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悟”
西久保 国 昭

最近、外食や宅配業者等の一部の業種において人手不足感からサー

皆さん明けましておめでとうございます。

ビスレベルを下げたり、値上げを進めているとのニュースを見ます。

今年もどうか宜しくお願い申し上げます。

日本の失業率は 3％を切ろうとし、有効求人倍率も数十年ぶりに 1.5

まずは、昨年一年間、公私ともに大禍なく過ごせたことを心から感

倍を超える水準に達したとのこと。企業取引の物価も上昇傾向にあり、

謝したいと思います。

失われた 20 年といわれた長いデフレ不況もようやく抜け出しつつあ

ところで北野病院は今年の５月１日で丸 39 年目を向かえます。私

る兆しではないかと感じるこの頃です。

も専門の消化器外科から離れてもう 20 年近くになります。今では私
よろず

一方で、我々の医療・福祉業界は、他産業のように市場原理のみで

の外来は悩み万相談科とでも云いますか、患者さんは病気とはあまり

動いていません。景気が回復してもインフレによるコスト増を患者様

関係ない事まで相談に見えることもしばしばです。私はもちろん聞き

に転嫁できないわけです。ここが経営の難しさでもあり、逆に知恵の

役で励まし役です。総じて云えることは、ほとんどすべての家庭に、

出しどころです。解決のヒントは、「生産性向上」にあります。患者

人にはなかなか云えない、しかし聞いて欲しい大きな悩み事や苦し

様満足の視点からムダを排して、より効果的なところに資源を投入す

い事が必ず一つや二つはあると云う事です。私はその悩み事を一つず

ること。今年はこのことを徹底して考えてまいりましょう！

つ解決してあげることは出来ませんが、話を聞いて前向きに頑張る様
に励ます事は出来ます。恐らく今年も同じ様な外来の仕事をする事で
しょう。
さて人間は程度の差はあれ、決して、悩み、苦しみ、困難から逃げ

新年おめでとうございます
医療法人啓仁会 副理事長
所沢ロイヤル病院 院長

切れる事は出来ません。ですから、腹を決めて“覚悟”をして自分や
家族の悩み、苦しみ、困難をありのままに受け入れ、それを克服する

大久保 清一郎

努力をするしかないのです。それには“覚悟”が必要です。私は年の
初めにこの“覚悟”することを決心しました。

新しい年を迎えるにあたり、ご挨拶申し上げます。昨今、地域での

どうか皆さんも“覚悟”を決めて今年も一年間頑張って下さい。そ

医療・介護・福祉の機能分化・連携強化が、盛んに議論されておりま

うすれば必ずどこかに解決策が見えてくるものです。

す。今年は、医療保険・介護保険の同時改定の年にもなります。私ど
ものグループは、すでに 30 年以上も前から、これらの構想を行政よ
りも先に取り組み、グループ内の医療・介護・福祉の各施設間の連携
を密に運営してきました。これがロイヤル・ワム・タウン構想で、全
国 8 ヶ所の地区で展開しております。また、施設見学などで中国、東
南アジアなどからも医療、福祉関係の方々がお見えになっております。
私も、昨年８月に啓仁会を代表してベトナムのホーチミン市にある国
防省病院へ表敬訪問をし、３月にお見えになった視察団団長のソン病
院長との再会を果たしてきました。さまざまな国際交流も大切ですが、
私たちがこれまで積み上げてきたノウハウをそれぞれの地域で更に発
揮できるよう、地元の病院、クリニック、そして介護施設などとの連
携強化をこれまで以上に推し進めてまいります。今年もよろしくお願
い申し上げます。
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新年おめでとうございます
社会福祉法人

栄光会

理事長

北 林 登美雄

栄光会は今年で 23 年目を迎えました。３年前の平成 27 年より計画をし、所沢市北原町に
おいて進めてまいりました法人５番目の特別養護老人ホーム「なみきロイヤルの園」（80 床・
ショート 20 床）も完成し、４月の開設を待つばかりとなりました。介護職の人材不足と言わ
れておりますが、何とか開設できるまでの人材を確保でき、信頼される施設づくりを目指し
てまいります。また、今年は介護報酬の改定も実施され、新たな課題や問題点が発生すると
推測されますが、一つひとつ解決に向け努力してまいりますので、本年も変わらぬご指導、
ご支援を賜りますようお願い申し上げます。

医療法人

啓仁会

法人本部

平成クリニック

（埼玉県所沢市）

院長

（埼玉県所沢市）

常務理事

高見

修也

構木

平成の森・川島病院

睦男

過労死撲滅のチャンスです

坂井

誠

新年のご挨拶

当院の日常は例え一過性でも社会

未来永劫存続する法人に！

（埼玉県川島町）

院長

昨年も異常気象・自然災害や国内

皆さん、あけましておめでとうご

から除外された人の診察です。貧困

外に大きな出来事がありましたが、

ざいます。いよいよダブル改定の年

に喘ぐ人も多い。目の前の患者さん

今年こそは是非平穏な年であって欲

がやってきました。昨年、厚労省保

のことは一緒に考えられても、この

しいものです。

険局の鈴木康裕前局長 ( 現医務技監 )

社会を何とかしなければと思う毎日

がセミナーで、同時改定に向けて「変
わるのは今だ !」「茹でガエルになってはいけない」

でもあります。しかし一人では実に非力です。

今年度は診療報酬と介護報酬のダ
ブル改定が行われます。今後団塊の世代が 75 歳以

一般企業での蛮行は労基が守るシステムが多少

上になる 2025 年に向けて医療と福祉の一体化に

と話されていました。細かなところはまだ決まっ

は機能していますが、公務員はその保護下にあり

ますます拍車がかかる節目の年になると思います。

ていませんが、在宅にシフトしていく方向は明ら

ません。残業代ゼロで 120 時間以上のサービス残

さて当院では慢性期病院 Ver.1.1 で３回目の病院

かです。

業をしている人、「うつ病が再発したら辞職する」

機能評価更新受審を迎えます。各４領域の見直し・

という念書を書かされた人が居る等最悪です。公

整備を通じて、更に信頼される安心・安全の医療

患者様・利用者様の支持は得られません。いざと

務員の労働環境の調査をして

を目指して参ります。

いう時のベッドを維持しながら安心して在宅療養

欲しい。過労自殺が注目され

今年も高齢者の QOL を重視した医療、チーム医

を可能にするには、どういった体制やサービスが

ている今がチャンスです。労

療の実践、地域社会との連携を３本柱として職員

必要かを考えて変わっていかなければなりません。

働環境の健全化は過労自殺の

一同邁進しますのでどうぞよろしくお願いします。

「茹でガエル」となって淘汰されないよう、ダブ

予防、生産性の向上を齎しま

ル改定を契機として、未来永劫支持される医療法

す。今の日本はこの現実を直

人として進化し続けて参ります。

視して立ち直る力を持ってい

しかしながら、ただ在宅復帰を進めるだけでは、

介護老人保健施設

平成の森

（埼玉県川島町）

施設長

ると信じたいと思います。

塚田

俊彦

新年明けましておめでとうございます

平沢記念病院

（埼玉県所沢市）

院長

井川

真理子

介護老人保健施設

騒音などのご迷惑をおかけしていま

労働需給は売り手市場となり、人手

（埼玉県所沢市）

施設長

新年明けましておめでとうございます
平沢記念病院は改修工事中です。

数年前までの就職難が嘘のように

所沢ロイヤルの丘

鷲塚

誠

不足が話題になっています。とりわ
け介護現場の人手不足は深刻です。

新年明けましておめでとうございます
昨年は九州を中心に地震や台風の

政府は経済界に賃上げを求めていま

すが、外壁を奇麗にするだけでなく、

災害が起きました。日本列島は自然

すが、体力のある大企業が賃上げをすれば、よほ

隔離室を２床に増床し環境を整える

の災害からは逃れられないのでしょ

ど厚遇しない限り介護現場に職を求める人はさら

など、ニーズに合った医療を提供し

うか？今年は平穏に過ごしたいと願

に少なくなると思われます。

ていきたいと考えています。

わずにはいられません。

わが老健平成の森でも、有能な職員の確保は喫

また、昨年７月には国の施策である認知症初期

さて、４月に診療報酬・介護報酬の同時改定が

緊の課題です。業務の効率化や介護機器の導入な

集中支援チームの拠点（所沢市では唯一）となり

あります。微増との話がありますがどうでしょう

どにより省力化を進めるとともに、職員の意欲を

ました。認知症になっても住み慣れた地域で暮ら

か？消費税の引き上げ延期で社会保障費の財源が

引き出せる環境整備に取り組んでいきたいと思い

し続けられるように、早期診断や早期対応を受け

心配です。国は、とにかく医療介護は在宅で診ろ

ます。

ていただくのが目的です。当院の専門医、看護師、

との方針です。当施設も時代の波に逆らえず、在

作業療法士、精神保健福祉士で

宅強化型老健に転換せざるを得ません。在宅復帰

チームを組み、始動しました。

率 30％超のハードルはなかなかきついです。何

今年もスタッフ一同協力しな

としても４月までには達成したいと思っています。

がら、地域の皆様に貢献してい

介護職員処遇改善の問題もあります。厳しい１年

きたいと思っております。どう

になると思いますが、皆様方のご支援・ご協力を

ぞよろしくお願いいたします。

お願いして乗り切りたいと思います。
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