますので、本
年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

苗穂通りクリニック

新年明けましておめでと
うございます。苗穂通りク
リニックは、昨年4月から
新たに皮膚科の安川先生
をお迎えし、看護師、事務
員も新たに加わりまして、
院長 石黒 昭彦
皮膚科の外来、往診また
漢方外来も始めております。今後ともスタッフ一
同、力を合わせて、地域の皆様の健康維持に貢献
してゆきたいと考えております。本年もどうぞよ
ろしくお願いいたします。

東苗穂にじいろ歯科クリニック

新年明けましておめでとう
ございます。私たちは昨年11
月に東苗穂病院新館かがやき
横に移転いたしました。今年
はより充実した外来、訪問歯
科とともに「一生食べる」に
院長 松原 光代
もとづいた摂食・嚥下にも力
を入れてまいります。地域に根づいた歯科クリ
ニックを目指し、スタッフ一同、頑張ってまいりま
すので、今年もどうぞよろしくお願いいたします。
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医療法人社団 いがらし医院承継
豊生会では、高齢化が急速に進むことに伴い、今後ますますそ
の重要性が高まる在宅医療の拡充を目的として、30有余年に渡
り、苗穂地区の医療機関として地域医療を果たしてきた「医療法
人社団いがらし医院」を医療承継する準備を勧めてまいりました。
無事開所式を終え、今後は「医療法人社団豊生会いがらし医
院」として、引き続き五十嵐院長のもと、患者様との会話を重視
しながら、風邪や生活習慣病、慢性疾患、リハビリ等も対応して
まいります。
本院である東苗穂病院と連携しながら引き続き地域に
お住まいの方々の健康に貢献していく所存でございます
のでよろしくお願いいたします。
院

長

五十嵐 有光

診療科目

内 科・リハビリテーション科

診療時間

月・火・水・金…9:00〜17:00
木・土…9:00〜13:00 日・祝日…休診

医療法人社団豊生会

いがらし医院

〒060-0032
札幌市中央区北 2 条東 8 丁目 90-21

TEL: 011-231-2016

第25回北海道老人保健施設大会

結城康博教授（淑徳大学）講演会開催

11月10日（金）〜11日（土）の2日間、札幌プリ
ンスホテル国際館パミールにて第25回北海道老人
保健施設大会が開催されました。
基調講演には、今何かと話題の夕張市の鈴木市長
が登壇し、「Restart Challenge More」と題し
て、私達老健で働く職員に向けて、諦めずに物事
にチャレンジしていくことの意味と意義を熱く語
りかけ、参加者は一様に聞き入っていました。ま
た、各施設からは例年以上に多くの演題が発表さ
れ、会場では活発にやり取りがされていました。
ひまわりからも多くの職員が参加し、気持ちを新
たに日々のモチベーションにつなげています。

去る11月10日（金）夕張市清水沢地区公民館におい
て、「住み慣れた地域で自分らしい暮らしを最後ま
で」をテーマに、結城教授をお招きし、介護保険に関
する国の動向や夕張市の計画策定への住民参加の必要
性の講演の後、むかわ町からの実践報告や夕張市役所
関係者を交えた今後のまちづくりに関するてい談が行
われました。会には夕張市内関係者の他、岩見沢市を
初め南空知圏域から約80人が参加、質疑応答では、栗
山町からむかわ町同様に「見守り支援条例」が制定さ
れていることや介護の取り組みについて発表がありま
した。
特に、結城教授から介護人材確保に関し、例えば5年
間と期限を切って道内で働き、その後、東京に戻ると
いうようなシステムが出来れば北海道に魅力をもつ学
生もいるので人材不足の打開策となるなど、雇用対策
も重要であるとの発言もあり、参加者も共感する有意
義な会になりました。

▲夕張市の鈴木市長が登壇されました
4

元町ひまわり消化器内科・腎透析クリニック

冬

医師の渡部です。出身は札幌で高校卒まで札幌でしたが大

学進学が青森県弘前市でした。いろいろ曲がりくねった人生

を歩んでおりますが縁がありまして豊生会でお世話になるこ

とになりました。前職では旭川の病院におりました。

現在は元町ひまわりクリニックに所属し在宅医療をメイン

にやっております。得意な医療は、まあなんでも屋なのです
が、成人病全般が得意といいますか、まあまあだと思ってい

元町ひまわり消化器内科・
わたなべ
腎透析クリニック

内科

ます。趣味はおいしいものを食べ歩くことです。

かずしげ

渡部 和重

先生

みなさまよろしくお願いいたします。

地域交流サロン「茶処 はな」オープン︕
11月中旬、「ヘルパーステーション虹」の事業所引っ越しに伴い、地域
交流サロン「茶処はな」が新設されました。
民家をまるまるリニューアルし、1階がサロン、2階が虹の事務所になり
ます。サロンでは地域のみなさんと一緒に、料理や手芸・麻雀も出来ま
す。過去にはお好み焼きや、うどんを作りました。出来たての料理は格別
に美味しいですよ！
2018年も楽しいイベントを沢山企画しております
ので、みなさんも是非遊びに来てください。

本格うどん作
りを体
験！

地域交流サロン 茶処はな

〒007-0803 札幌市東区東苗穂 3 条 1 丁目 11-16 1 階

TEL: 011-789-8111

グループホーム

ひかりのの家の開所

平成30年1月1日、社会福祉法人 豊生会で初めてのグループホームが開所致しました。昨年の11月25日
に、東雁来ふくし交流センターの開所式を行い、12月1日には小規模多機能型居宅介護事業所ひかりの移
転とひかりの保育園がオープンしております。
これで全ての事業所がオープン致しま
した。グループホームへ入居される方の
受け入れは、1月10日前後を予定してお
ります。今後は、特別養護老人ホームひ
かりのを始め、ショートステイや小規模
多機能などの横のつながりを大切にし、
利用される皆様へ充実したサービスを提
供できるように努めて参りますので、宜
しくお願い致します。

グループホーム ひかりのの家

〒007-0032 札幌市東区東雁来 12 条 4 丁目 1-12

TEL: 011-790-2210
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第8回 豊生会グループフォーラム

『家（自宅・施設）
で死ぬということ』〜最期のとき
（瞬間）
まで自分らしく〜
日時

平成29年11月12日
（日）12：00〜

会場

札幌サンプラザ

「家で看取るということ〜最後の瞬間まで自分らしく〜」
医療法人ゆうの森理事長

永井康文先生

日本の医療は治すことを追求してきて、高齢化率と病院での見取
り率約8割は世界一です。治せない病や老化で亡くなる人が増える
多死社会を迎えて、最期まで治し続ける治療をしていて良いのかと
いう事が問われています。治せるのは価値ある事ですが、国は治せ
なくても、支えていける医療への転換を図っていこうと明言してい
ます。在宅医療は病気だけを診るのではなく、その人、生活、生き
方、地域を診ていく事が求められます。住み慣れた場所で安心して
暮らし続ける事の出来る地域の創出。本人や家族に対して、在宅医
療で考え得る全ての選択肢を提示する。関係する全ての人と十分に
議論する。決断に迷う当事者に寄り添い、決断は変わっても良い事
を伝える。後で「これで正解だったんだ」と言ってあげられるプロ
セスを踏む。例えば誤嚥したら絶食とか点滴ではなく、本人が食べたいものを食べられるように、食支援
の取り組みは究極の多職種連携です。点滴や胃瘻をせずに医療を最小限にすると、自然な看取りとなり、
最後に良い時間が過ごせます。楽なように、やりたいように、後悔しないように。在宅医療は、個人個人の
多様性を尊重して、自分らしく生きる事を支える事だと思います。
在宅医療の質向上のためには、理念（患者への熱い思い）×システム（ノウハウ）×人財（制度の知識）
が必要です。制度の知識は最低限の知識です。「医療者の無知は患者にとって罪」です。この知識を使っ
て人財育成をしながら、疲弊しないシステムを作って理念をしっかり実
現していく事。この3つのどれが欠けても上手くいかず、この3つをバラ
ンスよく高めていく事が在宅医療の質を高める事につながります。たん
ぽぽクリニックは現在、職員が100人いて、末端まで理念が届かず、も
がいています。540人全ての患者情報は共有していますが、毎朝、僻地
の診療所もクラウド型の情報共有ツール、サイボウズのキントーンとい
うのを使って、web会議で結んでピックアップした患者さんについて小
一時間、色々な議論をします。情報共有して方針を統一する事を大切に
しています。単独職種の専門分野だけでは限界があり、様々な職種のチ
ームで協力して患者や家族に向き合っていく事が非常に大切です。患者
さんや家族を混乱させないために皆が同じ方針で関わることがやっぱり
大事になってきます。一般の人でもわかる言葉で、専門用語を使わず、
カルテもそのように記載します。

うちのちいさな一歩（取り組み発表）
１ 看取り期に大切にすべきもの 在宅療養支援診療所 東苗穂たんぽぽクリニック 看護師 高橋 勝雄
東苗穂訪問看護ステーション 看護師 林 晃子
２ 訪問看護の現状
３ ひだまりで自分らしく

24時間定期巡回随時対応型 訪問介護看護ケアステーション なないろ
介護福祉士 浜田 晴美

４ 多様な看取り 〜うらら伏古では、何が求められていくのか〜

介護付き有料老人ホーム うらら伏古 介護福祉士 神山 茂生
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理事長挨拶

地域包括ケアの中で我々の役割と
目指すもの同時改定を見据えて
理事長 星野 豊

このところ目に見えて増えて
いるのが小規模多機能と訪問診
療、往診の数。それを見ると今
度の同時改定、キーワードとし
てはこれから在宅へ向かってい
きます。それから直接我々の方
にはすぐ見えてきませんが、地
域医療計画もかなり大きな影響
を受けて来ると思います。訪問系
でも救急24時間365日の体制を取っていかなくちゃいけ
ない。多職種連携だけじゃなくて連動していかなくちゃ
いけない。地域活動とかその中で街づくり、ボランティ
ア、元気高齢者の方の力もお借りするようなのを考えて
いかなきゃならない。それらを考えると我々の方は地域
のニーズにしっかり応えることが大事。応えられるよう
な機能を、質を持ってかなくちゃいけない。そういう職
場でならなきゃいけないと思います。
それと今回のように制度もそれに合わせて変わって
く、これも横目で見ながらそれとも連動してかなきゃい
けない。何よりもそれで事業自体、サービス自体がしっ
かり運営できなければ絵に描いた餅になります。どのく
らいしっかりできて継続できるかを考えていかなきゃい
けないと思います。

出張健康教室
11月21日（火）鹿の谷大昭クラブに所属するみな
さんを対象に「健康寿命」をのばしましょうと題し
て、初めての健康教室を開催しました。当日の夕張
は積雪となり、みなさんに集まっていただけるか不
安もありましたが、30名の参加をいただきました。
星野理事長のピン・ピン・コロリのお話に続き、
リハビリスタッフによる体力測定、認知症予防の秘
訣など、真剣な眼差しで参加して頂いました。
参加したみなさんから、次はいつやるの？と聞か
れるほど健康意識の高さが伺えました。

シンポジウム

『家（自宅・施設）で死ぬと
いうこと』〜最期のとき（瞬間）まで自分らしく〜

『いえ（家・施設）で死ぬということ』
〜最期のとき（瞬間）まで自分らしく〜
居宅介護支援事業所ひまわりネットワーク
所長 中川 幸子

ひまわりの見取り導入と現在
より良いケアを求めて

介護老人保健施設ひまわり 師長 林 明美

小規模多機能での看取り
〜私の最期はえくぼ東雁来で〜

有限会社おいらーく 小規模多機能型居宅介護えくぼ東雁来
所長 白鳥 たか子

最期のときまで自分らしく生きる
『特養ひかりの』での看取り援助の実際
特別養護老人ホームひかりの
生活支援部部長 中川 千佳子

在宅での看取り
介護・看護一体型事業所での看護師の役割

訪問看護ステーション
なごみ所長 原田 量子

平成29年豊生会グループ望年会
12月2日（土）プレミアホテルTSUBAKI札幌にて豊
生会の望年会が開かれました。
会の初めには映像で５月から入職された職員の紹
介と今年１年を振り返り、また６月から11月まで行
われた和みツアーの様子が収められた冊子が各卓に
置かれ、合計で970名が参加された和みツアーを振
り返りました。
会には565名が参加され、今年で10年目となった
映像研究会の皆様によるDVDの上映、12月から仲間
入りした、いがらし医院の紹介やドレミ保育園命名
の表彰式が執り行われ、とても盛り上がった望年会
となりました。
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