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愛   心館グループのご紹介

　新年あけましておめでとうございます。
　新型コロナワクチンがほぼ行き渡り、その中でワクチンの副反応は
当病院でも発生し、急性冠動脈閉塞、頸静脈内血栓、下肢静脈
血栓、腹腔内臓器出血などが数例ありましたが乗り切りました。
また、ＰＣＲ検査とコロナ抗原検査が陰性であるにも関わらず、コロナ抗体検査が陽性と
なり発症した重篤な患者さんも経験した 2021 年でした。
　当法人の老人保健施設でも数人のコロナ感染の発症はありましたが、大事には至らず
に食い止めました。現在、日本ではコロナ感染の発症がよく抑えられていて、欧米や他
国の大変な状況とかなり差がある中で、その原因が何かということがわかっていない不
安があります。新たなオミクロン変異株がどう動き影響するかもわかっていません。
　顧客である患者さんを尊重し、経営してゆく方針は今年も変わることはありません。
今節の感染状況の下、経営不振の中でどれを最優先にするかを選択するときに、やはり、
お金が頭から離れませんし、これを優先したときには、しっぺ返しが来ました。
　経営が下がってきているときは、Ⅴ字回復を夢見ます。トランポリンのようにⅤ字に弾
みかえることを期待したいのですが、徐々に浮き上がり回復するのがせいぜいと考えま
す。それでも何とかコロナのパンデミックが明けて、新しい年を迎え、さあこれからと
思うときに、オミクロン変異株さらには第６波の恐れを懸念している世間があるので、
注意をして慎重に運びたいと思います。
　それでも人と人との接触は face to face を大切にし、コンピューターウイルスの感染予
防も念頭におきながら遠隔コミュニケーションや技術も併用してゆきたいと思います。
　今年は当法人のガバナンスを検討し、熟してゆくことになります。安定した経営を構
築して変化する年になると思います。
　    2022 年もよろしくお願いいたします。
　　　　　　　 
　　　　　　  　　　　　　　　　　　愛心館理事長　高橋　順一郎

訪問看護ステーションしろくま
介護支援ステーションあいしん

　訪問看護ステーションしろくまと介護支援ステーションあいしんは、令和元年から

東区の愛心メモリアル病院内、本館 2階に移転・併設されております。私たちは、日々病

棟で療養されておられる患者様の息遣いを感じながら業務に携わっております。かかり

つけ医が「愛心メモリアル病院」というご利用者様が多く、併設の利点を活かし、病院と連携しながら、ご本

人、ご家族が望まれる生活の実現に努めております。訪問看護師は、主治医の先生方には診療に必要な情報

を、ケアマネージャー・他職種の方々には、変化する状況下でも望む在宅生活を支えていけるためのタイム

リーな情報を提供し、変化に応じた支援をお届けできるように努めております。当事業所の近隣には多くの

病院、事業所があるにも関わらず、新型コロナウイルスの影響もあり、まだまだ認知されていないことが課

題となっております。この度、介護支援ステーションあいしんは、職員を増員いたしました。法人内だけでは

なく、より多くの皆様に当事業所を知っていだだき、ご利用いただけるように、コロナの状況も見極めなが

ら活動していきたいと思っております。何卒よろしくお願いいたします。　　　　　　　　  所長　下村 環
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■愛心館本部                 011-752-3055

■愛心メモリアル病院  011-752-3535

■訪問看護ステーションしろくま  011-752-4693

■介護支援ステーションあいしん 011-752-4691

〒065-0027

札幌市東区北 27 条東 1 丁目 1-15

■愛心循環器クリニック              011-209-5250

■愛心内科・消化器科クリニック  011-209-5265

〒060-8053

札幌市中央区北 5 条西 2 丁目

JR タワーオフィスプラザさっぽろ 8 階

■介護老人保健施設プラットホーム   011-776-3037

■来夢ライン訪問看護ステーション    011-776-3071

　　　　　　療養通所介護事業所

　　　　　　ヘルパーステーション 

■相談センター「レイル」   011-788-3302

〒002-8072

札幌市北区あいの里 2 条 1 丁目 20-1

　新年あけましておめでとうございます。昨年もコロナに翻弄された1年でしたが、東京オリンピックが開催され、私
自身はたくさんの感動と勇気をもらい幸せな時間を過ごしました。昨年は、ワクチン接種により症状が緩和され、現
在は内服薬の認可が薦められているなど、少しずつ明るい未来が見えてきました。1人1人が大切な誰かを思いやって
行動したその先に、平和で明るい未来があると信じています。2022年が明るく輝く一年になりますように…。本年も
愛心館をどうぞよろしくお願い申し上げます。（M・N）
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院長　岡本　洋

　新年あけましておめでとうございます。
　昨年は波瀾の年でした。東京オリンピックのマラソン・競歩では、青空の中、多くのランナーが当院
近くを駆け抜けました。コロナ感染が猛威を振るう中、愛心メモリアル病院は大過なく、順調に診療実
績を積み上げることができました。この場をお借りして、職員の皆様、関係者に深く感謝申し上げま
す。ありがとうございます。
　「あなたは桃太郎と浦島太郎のどちらが好きですか？」
　宇宙飛行士選抜試験で、筑波大学精神科松崎教授は最後にこう質問するそうです。
桃太郎は、報酬を与え主従関係の契約を結び、「理」で鬼退治という目的を達成するタイプ。一方、浦島
太郎は、「かわいそう」という理由で亀を助け、最後には、開けてはダメと言われた玉手箱を好奇心に負
けて開けてしまうという、「情」で行動するタイプと判断できるそうです。一般社会では桃太郎タイプ
が実績を上げそうですが、意外にも、宇宙飛行士に相応しいのは、浦島太郎タイプとのことです。
　その理由として、理論的に考える人は、平常時においてはコンスタントに成果を上げますが、緊急事
態となると、早い段階で「想定外だから、もう駄目」と諦めてしまいがちだからとのことです。一方、
「情」で行動する浦島太郎タイプの人は、想定外の逆境においても、柔軟な思考をし、簡単に諦めずに粘
る傾向にあるそうです。大谷選手のように野球というスポーツが単純に好きという「情緒的共感性」も
浦島太郎タイプに見られるそうです。
　病院はどうなのでしょう。医療の原点は、「かわいそうだから、助ける」ために、目の前の患者さんに
寄り添い、最大限の努力をすることです。Gate Keeper 型病院として、「依頼された患者を断らない」と
いう原点に立ち戻り、いつでも相談でき、信頼されることが必要です。当初、院内から反対の声があり
ましたが、コロナ協力病院として手を挙げたのも、また、「どこも受け入れてくれない」コロナ肺炎疑い
の患者さんを受け入れ診療したのも同じ理由からです。
　災害や病気はいつ起こるかわかりません。想定外の逆境においても不屈の精神で乗り越えていくた
めには、GRIT、すなわち、Guts（困難に立ち向かう力）、Resilience（困難から立ち直る復活力）、Initiative
（自ら目標を定め取り組む自発性）、そしてTenacity（最後までやり遂げる執念）が大切ということで
しょうか。
　昨年は糖尿病内科が新設されました。心臓血管外科・循環器内科・糖尿病内科・腎臓内科・人工透
析内科・眼科・皮膚科各部門が、コミュニケーション良く共働し機能強化することが求められていま
す。各科の良さを取り入れ、北海道大学はじめ地域の医療機関とも縦糸を捩るように連携できれば幸
いです。横糸となるのが ICT や生体モニタリング、PHR（Personal Health Record）を活用した

Inovative な疾病管理かも知れません。
　札幌に Big Boss がやってきました。野球は楽しくなければ
いけないし、医療は誠実で「情」のあるところが良いと思いま
す。2022 年、愛心メモリアル病院も一層の変化と飛躍の年と
なりそうな予感がします。パンデミックの中でも世界は希望
に溢れています。皆さま、今年もどうぞ宜しくお願い申し上げ
ます。
　　　　　　　　　　  愛心メモリアル病院　院長　岡本 洋

愛心メモリアル病院
～2022年 年頭所感～

　みなさんこんにちは！札幌駅のＪＲタワーオフィスプラザさっぽろ８階に愛心館のクリニックが
ございます。医療モールの受付に向かって右側が愛心循環器クリニック、左側が愛心内科・消化器
科クリニックです。
　８階フロアには脳外科、眼科、婦人科、整形外科、歯科、健診クリニック、ＣＴ・ＭＲＩの施設も
あります。また、７階には外科、ワーカーズ、女性専用健診クリニック、検査ラボステーションが
あります。院外薬局は７階と８階のどちらにもあります。
　それぞれ独立した医療機関ですが、症状に合わせてお互いにご紹介させていただいております。新
型コロナウイルス感染症に関連した受診は、少し下火になってきているところではありますが、迷っ
たら「とりあえず内科に…」と思う方も多いかと思います。実際、発熱・風邪症状のある方も来院さ
れていますが、来院していただいても隔離する場所がない為に発熱外来など専門の医療機関を受診し
ていただいております。来院前には保健所などからも勧められている通り、受診可能かどうかを必ず
お電話にて確認していただければと思います。
　様々な症状の患者様が来院される医療モールですが、
事務局の方が中心となって、アルコール消毒等などのコ
ロナ対策を頑張っております。現在までにクラスターは
発生しておりません。これからも医療モール全体でコロ
ナ対策に取り組んでまいりたいと思います。  その他、マ
イナンバーカードを保険証として利用できる医療機関が
増えてきておりますが、当医療モールはマイナンバー
カードを保険証として扱うことはできません。従来通り
保険証原本をご持参ください。
  これからも両クリニックをよろしくお願いいたします。

★★クリニックへの行き方をご案内します！★★

　ＪＲタワー内にあるとはいうものの、さてどうやってクリニックに行ったらいいの？とのお問合
せをいただくことが多々ございます。今回はクリニックへの行き方を簡単にご紹介いたします！

①まずは１階にあるＪＲ札幌駅の改札口を
　目指してください。
②ＪＲ札幌駅の改札口に到着しましたら、
　ご自分が西改札口にいるのか、東改札口に
　いるのかをご確認ください。
③それぞれの改札口からＪＲタワーオフィス
　プラザさっぽろ入口（東改札口側の南口）
　への行き方は左の地図を確認し、矢印の方
　向へお進みください。
④入口からエレベーターまでは一本道です。
　そのままエレベーターで８階にあがると当
　クリニックにたどりつきます。

愛心循環器クリニック&愛心内科・消化器科クリニック
～JRタワー８階　医療モールをご紹介します～

ＪＲタワーオフィスプラザ８階　

総合フロア総合受付を挟んで

左右に愛心館のクリニックがございます
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相談センター「レイル」
～お気軽にご相談ください～

　こんにちは。相談センター「レイル」の若狭です。私たちは、ご自宅で介護保険における要介護認
定を受けられたご利用者様、ご家族様からご相談を承り、ケアプランを作成するお手伝いをさせて頂
いている事業所です。
　ご利用者様、ご家族様に「寄り添い」、介護保険サービスだけではなく、関連する社会資源を活用し、
ご自宅での生活が続けられることを目的に運営しております。
　本年も新型コロナウイルスの感染対策について気を緩めず、丁寧な相談対応を心がけ、日々変化す
る制度の知識の習得を怠らず、ご利用者様・ご家族様のご支援を続けたいと思います。
　介護のことでお困りごとがございましたら、お気軽にご相談ください。
　本年もよろしくお願い申し上げます。 　　　　　　　　　相談センター「レイル」所長　若狭　敬志

介護老人保健施設プラットホーム
～Ｃｏｖｉｄ-19クラスター感染を振り返って～

　Covid-19感染症は、皆様の生活に大きな影響を与え、今なお、終息に至っておりません。
　当施設は、感染対策に重きを置き、7年前より来館者の体温測定を導入し、感染症の発症を抑えて
きました。2020年は、更に感染対策を強化し感染予防に努め、Covid-19の感染発生を防ぐことができ
ました。しかし残念なことに2021年5月8日、施設内でCovid-19感染が発症しました。その後、入所者
様5人、職員5人の計10人の感染者をだし、残念ながら利用者様の1人は病院に転院後に亡くなられま
した。
　最終の感染者の隔離解除が6月20日で、その間、約1ヶ月半はCovid-19との戦いでした。保健所の指
示を受けながら、すべての職員がそれぞれの持ち場で尽力しました。入所のマンパワー不足に対し
て、他部署の職員が直接入所にサポートに入り最善を尽くしてくれました。
　最前線の入所職員は完全防備の慣れない服装で、暑さや感染への恐怖と闘いながら、利用者様を
守るため、感染を拡大させないために本当にがんばってくれました。
　この全職員のがんばりにより、クラスターとはなりましたが、結果的には感染を最小限に抑えら
れたのではないかと考えております。また、利用者様、ご家族様のご理解とご協力を得られたこと
にも感謝しております。感染対策として、環境の整備や新たな設備の導入に取り組み、補助金を利
用して微細な霧（セミドライフォグ）による大空間加湿システムを設置しました。また、安全な面
会を継続するために、2方向から出入りできる家族面会室をつくりました。感染終息後の速やかな課
題の振り返りや必要物品の備蓄、感染発生時のゾーン分け、居室移動の訓練などにも着手し、保健
所からも評価を得ております。
　Covid-19との共生は今後も続きます。私たちは、これからも利用者様の日常生活を守るために、必
要な環境条件を整え、利用者様が明るく元気に、そして楽しく安心して過ごせるように努めてまい
ります。また、ご家族様にもご安心・ご満足いただける施設となるべく職員一丸となって、励んで
いきたいと考えております。今年もプラットホームをどうぞよろしくお願いいたします。

プラットホーム　施設長　清水 元良

来夢ライン　訪問看護ステーション
　　　　　　　　療養通所介護事業所  ～新卒看護師の採用と育成を試みて
　　　　　　　　ヘルパーステーション　　　 飛躍をとげる新人看護師の紹介～

相談センター「レイル」

スタッフ一同

※Covid-19= 新型コロナウイルス感染症
施設長  清水 元良

通所フロアに新設した大空間

加湿システム。これにより室内の湿度

を保ちウイルスを予防します。

入口を２つ（２方向に）設置し、

アクリル板で仕切って面会できる

お部屋を作りました。

１階エントランス

施設に入館される際は

この手前で検温、手指消毒、

マスク着用にご協力頂いております。

来夢ライン　スタッフ一同

上段左から 2番目が粟井さんです。

  これまで看護師は、卒業して就職する場所が病院というの
が当たり前の考え方でした。しかし、近年、在宅医療・介護・
福祉などの時代背景による考え方の変化から、訪問看護ス
テーションを最初の就職先として選択できるようになりま
した。その背景には新卒看護師の採用育成に積極的に取り組
んでいる事業所が全国的に増加し、新たな時流が作られたこ
とがあります。　来夢ラインも 2019 年より新卒看護師の採
用を掲げ、受け入れをしました。皆さんに日々成長し逞しく
なっていく粟井看護師をご紹介します。
　看護師の粟井です。訪問看護を初めて 3年目を迎えました。
学生時代に「誰かの人生に関わり、看護したい。」という気持ちが強くなり、訪問看護師を目指しまし
た。誰かの人生に関わるとはどういうことなのか？今感じる事は、人生は多種多様で、同時に看護ケア
内容も正解はない、ということです。その人のキャラクターや人生背景、タイミング等によって、利用
者さんとそのご家族がどう生きていきたいのかは変化していきます。だからこそ、その時々のご本人、
ご家族の希望をくみ取って、その人の一番を考えていく、ご本人もご家族も後悔の残らない在宅生活
になるように支援していきたいと考えるようになりました。その人の伴走者でいられるように！！
　また、私自身は趣味であるスノーボードを楽しんでいます。趣味と仕事を両立させて楽しく頑張っ
ていきたいと思います。

来夢ライン訪問看護ステーション
看護師  粟井 沙映


