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本年もどうぞよろしく
お願い申し上げます
職員撮影：当麻町
理事長・各院長・施設長 2019年新年のごあいさつ
平成31年１月〜札幌市胃がん検診が変わります

第9回豊生会グループフォーラム
東雁来すこやかクリニック移転オープン

医療法人社団豊生会グループと学校法人鶴岡学園北海道文教大学との包括連携協定調印式
ＨＢＣラジオ放送 「豊生会グループ 星の夢百聞」スタート！！
社会福祉法人豊生会 東雁来ふくし交流センター開設1周年
夕張豊生会 夕張「らくらく健康教室」開催

有限会社 おいらーく 毎年恒例！温泉旅行

新年明けまして
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、惑星直列とも評された６年に一度の医
療と介護の同時改定が４月にありました。そのた
め、年始めからその準備と対策に追われていまし
たが、その中心的な役割を担っていた平等局長が
２月に入院。全身全霊で病魔と闘うも、6月13日帰
らぬ人となってしまいました。そして、まだその
悲しみも癒えぬ９月６日、あの胆振東部地震が起
きたのです。この短期間に私たちにとってかつて
ない大きな出来事に見舞われたのですが、そんな
中で局長を乗せたバスが最後のお別れに病院や老
健、元町ひまわり消化器内科・腎透析クリニック
を回った時、あんなに大勢の職員（仲間）が沿道
で見送ったことや、大地震当日の停電下に皆で透
析患者さんの移送や食料・ガソリンの調達に必死
で走り回ったことなど、豊生会グループの「連帯
感」や「底力」で乗り切れたこと、改めて感謝申
し上げます。
その後も、これからの在宅療養を支える大きな柱と
して「あんしん在宅ネットワーク」の発足や、11月に
は東雁来すこやかクリニックの新築移転開業、そして
盛大に行われた第９回豊生会グループフォーラムな
ど、目まぐるしくもありましたが、職員一同、全力で
歩んだ充実した１年であったと思います。
また、グループホーム大会やリハビリテーション
（ロボットケア）・老健・看護師・透析など全国大会

夕張市立診療所
います。夕張市立診療所は豊

生会の一員として、夕張市の

地域医療・地域ケアに貢献す

べく、スタッフ一丸となって奮
支援をお願い申し上げます。
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での発表が相次ぎ、院内・法人内でも研修会が活発に
行われました。今年度は当法人主管でロボットリハビ
リテーション研究会の全国大会（９月21日・22日）や
日本医療法人協会の全国セミナー（10月18日・19日）
が予定されています。皆さんご参加よろしくお願い致
します。
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、間もなく100回にならんと
しています。東雁来で毎月開催されている地域食堂
や、昨年始まった本町サロンや夕張サロンも回を重ね
るごとに参加者が増え、今年は一層地域を巻き込ん
だ賑わいになりそうです。
東区内の（地域内）連携も医療・介護連携ネット
ワークやケア連絡会などの活動に、豊生会として主体
的に関わり、これからの地域包括ケアの成熟に向け地
域のしっかりした協力関係を築いていくことも求めら
れています。
更には、夕張や当別・新篠津・平取などとの地域間
連携を、交流や医療・リハビリテーション等の協力を
通して一層有効且つ密なものにしていかねばなりませ
ん。豊生会グループでは１年前から６ケ所の保育所が
稼動しています。なごみツアーや各同好会活動も活発
になってきています。今年も充実したワークライフバ
ランスを目指してやりがいのある、そして地域から信
頼される豊生会になるよう、尽力してまいります。

保健施設 夕張
介護老人

あけましておめでとうござ

闘しております。今年もまたご

星野 豊

所長

中村 利仁

新年明けましておめでとう
ございます。高齢者の多い夕
張市では年々医療や介護サー
ビスを必要とする方が増えて
おり、介護老人保健施設夕張
の果たすべき役割も重要とな
ります。今後も地域の皆様に 施設長 小澤 正幸
信頼されるよう、職員一同頑張ってまいりますので
今年もよろしくお願い致します。

2019 年 新 年 のご挨拶
健施設 ひまわり
介護老人保

ぽぽクリニック
東苗穂たん

新年おめでとうございま
す。昨今老後の暮らしをお
住いの地域で完結する事
が国の施策に関わらず皆
様の思いでもあると、強く
感じています。私たちの施
施設長 田村 隆志
設は介護、リハビリ、医療
の複合的な機能を駆使して御希望に応えられる
様邁進してまいります。本年もどうぞ宜しくお願
い申し上げます。

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
いけれども通院が大変な場
院長 兼重 裕
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。

か
東雁来すこや クリニック
すこやかクリニックは平成
30年11月12日、内科・小児
科、更に整形外科を加え、移
転開院いたしました。
待合室は明るく広く楽しく
なりました。経 験 豊富なス
タッフがそろい、訪問診療に 院長 藤永 久美子
も力を入れ、レントゲンや物
療機器も充実しております。これから更に地域の
皆様に信頼され愛されるクリニックを目指します。
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。
丘珠明陽医院の建物は老朽
化が激しく、とくに地震後は
雨漏りなどで、来院の皆様
にご迷惑をおかけしてます
院長 原田 伸宏
が、地域の皆様の健康維持
に貢献すべく、スタッフ一同、精進してまいりま
すので、これからもご愛顧のほどよろしくお願い
申し上げます。
今年こそ新築計画を実現させたいです・・・

いがらし医院
新年明けましておめでと
うございます。昨年中は皆
様にご迷惑をおかけして申
し訳ございませんでしたが
今年は皆様にご心配をお
かけしない様に診療してい
院長 五十嵐 有光
きたいと思っております。
中央区の苗穂地区も再開発の波が押し寄せて
きて下りますが、職員一同地域に密着して診療に
当たって生きたいと思っておりますので今後とも
よろしくお願い申し上げます。

元町ひまわり消化器内科・腎透析クリニック
当クリニックは昨年、宍戸
先生・桑原先生・村上先生を
お迎えし、外来部門･透析部
門・訪問部門(あんしん在宅医
療ネットワーク)・介護部門を
合わせるとスタッフ50名を超
える大所帯となりました。全
院長 池田 慎一郎
ての部門で診療や介護のレベ
ルを維持しつつ、患者様･利用者様の期待に応えら
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、皆様に支えら
れながら、地震の被害もな
く、3回目のお正月を迎え
ることができました。今後
院長 石黒 昭彦
とも、禁煙外来・睡眠時無
呼吸外来も行っております内科、往診・漢方外来
も行っております皮膚科、スタッフ一同協力しあ
いながら診療にあたり、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
新年あけましておめでとう
ございます。私たちにじいろ
歯科では昨年新メンバーを加
えてますます充実した診療に
励んでおります。
摂食嚥下においても東苗穂
院長 松原 光代
病院と連携して力を注いでま
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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豊生会グループフォーラム
2018
SUN

開催時間

会

場

12：30 〜（受付開始 11：50 〜）
札幌プリンスホテル

パミール館
【 札幌市中央区南 2 条西 11 丁目 】

フォーラムテーマ 『豊生会 未来会議 2018』
開会の挨拶

東苗穂病院

院長

星野

豊

これからの未来を考えるときに私なりに必要なことをいくつか挙げてみま
す。まず１番目にはニーズの変化をしっかり把握し迅速に応えることです。特
に在宅療養では、安心して過ごせること、食事が摂れることが重要です。次に
必要なのは連携です。まずグループ内の連携ですが、これはITなど活用し、
もっと改善の余地があると思います。本日のような、顔を合わせて話す機会や
人的交流などで理解し合うことも必要です。
もう一つ大事なことは、目標を共有することです。その中で効率的に分業し
ながら協働を図る。分業とはそれぞれ自分の持ってる役割を責任を持って果た
していくこと、その上で多職種が協働することにより安心が保たれます。特に医療と介護の連携、そのい
ずれも不可欠な在宅療養では、一層重要な事となります。多職種で協働しながら患者、利用者さんを支え
ること、いずれも人と人ですから、目標の共有と信頼関係が肝要で、そのためにもワークライフバランス
の充実が欠かせないことになってきました。更に最近ではワークエンゲージメント、仕事をする喜びと人
生の喜び、生活の喜びも合わせて目指す概念も生まれてきています。その中で我々が利用者さん、患者さ
んの満足いただけるようなことをしっかり行っていく、それが自分たちのやりがいにもなるし、法人の運
営を可能にし、それが地域の支えとなる。皆でこの好循環スパイラルを回転させていく、これをこれから
も大事にしていかなければなりません。
「地域に根差した豊かな医療と福祉を創造する」という理念がしっかり実現できるよう目指して、時代
が進んでもやっぱり最終的には皆さんの力を合わせて共通の目標に向かって一歩一歩進んでいくことで、
更に先の未来が見えてくるものと思います。

『豊生会の現状と未来』

実行委員長

東苗穂病院 副院長

星野

拓磨

これからの多死社会に向き合っていく上で、私たちには今現在、多くの問題
があることが分かります。医療においてはもちろん医療費の削減。繰り返す肺
炎をどこまで治すのかというのも問題の１つだと思います。
日本では８割の方が病院で亡くなっていますが、実際は病院じゃなくてお家
がいいと思っている方が沢山いる。これを踏まえて医療費の削減と相成って国
では訪問診療の拡大、看取り在宅医療の関心が高まっています。在宅医療を拡
大していく中で、東苗穂病院としてその在宅医療とどう連携していくかという
問題も起こります。
介護については人手不足の問題。高齢の方が増えるに従って介護度が増えていくので介護の負担は増大す
る。そして、介護を必要とする人は増え、介護する側は少なくなるわけですが、その時に介護の質を落とすわ
けにはいかない。自立のためのケアをそれでも維持しなければいけません。
地域については、地域は特に過疎化が進んでいくなかで、地域を活性化させるための手立て、今の地域
の在り方についても考えなければなりません。更に2040年には10人に１人が認知症の方になる。人口が
少なくなる中で高齢者は増え、同時に認知症になっているということです。
こういったそれぞれ挙げた問題をテーマに、未来会議でお話させてもらおうと思いました。これから次
の時代、この時代を生き抜く医療・介護に関わる人を医療人とするならば、医療人は１つの視点だけでは
いけないと思います。沢山の問題を詰め込んで沢山の視点を持ってもらえるように、今回こういう形で未
来会議を作らせていただきました。
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第1部 『医療の未来会議』〜常に支えるために私たちのシームレスなつながり方とは〜
東苗穂病院医長兼内視鏡室 センター長

大西

礼造

あんしん在宅医療ネットワーク センター長

池村 夕子

第２部 『介護の未来会議』〜本人が中心のケアを続けるために私たちが変えていく事とは〜
介護事業部

野坂

統括課長

達也

有限会社おいらーく 居宅介護支援事業所
フォルテシモ 所長

広部 毅

症例検討：私たちの現在と未来 〜症例からのメッセージ〜 「二人の生活を諦めなかった奥さん」

東苗穂病院 医療連携相談室 副主任
老人保健施設ひまわり 理学療法士
東苗穂たんぽぽクリニック 院長
東苗穂訪問看護ステーション 看護師
ライフプランセンターひまわり 所長

杉野 貴啓
山田 祐輝
兼重 裕
林 晃子
堀 純也

第３部 『地域・社会の未来会議』〜すべての人が活きる地域の為に私たちが取り組むこと〜
東雁来すこやかクリニック 医師

長嶋

俊介

総合支援センター はつらつ当別センター長
兼当別地区エリア長

小林

誠

平成31年１月～札幌市胃がん検診が変わります
厚生労働省のがん検診に関する指針の改定を踏まえて、札幌市では、検査方法−「バリ
ウム検査」と「内視鏡検査」の選択制。対象年齢―「40歳以上」から「50歳以上」に、
受診間隔−「1年に1回」が「2年に1回」になりました。料金は（医療機関で実施の場
合）、バリウム検査2,200円、内視鏡検査3,500円で受ける事が出
来ます。例えば内視鏡検査を実施した場合、ピロリ菌感染が疑わ
れる所見がある方は、保険診療によるピロリ菌検査やピロリ菌除
菌治療も行う事も可能です。
更に胃がん検診から外れる40歳の方を対象に、胃がんになりや
すいかどうかを判定する「胃がんリスク判定」検査もスタートし、料金は（医療機
関で実施の場合）1,000円です。検査の詳細をお知りになりたい方や検査希望の方
は、お気軽に各医療機関にお問い合わせ下さい。

問合せ

東苗穂病院

健康推進室

☎ 011-784-1121

豊生会の他クリニックでも検査を受ける
ことができます。ご相談ください。
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2018年

新規
開設

11 12

移転オープン
しました！

昨年11月、東雁来すこやかクリニックが装いも新たに移転開院いたしました。東雁来地区は、札幌市内
でも稀にみる、子どもが激増している地域です。小児科の需要が大変高まっており、さらに付近に整形外
科がないことから、整形外科も設置しました。ご高齢の方からお子様まで一貫して支えるために、設備も
増強して開院いたしました。
病院やクリニックでは待ち時間が課題になります。東雁来すこやかクリニックでは、携帯電話やスマー
トフォンでの予約システムを新たに導入。診察の順番が近づいてきたらお知らせメールが送信され、長時
間の待合室での待ち時間解消に役立ちます。それに伴い、感染リスクが減らせることも、この予約システ
ム導入の大きな利点となります。併せまして、東雁来すこやかこどもデイサービスセンター（札幌市病後
児デイサービス事業）も移転開所しました。
2025年問題と称されております、団塊の世代が高齢者となる社会。我々豊生会は、その先に来るであろ
う「高齢者も青壮年も子どもも少なくなる社会」に向けて準備を進めております。次の世代を地域で育む
環境づくりを真剣に考え、できることから実践しております。その一つが、この度の東雁来すこやかクリ
ニックの移転開院です。これからも、地域の一員として、皆様の健康を支えつつ、地域の存続・継続に寄
与して参りますので、引き続きよろしくお願い申し上げます。

問合せ

東雁来すこやかクリニック
札幌市東区東雁来 10 条 1 丁目 12-1

☎ 011-791-9991

医療法人社団豊生会グループと学校法人鶴岡学園北海道文教大学との包括連携協定調印式
医療法人社団豊生会グループと学校法人鶴岡学園北海道文教大学（恵庭市）は、2018年12月14日に、医療・教
育・研究等に係る連携・交流を促進する包括連携協定を締結しました。
本協定の目的は、医療スタッフ、研究者、事務担当者間の交流や共同研究、大学院生・学生に対する様々な教育
機会の提供、両機関が有する豊富な臨床経験や技術の共有と協力、知財管理や産学官連携に関する情報交換等の
可能性が広がり、その中から具体的な連携協力事業を生み出すこと、さらにはそれらの成果が北海道民のみなら
ず、広く日本国民に還元されることを目的としています。
また、2025年の後に到来するであろう、高齢者も青壮年も子どもも少
なくなる社会に向けて、北海道で育てた人財（人は地域の財産）が今以
上に北海道で活躍できる場の創出を共同で築き上げ、人財の地産地消
を推進することで、北海道全体の存続・継続に寄与するのが狙いです。
我々豊生会グループと北海道文教大学は、次の世代を地域で育む環境
づくりに、手を取り合って積極的に研究・実践していきます。
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社会福祉法人 豊生会

Ｈ
ＢＣラジオ放送「豊生会グループ 星の夢百聞」スタート︕︕
東雁来ふくし交流センター開設1周年
この度HBCラジオにて、利用者様の半生エ
昨年の12月に、
小規模多機能型居宅介護事業所ひかり
ピソードとリクエスト曲を紹介する、
「豊生会
ＨＢＣラジオ「豊生会グループ 星の夢百聞」
の移転から始まり、ひかりの保育園の開園やグループ
グループ
星の夢百聞」のコーナーが平成31年
ホームひかりのの家を順次開設し、慌しくも1年が経 平成 31 年１月５日からスタート！
1月からスタートします。
過いたしました。
利用者様の幼少時から今現在までの半生を
笑顔が絶えない毎日を目指し、
日々を大切にしてきま
元HBCアナウンサーの河原多恵子さんが語っ
した。運営していく中での課題はまだまだ多いです
てくださいます。最後には利用者様の思い出
が、
利用者さんや保育園に通う子ども達の交流は少し
パーソナリティ
のリクエスト曲も楽しめる内容となっており
ずつ増え、今後もその芽を大切に育んでいきます。
ます。皆様、土曜の朝はラジオをつけてみて
河原 多恵子 ( 元 HBC アナウンサー）

毎週土曜日
朝 7：35〜7：45

くださいね！
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東雁来ふくし交流センター開設1周年

昨年の12月に、小規模多機能型居宅介護事業所ひか
りの移転から始まり、ひかりの保育園の開園やグループ
ホームひかりのの家を順次開設し、慌しくも1年が経過
いたしました。
笑顔が絶えない毎日を目指し、日々を大切にしてきま
した。運営していく中での課題はまだまだ多いですが、
利用者さんや保育園に通う子ども達の交流は少しずつ
増え、今後もその芽を大切に育んでいきます。
有限会社 おいらーく

毎年恒例︕温泉旅行
毎年実施しています温泉旅行、今年も何とか実施
日の旅行でした。
今回の目玉は、「遊覧船からの花火見物」です。洞
打ち上げの為、遊覧船も一緒に移動するので、かな
り近くからの見物で、迫力満点！
また、水面近くから上がる花火は圧巻！遊覧船なら
ではですね。20時40分からと遅い時間の開始でした
が、頑張って参加したかいがありました。
帰りの昼食は恒例の「回転ずし食べ放題」。今回は
白老の「クリッパー」で豪快に楽しみました。
みなさん、たくさんお土産を買い、二日間ともお天
気にめぐまれ、爽やかな秋空の元楽しんできました。

夕張「らくらく健康教室」開催
夕張市の高齢化率は50.8％に達しました。その中で
も元気な高齢者も多く、少しでも健康寿命を延ばす
ため、いろいろな取り組みがされています。
夕張市立診療所では、毎月第４水曜日に「らくらく
健康教室」と題し、病気の予防や健康に対して講座
を始めました。第１回目は糖尿病について、東苗穂病
院の星野拓磨副院長が講師となり、市民の方や患者
さん、ケアマネージャーや保健師など約40名の参加
がありました。みなさんも健康についてちょっとだけ
勉強してみませんか？

問合せ

夕張市立診療所 らくらく健康教室（担当：横田）

☎ 0123-52-4339
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居宅介護支援事業所・相談

さくら

豊生会

東苗穂訪問看護
ステーション

介護老人保健施設

夕張

社会福祉法人

豊生会
病院

東苗穂病院

医療

企業主導型保育所

有限会 社

NI L S

NP O 法 人

ニルスの会

にじいろ歯科クリニック

・ニルスファーム
・地域食堂きらりの
・考流学舎
・お達者クラブ
・サンシャイン
・茶処はな
・リハビリサロン本町

いがらし医院

丘珠明陽医院

おいらーく

元町ひまわり消化器内科・
腎透析クリニック

夕張市立診療所

住まい

ふらっとステーション

サロン

生活支援
介護予防

東雁来すこやかこども
デイサービスセンター

●ポエム保育園
●ドレミ保育園
●こじか保育園
●ひかりの保育園
●保育所ドリーム
札幌市
病後児
保育事業

ひかりの

特別養護老人ホーム

医療・介護

訪問
通所

訪問看護ステーション
なごみ

たんぽぽクリニック 東雁来すこやか
クリニック

医療法人社団

医療法人社団 豊生会 広報誌／第63号／発行：平成31年1月

豊生会グループ

苗穂通りクリニック

ケアステーション
なないろ

通 所 サービスＡ

生きがいサロン銭函

てんやわんや夢

共用型デイサービス

はつらつ元気教室

えくぼ元町

ひまわり

すぎの子の家

すぎの子家族

すぎの子

ひかりのの家

夢

グループホーム

すぎの子の郷

うらら伏古

介護付有料老人ホーム

せんり

CoCo東雁来弐番館

CoCo 東苗穂

CoCo元町

住宅型有料老人ホーム

CoCo元町弐番館

サービス付き高齢者向け住宅

CoCo 東雁来

シーフロント輝楽

サポートハウス

東苗穂ナーシング
ケアセンターひだまり

パープルロード元町

あけましておめでとうございます。今冬は例年に比べ初雪が遅く暖かい冬の始まりとなりましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか？暖かいかと思えば急に気温の下がる
日もあり、体調管理が難しい季節ですね。札幌はまだ雪はあまりありませんが、当別・岩見沢等すでに大雪の地域もあるようです。平成最後のお正月を、皆さま体調に気を
付けてお過ごしください。

なごみ

看護小規模多機能型居宅介護事業所

さくらケア

てんやわんや本町

つむぎの家

リ・ボン

リハビリ医療介護
総合相談センター

パワフルひまわり ケアプラン銭函

センター
ひまわり

フォルテシモ ライフプラン

ひまわり
ネットワーク

ゆかり

ヘルパー
ステーション虹

訪問介護事業所

サポートユアライフ

サンシャイン

デイサービスセンター

きらら伏古

ひまわり健康倶楽部 パワフルひまわり

生きがいサロン東雁来 てんやわんや

サテライトえくぼ東雁来

サテライトえくぼ ひかりの

小規模多機能型居宅介護事業所

えくぼ

えくぼ東雁来
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