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石井新院長のごあいさつ井新院長のごあいさつ

　愛心メモリアル病院は今年で開院30年目を迎えます。

その節目となる2015年４月より院長に就任いたしまし

た。

　私自身も医師となって31年目となりました。これま

で心臓血管外科を専門として診療に当たってまいりまし

たが、今後もいっそう研鑽に努め患者様のお役に立てる

よう全力を尽くします。

　当院では狭心症、急性心筋梗塞、弁膜症、大動脈瘤、

閉塞性動脈硬化症、ペースメーカー、静脈瘤、腎不全、

シャントトラブルなど広く循環器疾患の診療及び治療を

行っております。

　人口の高齢化にともない低侵襲な治療が求められるようになり、当院でも積極的にカテーテル治療

や大動脈瘤に対するステントグラフト治療を行っております。また、近い将来手術室とカテーテル検

査室を組み合わせたハイブリッド手術室を導入し、最先端の医療にも対応できるようになります。し

かしながら、いくら最先端の機器を導入してもスタッフの知識と技量が伴わなければ良い医療は提供

できません。例えば下肢動脈の閉塞病変に対して低侵襲なカテーテル治療を選択しても必ずしもうま

くいかない場合があります。その場合次の手段として従来ながらの外科的バイパス手術を行います。

どんなに医療が進歩しても、ベースとなる技量を持ち合わせていなければ予定外の事態に対処できま

せん。常に「次の一手」を準備して患者様のご要望に応えるべく外科医としてのスキルを磨いてまい

ります。

　当院は札幌市医師会一次救急医療機関や二次救急医療機関として、さらには札幌市ACSネットワ

ーク参加医療機関として急患対応しております。当院開設以来の理念であります地域に根ざした救急

医療をさらに進めて当番日以外でも24時間体制で対応してまいります。

2015年4月より、愛心メモリアル病院　院長に石井浩二医師が就任いたしました。
今回は、新院長に「こんな病院を目指したい！」という抱負を伺いました。

石井　浩二（イシイ　コウジ）
・北海道大学医学部卒業
・心臓血管外科　修練指導者・専門医
・日本外科学会　専門医
・日本胸部外科学会　正会員
・日本血管外科学会　正会員

略歴
・北海道大学医学部附属病院
・仏パリ大学アンリモンドール病院　研究員
・国立病院機構北海道がんセンター　心臓血管外科
・愛心メモリアル病院勤務（2009年）
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愛心メモリアル病院
Tel. 011－752－3535　Fax. 011－752－1058
〒065－0027　札幌市東区北27条東1丁目1－15

　１月24日、アスティ45ビルにて
　一般の方々を対象とした「愛心館 医療セミナー｣ が開催
されました。
　記念すべき第１回目は、高橋理事長、金岡医師、本部長
の井川が講演を行いました。
　PAD「末梢動脈疾患」～足が冷たい、しびれる、こんな
症状で困っていませんか～をテーマに、当院が専門として
いる血管外科領域の病気について、詳しくご紹介させてい
ただきました。

　また、講演後は、質疑応答の時間を設けて、参加者から
の素朴な疑問や不安などにお応えする形で積極的なディスカッションが行われました。
　当院を受診されている患者さまやそのご家族の方以外にも、はじめて愛心を知りました、
という方もいて、大変有意義な健康セミナーとなりました。

　今年はこの後６月27日、10月17日にも講演会を予定しております。会場は同じアステ
ィ45ビル内です。近くなりましたらポスター、チラシ等で詳細をご案内いたします。ぜ
ひたくさんの方にお越しいただけたらと思っております。

「患者さんとの会話でわかること」
と題して

講演を行う高橋理事長

「軽視される足の冷えとしびれ」
と題して

講演を行う井川本部長

「PADの診断と治療」
と題して

講演を行う金岡医師

愛心館　医療セミナーを開催しました！愛心館　医療セミナーを開催しました！
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　皆さん、こんにちは。JRタワー内にある愛心循環器クリニックと愛心内科・消化器科クリニック

です。少しばかり変なタイトルです。私もそう思います。実は、１年ばかり前になるのですが、初診

患者さん約350名に、どうして当院受診に至ったのかのアンケート調査を実施しました。その結果を

皆様にお知らせ致します。

　９個の選択肢と自由記載欄を作成しました。クリニックと同じ法

人で東区にある愛心メモリアル病院では、タウンページを見て来院

される方が多かったので、同じ傾向かと思いきや、タウンページを

見て知った方はごくわずかでした。

　右のグラフをご覧下さい。ホームページを見て知った方が第１位

で全体の約４割。インターネット時代を表していますね。第２位は

紹介です。友人、家族、医師からの紹介のすべてを含んでいます。

第３位が広告です。いろいろな広告がありますが、札幌駅地下１階

の東地下通路に、医療モール全体のおおきな広告があります。それ

を見て知った方がほとんどでした。結構、みなさん見ているんだな

と思いました。ご覧になってない方はどうぞ見てみてください。

　札幌駅周辺には多くのクリニックがあります。その中で、なぜ当

院が選ばれたのか。その理由になります。こちらも右のグラフをご

覧下さい。

　職場から近いからが第１位で約４割。札幌駅周辺はオフィス街で

すので、妥当な結果だと思います。第２位は、交通の便が良いから

が３割。当クリニックは、JR駅直結のJRタワーの８階に位置し

ます。この立地条件の良さがここに出てきたと思われます。患者さ

んからは、「ここへの通院は便利なのよね」という意見を時々耳に

しますので、納得のいく結果だと思います。

　ただ、通院しやすいということで、多くの患者さんが来院され、

混雑して待ち時間が長くなってしまうことがあり、たいへん申し訳

なく思っております。

　今後も何かしらのアンケートを実施するかもし

れません。その時には、今回と同じくぜひご協力

下さいますようお願い致します。

愛心循環器クリニック
Tel. 011－209－5250　Fax. 011－209－5432

愛心内科・消化器科クリニック
Tel. 011－209－5265　Fax. 011－209－5427

〒060－0005　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

当院受診の決め手は何か？院受診の決め手は何か？

当院をお知りになった理由を教えて下さい。

お知りになった上で、当院を受診した理由を教えて下さい。

最後に

当院を知った理由

受診した理由

ホームページを
見て
39％

紹介
34％

広告を見て
13％

その他
14％

職場から近い
41％

紹介だった
10％

その他
8％

自宅から近い
9％

交通の便が良い
32％
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プラットホーム通信ラットホーム通信

デイケアで「お寿司」を提供

　デイケアのご利用者様全員にお寿司を楽しんでもらいたいと介護職員からの発案がありました。
　当日は全員が食べやすい寿司ネタという事で、「まぐろ、帆立、サーモン」の３品を約400個大皿
に並べてセットしたところ、ご利用者様から、『おー！』っと歓声が上がり、笑顔で「おいしい」と
喜んで食べていただきました。通常はミキサーにかけたお粥とおかずを食べている方にも、お寿司を
提供する工夫をしました。ミキサーにかけたお粥を寿司酢で味付けし特殊な増粘剤で固め、寿司ネタ
は細かく包丁で刻み、きれいに形を整えました。
　また、普段はご飯が食べづらく、お粥を食べている人には特殊なゼラチンを入れて柔らかくご飯を
炊き、噛んで飲み込みやすい握り寿司を提供しました。
　ご利用者様からは「帆立の味がした。」・「おいしいからもっと食べたい。」と感想を頂けました。
　普段は食べる際に介助が必要なご利用者様も積極的にご自身でスプーンを持ち食べ続けている姿を
見ると美味しく食べることの大切さを実感いたしました。
　今後もご利用者様に喜んで頂けるような食事を提供していきます。

食事部　管理栄養士　鈴木　美智子

認知症あれこれ（その９）
＜被害妄想のタイプ別の原因と対応方法について＞

（ⅰ）　被害者利得型（物盗られ妄想・見捨てられ妄想など）
　　　淋しさから出る妄想で周りに同情してもらい自分に注目してほしいサイン
　　　　　　　・被害妄想だが犯人が特定されていない
　　　　　　　・誰かと二人で居る時に出やすい
　　　　　　　・妄想が出る前に関わりを多く持つようにする
　　　　　　　・話をよく聞いて同情する
（ⅱ）　心理的負担解消型（物盗られ妄想・嫉妬妄想など）

人に迷惑をかけるな！と教育されてきた高齢者が介護者に迷惑をかけているという負い目
から無意識に自分を被害者にして心の負担を軽くする

　　　　　　　・自立して生きてきた人ほど出やすい
　　　　　　　・献身的に介護をしている人に対して出る事が多い
　　　　　　　・負い目を感じさせない様に対等と思えるような介護関係を作る
　　　　　　　　（本人が得意な事を教えてもらったり手伝ってもらうなど）

※妄想が出るのには必ず背景があります。
　薬に頼らず、まずは原因を考え対応してみましょう。

介護福祉士・認知症ケア専門士　岡村　裕子

介護老人保健施設プラットホーム
Tel. 011－776－3037　Fax. 011－776－3039

〒002－8072　札幌市北区あいの里2条1丁目20－1

特徴

特徴

対応

対応
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　私たちは、最期を自宅でむかえたいという方の看
取りのお手伝いをしています。
　今回はＳさんとの思い出を振り返ります。

　夫人と2人暮らし。夫人は左半身麻痺があり車椅子
生活。Ｓさんが大黒柱として、家事全般を実施。
　食道癌による食物の通過障害があり、平成26年１
月に市内の病院からの依頼で訪問看護による在宅で
の点滴が開始となりました。その後、訪問診療も導入。 
毎日、６～７時間点滴が必要で、週３回、夫人がデ
イケアのため不在のときは、訪問看護師が協力し見
守りするという体制をとりました。
　４～７月にかけて、Ｓさんは、畑仕事に明け暮れる毎日。外出、散歩、つりと２時間程度歩くよう
な活動が続きました。Ｓさんは、朝に訪問しても、家にいないことが数回、捜索をしたこともあり、
大好きなお酒を枕もとに隠しながらこっそり、飲んで鼻を赤くしていたりと、エピソードがつきませ
ん。
　９月後半から急激に動けなくなり、やせもすすみ
ました。起き上がれずに、はって移動し、トイレか
ら動けないという電話も入り、臨時訪問も増えまし
た。
　10月２日入院について、本人、ご家族、医師、訪
問看護師、ケアマネジャーが集まり、自宅で話しあ
いの場をもちました。
　当初は体が動けなくなったら入院をすると決めて
いました。いざ、入院を提案すると、ご本人は、涙
ぐまれ、無言でずっと眼を閉じてしまいました。本
意ではない気持ちが伝わってくる状況でした。そこで翌日、もう一度今後についてを話しあい、一時
的な入院はするが、ベッドの体制を整えたら、家で最期を過ごす方向に変更することになりました。
　その４日後退院。夫人は、「この人は病院がきらいな人だから、自分はなにもできないけど、家で
見てあげたい」と覚悟をされていました。
　寝たきり状態でしたが、大好きな焼酎を口にふくみながら、ワンカップをお守りのように枕もとに
おきながら亀の創助と一緒にベッドで過ごしました。夫人は車椅子で室内を何往復もし、吸引や、ク
ーリング、足や手をマッサージしたり、好きな民謡をきかせるなど、“この人に恩返しのつもりでい
るんだ”とケアに奮闘しました。Ｓさんは、夫人の懸命な看病をうけながら、10月31日の夜、静か
に息を引き取りました。ご家族が揃い、本人を囲んで声をかけ、時に笑いながら思い出話をされ、穏
やかな看取りとなりました。
　３週間後、医師、訪問看護師、ケアマネジャー、夫人とで、Ｓさんのお別れ会を行いました。これ
までのいろいろなエピソードを語り合い、夫人にエールを贈りました。
　人生の最期をどこで過ごしていくのかということを、決めきれずに物事が進んでいくことは、多い

と思います。一度決めたことでも、迷ったり、変わったりす
ることは当然です。何度でも立ちどまり、本人にとってどう
いうことがいいのかを問いかける勇気、その機会を作ること
が大切であることをＳさん、ご家族から教えていただきまし
た。Ｓさん素敵な思い出をありがとうございました。奥さん
を見守っていて下さい。

　所長　森　明恵

来
らい

夢
む

ライン

〒002－8072　札幌市北区あいの里2条1丁目20－1

療養通所介護事業所 Tel. 011－776－3555
 Fax. 011－776－3072
訪問看護ステーション Tel. 011－776－3071
 Fax. 011－776－3072

の人らしい最期を自宅でむかえる…Ｓさん、Ｓさん家族と過ごした10カ月そそ

かわいがっていた亀（創助）
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平成27年初夏　札幌市西区に愛心館が平成27年初夏　札幌市西区に愛心館が
訪問看護ステーションを開設予定です!!訪問看護ステーションを開設予定です!!

慣れ親しんだところで大切にされ
さいごまでいきいきと自分らしく
気持ちよく暮らせる毎日を支えるため
私たちが心をこめて看護を提供します

　主な訪問区域は、札幌市西区、中央区全域、東区の一部（札幌環状通り内側）、北区の一部（新琴
似４番通より南側）です。
　訪問看護ご利用希望の方はかかりつけの医師、ケアマネージャーさんにもご相談下さい。
＊主治医の指示書に基づいて訪問看護を提供いたします。

まずはご相談下さい。 開設準備室長　下村　環

どうぞよろしくお願いいたします!!

医療法人社団 愛心館

≪訪問看護サービスの内容例≫
■ 体調の確認、病状についての相談、ケア、助言
■ おくすり管理のお手伝い
■ 食事、栄養、水分のとりかたについての提案、助言
■ 排泄の援助、助言
■ リハビリテーション
■ 清潔の援助（看護師による体調確認、ケアが必要な方のシャワー浴や入浴介助など）
■ 床ずれや創傷の手当て、点滴などの医療処置
■ 在宅医療機器やカテーテル類、人工肛門（膀胱）などの管理のお手伝い
■ 認知症・精神面へのケア
■ 日常生活の援助について、ご家族の介護相談
■ 医療機関、ケアマネージャー等との連絡調整他、入院から在宅生活への移行支援や療養環境 
への支援　など

サービス提供時間　月曜日～金曜日　９時から17時（祝日、12／30から１／３を除く）
　　　　　　　　　＊24時間緊急時対応できる体制をとっています。

訪問看護ステーションしろくま
Tel. 011－623－4

しろくまさん

693　Fax. 011－623－4
しろくまに

692
札幌市西区二十四軒１条４丁目2－35 アリコンビル３階



7

　平成26年12月にご利用者様、ご家族様を対象に当事業所の不満足度調査を実施させていただきま
した。70名配布　44名回収

不満足度調査

　ありがたいことにほとんどは「全く思わない」「あまり思わない」の回答を頂きました。
　しかし、②、③、④、⑥、⑦については「ある程度そう思う」と回答があったので、今後の対策を
検討しました。
　②について、訪問時間が遅れる際の事前連絡を徹底いたします。
　③・④について、相談を受ける際の態度や説明の仕方をスタッフ同士で同伴訪問し、確認を行います。
　⑥・⑦について、ご利用者様に紹介やご提案するサービスについての知識を増やすために定期的な
事業所内での研修や外部研修へ積極的に参加をします。

　検討した内容に取り組み、ご利用者・ご家族にとってご満足頂ける相談援助、ケアプラン作成に努
めていきたいと思います。アンケートにご協力頂きました皆様に心から感謝申し上げます。
　有難うございました。

ケアマネジャーに求められるものとして、重要だと思うこと
（複数回答可）

担当者への満足度は10段階
でどの程度になりますか？

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％

分かりやすく説明してくれる

個人情報をきちんと守ってくれる

相談に親身で親切に対応してくれる

人柄がよい

介護サービスの知識が豊富

経験が豊か

相性がよい

組織体制や教育体制がしっかりしている

地域での評判がよい

連絡が十分にとれる

■８点　■９点　■10点　■無回答

10点
54％

９点
17％

８点
19％

無回答
10％

0％ 20％ 40％ 60％ 80％ 100％10％ 30％ 50％ 70％ 90％

16.3％ 76.7％①態度や言葉遣い、身だしなみが悪いと感じる

■大変そう思う　■ある程度そう思う　■あまり思わない　■全く思わない　■無回答 

②訪問する際、約束の時間に遅れたり、時間変
　更の連絡が不十分と感じる
③説明の仕方や内容が分かりにくいと感じる

④親身に相談に乗ってくれないと感じる

⑤利用者の体・病気・生活状況をあまり把握さ
　れていないと思う
⑥利用者の要望に沿った適切なサービスの紹介
　や提案をスムーズに行ってくれないと感じる
⑦調整してもらったサービス事業所へ自分の意
　向が伝わっていないと感じる
⑧ケアプランについて、利用者の意向が反映さ
　れていないと思えないことがある
⑨プライバシーや個人情報が守られていないと
　感じる

74.4％16.3％2.3％

2.3％

2.3％

2.3％

4.7％

4.7％

18.6％ 72.1％

72.1％16.3％

72.1％20.9％

72.1％16.3％

81.4％9.3％

72.1％18.6％

81.4％11.6％

ンケート集計結果のご報告 アア

ケアマネージャーについてのアンケート結果
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　貴重な意見を頂きましたので紹介させて頂きます。

・とても感じが良く相談しやすく親身になってくれるので、とてもありがたいです。
・担当の○○さんは説明が明確で分かりやすく、相談ごとにも行き届いた対応で感謝していま
す。笑顔でいつも親身に当方の「とんちんかん」な質問にも答えてくれます。今後もよろし
くお願いします。
・いつも親切に納得いく対応していただき感謝しております。
・(アンケートの様式に対して)聞き方が適切でない部分が多いので質問の意図がよく理解でき
なかった。
・ありがとうの一言です。今後もよろしくお願いします。
・日頃何かとお世話になり、ありがとうございます。感謝しております。
・担当して頂いてまだ日が浅いですが、よくやってくれています。
・こちらの要望を速やかに対応してくれるので助かります。ありがとうございます。

介護支援専門員　若狭　敬志

相談センター「レイル」
　Tel. 011-788-3302　Fax. 011-776-3039
　〒002-8072　札幌市北区あいの里２条１丁目20-1
　　　　　　　　介護老人保健施設プラットホーム内

　今回は、入院された患者さんからの投書です。
　以前より患者さんから予約に関する投書や、退院時に「次回の外来受診日は○○月○○日です」
と指定されて来たのに長時間待たされた、というご意見を頂戴していました。
　今回関係部署で検討を重ねた結果、「退院後初回特別枠」というものを設けることとなりました。
　この退院後初回特別枠は、手術後の患者さんや心不全等で入院された患者さんが退院した際、通
常の予約枠とは別の枠を使って予約をお取りし、受診してもらうという制度になります。これによ
り待ち時間が軽減されるというメリットがあります。
　ただし、心臓カテーテル等の検査入院や下肢静脈瘤の手術目的で入院された患者さん、他院や他
施設へ転院された患者さんは対象外とさせていただきます。
　また退院後初回特別枠には、枠数や時間帯に限りがございますので、必ずしもご希望にそえない
場合があることもご理解ください。
　なおこの特別枠でご予約をお取りした後、患者さんの都合による変更は、通常の予約と同じ扱い
になります。ご注意下さい。
　ご不明な点がありましたら、病棟の看護師にお問い合わせ下さい。

「外来での受診の予約が取れないことがとても不便です」

（平成26年５月新館病棟より投函）

vol.28
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　先日、友人に誘われて「リアル脱出ゲーム」と言う
イベントに参加しました。内容は、ある部屋に閉じ込
められそこにある謎を解いて部屋から脱出する、とい
うゲームです。友人と協力して制限時間ギリギリまで
謎に取り組みましたが最後の謎が解けずあと少しで脱
出できませんでしたが、制限時間内に問題を解く緊張
感や問題が解けた時の喜びが大きく、とても楽しい体
験でした。

外来待合で「悠悠運動教室」のコマーシャルを放映しております

　リハビリ室で行っている「悠悠運動教室」をもっと患者さまに活用していただきたいという思い
から、愛心オリジナルのコマーシャルを作成しました。
　４月９日木曜日より外来待合室で放映しております。
　放映時刻は、10：00、12：00、14：00、16：00　の１日４回（土曜日は10：00、12：
00、外来診療時間に放映しております。放映時間は約６分です。どんなリハビリを行っているのか、
当院のリハビリ室の雰囲気が良く分かる仕上がりになっております。
　ぜひ、ご覧ください。

2

応急処置講習会のご案内
　愛心メモリアル病院では、毎年９月に、「９月
９日、救急の日」にちなみまして、患者さんと
ご家族の方のための救急時の対応、応急処置の
講習会を行っております。今年も行いますので
興味のある方は職員にお問い合わせください。

2014年９月の様子→

1


