
皆さん明けましてお目出とうございます。
今年も宜しくお願い申し上げます。
今年もまた年の始めにはほとんど関係のない事を述べさせていただ
きます。
ところで、皆さんは、ひょっとしたら自分が “ 宇宙人 ” だと云うこ
とを忘れてはいませんか？
私達が何げなく過ごしているこの地球は広大な宇宙空間にある数え
切れない程の星の中で、人類が知る限りでは唯一無数の生命体が存在
する、まさに「奇蹟の星」なのです。
理論上では、地球と似た様な環境の星が他にもかなりあるはずなの
で何らかの生命体が存在してもおかしくない、と云われています。
しかし残念ながら人類はまだその事を証明出来ていません。あの有
名な宇宙探査機の “はやぶさ ” も砂粒一コ大の有機物（体）すら持ち
帰っていません。
私達が住んでいるこの「奇蹟の星」にはいやと云う程の生命体（有
機体）が存在するのになぜ人類は巨額のお金（私達の税金）を使って、

他の星の微量の生命体を探すのでしょうか。理解に苦しみます。
私は思います。“ まだあなた方の科学・能力では、光の速さで何年
も何百・何千年も行くのにかかる星へ到達するのは絶対に無理なので
す。恐らく未来永劫無理でしょう ”と。
ちなみに光の速さは、秒速 30万㎞、地球一周４万㎞ですから一秒
間に光は地球７回り半するのです。人工衛生を乗せたロケットが大気
圏を脱出する時の速さは、確か秒速 11㎞位ですから。宇宙旅行等と
云う言葉は、使うことすら憚られる様に思います。夢として持つのは、
人それぞれの自由ですが実際に実現は不可能です。
ついでにもっと云わせてもらえば、宇宙ステーションとか宇宙旅行・
宇宙飛行士等と云う名のもとに地球の回り 300 ～ 400㎞をグルグル
回るだけに莫大なお金（私達の税金）を使うのも止めた方が良いと思
います。今までにこの様な事に使ったお金は８千億円です。皆さんは
何かその成果を見せてもらったことがありますか。これだけの莫大な
お金（税金）が投じられていることを知っていましたか。
毎日、食べたくてもお腹いっぱい食べられなくて、ひもじい思いを
している子供達が沢山います。
そして、この「奇蹟の星」は人類の飽くなき経済発展の為地球温暖
化の危機にさらされています。
前に述べた莫大な無駄使いにも似たお金はこの「奇蹟の星」に住み、
未来を担う子供達の為に有意義に使ったらいかがでしょうか。「奇蹟
の星」が壊れる前に！！

皆さん、新年おめでとうございます。
政府は、社会保障制度改革国民会議において、限りある財源を、急
性期医療へ集中的に投下しながら、医療機関の連携・機能分化を進め、
在宅医療を推し進めて地域包括ケアシステムを構築する方針を打ち出
しています。
今年の４月に予定されている診療報酬改定では、超高齢社会にふさ
わしい医療政策の実現、地域包括ケアシステムと効率的で質の高い医
療供給体制の構築、経済・財政との調和を目指すことを基本的な考え
としています。具体的な診療報酬の改定内容は示されてはいませんが、
実質的にマイナス改定も予測され、また、来年に予定されている消費
税の引き上げについても、まだ先行き不透明で、医療・介護の提供者
にとっては、厳しい環境が続きます。
私どもは、それぞれの地域において、地域の諸機関と連携し、効率
的で質の高い医療と介護を提供すべく、「ワム・タウン」造りに取り
組んできました。これからも、その活動を継続し、地域の皆さんから
信頼される保健・医療・福祉を提供することが大切であると考えます。
ＭＳＳ保健医療福祉グループも大きな組織体になってきましたが、
各組織が連携し、それぞれの地域の皆さんに、良質な保健・医療・福
祉を提供し続けられる組織を目指したいと考えております。

今年はどんな年になるか、いい年になることを願って何時もの
ように新年のお参りをしました。昨年は、良いこと悪いことが続
きましたが…
ロシアの飛行機が爆破されて、次はフランスの首都パリでテロ
の事件。世界の首脳たちが集まり、会議。報復の空爆もしだいに
激しさを増しています。お互いにこの負の連鎖を断ち切るアイデ
アをだして世界中を安心して旅行できる日が来てほしいものです。
良いこともたくさんありました。ノーベル賞も日本人二人が受
賞しました。スポーツ界においても、世界のトップレベルの成績
を残した人も多く存在しました。それなのに国内の政治は、経済
は安定していているのか、心配なく安心できる年であるか、次の
世代にバトンを渡せるのか。昨年の
漢字 “ 安 ” は、皆さん本当にそう思い
ますか？
今より楽になるというより、もっ
と厳しい時代が来ると思いますが、
皆さん、今年も頑張って生きてゆき
ましょう。
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謹んで、新年のご挨拶を申し上げます
2014 年６月に成立した「医療介
護総合確保促進法」により、都道府
県は、地域医療構想を策定し、医療
計画に反映しなければならなくなり
ました。地域医療構想は、団塊の世

代がすべて 75歳以上になる 2025 年に向けて地域
の医療供給体制を再構築するための計画です。都
道府県は、原則として二次医療圏を単位とする「構
想区域」ごとに、2025 年の医療の需給を推計し、
それに見合った医療機能別（高度急性期、急性期、
回復期、慢性期の四つ機能別）の必要病床数等の
整備目標を定め、その実現に向けた施策を策定す
ることとなります。具体的には、「地域医療協議会」
を活用し検討を進めることになり、私どものグルー
プの病院長のなかには、協議会の構成員として参
加を求められた方もおり、地域医療構想の策定が
進められています。また、具体的な整備目標が示
された都道府県も出てきています。
私どもは、地域のなかで、どの機能を担当し、
地域の皆様に、どのような形で、質の高い医療と
介護を提供し続けられるかを決める重要な局面に
差し掛かっています。
このような状況のなかでも、私どもが長年目標
として掲げてきた、医療と介護を有機的・複合的
に提供する体制づくりをさらに進め、地域の皆様
の期待に応えられるよう、努力し続けたいと考え
ております。
今年は、申年です。「猿臂之勢（出典　旧唐書・
李光弼伝）」という言葉があります。進退や攻守を
自在に変化することのできる軍隊の体制のことを
表す言葉です。猿臂
之勢で、状況を的確
に判断し、速やかな
対応を心がけ、この
難局を乗り切りたい
と思います。

明けましておめでとうございます
今年の干支は「申」です。動物の「猿」
に当てはめていますが、実際には「申」
と言う字は、「樹木の果実が熟して固
まっていく様子」で、猿とは関係が
ありません。もともとは「稲妻」を

表す象形文字から来たもので、「のびる」とか「も
うす」と言う意味だそうです。昔、干支を庶民に
も分かり易くするため動物の猿を当てはめたよう
です。高齢化社会も進み、ますます医療と福祉の
連携が喫緊の課題になってきています。今年は、
所沢ロイヤル・ワム・タウンにとっても、その形
がはっきりし、基盤が固まって来る時期だと思い
ます。このグループが、地域の方々
に、更なる貢献ができるよう頑張
りましょう。

あけましておめでとうございます
団塊の世代が前期高齢者となった
2015 年当たりから医療計画の見直
しの第 1弾として在宅医療が推進さ
れました。2018 年の診療報酬・介
護報酬の同時改定には医療計画の見

直しの第 2弾として「病床機能分化」が行われ、
団塊世代が後期高齢者となる 2025 年には医療 ･
福祉がさらに大きく変わっていくと思われます。
このため当院では中長期の病院のあり方を検討す
るプロジェクトを昨年 10 月より始め今年 3月に
は結論が出されます。その結果を踏まえ今年後半
には当院が 5年、10年先どのような医療をしてい
くかの方向付けを出す必要があり、そういう意味
では今年は当院にとってきわめて大事な年になる
でしょう。ただし当院だけの問題ではなく法人全
体の問題であり、法人の協力があっ
てこそ当院が正しい方向に進めら
れます。皆様本年もどうぞよろし
くお願いいたします。

原発事故収拾無き原発再開の日本の将来が心配
確かに経済が冷え込むと復興支援
に直接影響が出ますが、リスクの拡
大再生産は新たな惨劇を生みます。
原発をどうするのか曖昧にして、長
時間を浪費し、代替エネルギーの開

発を遅らせました。さっさと決断していれば、多
くの再生エネルギーが誕生していたでしょう。当
然にも既得権益を守る企業を保護する為に決断が
出来なかった政府の責任は重い。中流がドンドン
少なくなる新自由主義は実に危険です。規制緩和
等で新たな市場を創生することは良いが、その度
に貧富の差が拡大します。４割の非正規労働など
社会を不穏にするに決まっています。
東北人を始め日本人の我慢強さは美
徳ですが、暴発する前に世の中を変
えた方が賢明と新年に思います。

新年明けましておめでとうございます
今年はエルニーニョ現象が続いて
いるおかげで、暖冬だそうです。ス
キー場に雪が無いとの便りが続いて
います。それに引き換え、医療・介
護の世界は冬の時代が続いています。

入院患者も、介護の利用者も在宅でのサービスを
受けよというのが、政府・厚労省の方針です。い
かに医療費・介護費を下げるかという一点に集約
されていると思います。一昨年４月に消費税が8％
に上げられ、来年 4月に 10％になります。消費税
のアップは社会保障費に充てられるはずでしたが、
現政権ではまったく期待できません。又、介護職
員も慢性的に不足しています。この現象を打破す

るために、所沢ロイヤル・ワム・タウンいや啓仁
会が総力を挙げて立ち向かっていかな
ければならないと思います。皆さんの
ご支援をお願いします。

新年のご挨拶
昨年も自然災害や国内外に大きな
出来事がありましたが、その中で感
染症治療に大きな恩恵をもたらした
北里大学の大村智先生のノーベル賞
受賞は我々を勇気づける大変明るい

ニュースでした。
さて当院は昨年６月に１階病棟 58床を全床回復
期リハビリ病床に転換増床しました。訓練浴室や
個室も増築し、プライバシーへの配慮とともにリ
ハビリ機能の充実を図りました。また外来スペー
スにエコー・内視鏡室も新たに設置し、一層医療
サービスの向上を図って参ります。
今年の診療報酬改定では療養病床においても、
厳しい状況が予想されますが、今年も高齢者の
QOLを重視した医療、チーム医療の実践、地域社
会との連携を３本柱として職員一同邁
進しますのでどうぞよろしくお願いい
たします。

新年明けましておめでとうございます
元日には皆が一斉に年を取るとい
う感覚は過去のもののようです。同
様に近年、皆が単純に長命を喜ぶこ
ともなくなりつつあります。健康長
寿なら大歓迎でも、家庭での老々介

護で苦労している人は、被介護者の長命を手放し
で喜べないのが正直なところでしょう。
しかし、いよいよ超高齢社会到来の時、政府は
様々な手段で社会保障費抑制を目指しており、老
健の在宅強化型への誘導もその一つと考えられま
す。老健が在宅復帰支援を目指す中間施設である
という建前からは、至極当然の方向性とも言えま
すが、高齢者世帯が増えている現実からすると、
新たなひずみをもたらす懸念があります。在宅強
化型を目指すあまり、在宅復帰できな
い人の行き場をなくす結果にならない
ようにしたいものです。

明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。
本年も宜しくお願い致します。
川島クリニックは平成 15 年４月
に、旧川島病院の１階部分にオープ
ンし、平成 19 年 9 月 1 日に現在地

に新築移転し、以後、午前中は外来診療、午後よ
り訪問診療を行ってまいりました。訪問診療件数
は、現在約 200件／月となりました。
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