巻頭言

あいち三河地域における
我々医療法人の在り方
協会

常任理事

医療法人仁医会
あいちリハビリテーション病院
理事長 中澤 信
晩秋の候、皆様ますますのご繁栄をお慶びいたします。
新型コロナウイルスの発生報道から 2 年近くが経過、これまで経験したことのない情報
環境の下、協会会員の皆様も一丸となって、日々感染対策や臨床努力をされていることと
思います。
最近では、第 5 波が収束に向い、緊急事態宣言が解除されました。感染症蔓延のピーク
時から比べると、かなり感染者報告数は減少しています。人流の抑制、国民の感染症対策
だけでなく何よりワクチン接種の効果が、ようやく実り始めたかと推察します。全床が回
復期リハビリテーション病床の当院は、直接コロナ患者さんの診療・治療を行う病院では
ありません。しかしながら「今、地域に少しでも貢献できることは何か？」と考え、ワク
チン接種に関しましては、出来る限りの人的動員をしています。通常業務に加え、ストレ
スのあるミッションに取り組んでくれているスタッフには心から感謝しています。今後は
2 回目接種後 8 ヶ月を空けての 3 回目接種を地域に行き渡らせ、地域住民のウイルスに対
する抵抗力を維持しつつ、治療薬の開発に期待して、平穏な日々が戻ることを心から願う
ばかりです。
先日、地域の大規模自動車部品メーカーA 社の産業医の先生に職域接種のお話を伺いま
した。企業内の音楽ホールを活用し、1 日に 1000 人規模の職域接種をされたそうです。
TOYOTA 系関連企業の行動力・管理能力の凄さに改めて感心いたしました。3 回目接種に
おいても、我々医療法人や自治体が参考にすべき手技・手法があるのではと考えています。
今回のコロナ禍で、改めて社会保障の一旦である医療提供体制の議論が始まっています。
日本の経済成長の鈍化を背景にした、税収の伸び悩みと、社会保障費の増加のギャップが、
継時グラフで“ワニの口”と表現されていましたが、今回のコロナ禍での補正予算により、
「ワニの顎が外れた」と評されています。本国の GDP に対するコロナ対策費は、世界と比
べても巨額であるとの試算・見解もあるようです。我々もこの補正予算に助けられている
医療従事者の立場ではありますが、次世代への負担を考える面におきましては十分に議論、
検討のすべき事象かと感じます。
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私事にはなりますが、自由に旅行にいくことも、人と集まることも制約のある自粛期間
中に、若いころに趣味であった自転車に再び乗るようになりました。残暑や交通渋滞を避
け、夜明け前に自転車で出発すると、何台もの自転車とすれちがいます。サイクリスト同
士で軽く手を挙げ、挨拶しあう習慣にも自然に慣れてきました。そこには不思議な仲間意
識や隔たりの無さが自然に生まれるのです。たいへん面白く、心地の良い素敵な体験です。
新幹線や、自動車のような時間的効率は良くはありませんが、スポーツとして、自転車が
再び世界的な流行にあることを肌で感じています。自宅から出かけられる範囲はほぼ網羅
しましたが、50 年近く西尾市で生活していても、見たことのない風景に出会い、「こんな
道があったのか！」と、新鮮な発見をしています。地域のことを知り、改めて考える良い
時間になっています。定期的な運動習慣は、スタッフから指摘される位、体形の変化につ
ながり、健康診断のデータはすべて改善するというおまけまでついてきました。リハビリ
テーション科医として改めて運動や活動の有用性を実感し、患者さんにも楽しく伝えてい
ます。
次世代の医療提供体制の在り方を考えつつ、会員の皆様それぞれの地域でのご活躍と医
療法人の価値の向上を祈念して、拙劣ながら、私の巻頭言とさせていただきます。
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寄稿

私の愛車
協会

理事

医療法人財団愛泉会
理事長

井手

愛知国際病院

宏

昨年の初夏、私と妻は新車を一緒に購入した。一目惚れだった。今、品切れで、コロナ
禍で輸入がうまくいってないので、何時、何台届くかわからないとのことだった。でも、
多分 1 ヶ月で届くと。外車を買うのは初めてだし、試乗車に乗ったけれども、妻は運転が
あまりに下手なため、ちょっと不安だった。
コロナ禍で、旅行ができなくなり、運動不足にもなってきて、ちょっと気分転換できる
ように自転車を買ってポタリングでもしようかと思った。ポタリングとは、和製英語で、
自転車でブラブラすることをいう。もう歳だから、流行のスポーツ自転車は無理、電動自
転車にしようと近所の自転車専門店に出かけた。初めはヤマハの PAS を買うつもりだった
が、これが残念なことに車に乗らないことがわかり、折りたたみ電動自転車探しが始まっ
た。世の中には、電動自転車の専門店があることがわかり、出かけてみたら、よりどりみ
どりではないか。いろいろ試してみたが、私たちが買うことにした自転車は、Tern 社の
VektronS10。ダホンの創設者の息子が作った会社で、アメリカブランドではあるが、どこ
の国ということではなく、世界中で、企画・開発・生産が行われていて、詳細がわからな
い。ただ、使われている電動ユニットは BOSCH、ギアはシマノ・ティアグラ 10 段、ブレ
ーキは前後輪とも MAGURA の油圧ディスクブレーキと、世界の一流を集めて作られてい
る。電動アシストパワーは強く、他の電動自転車とは比べ物にならない。ものすごい上り
坂もスイスイと行け、走行距離は 100km にも及ぶ。タイヤがしっかりしているので、乗
り心地もとてもよい。そして、なによりその自転車のプロモーションビデオが抜群に魅力
的だった。
高齢の夫婦が、その自転車に乗って湖畔の道を走り、コーヒーをのみ、野菜を買って帰
ってくる。クールなビジネスマンが、その自転車で出勤する。もう、その PV を見て虜に
なってしまい、思わず、衝動買いしてしまったのだ。とても素晴らしいのだが、ひとつ、
残念なことがある。この自転車はとても重い。車に積み込む時、降ろす時にそのことを後
悔するのだが、後は、もう非の打ち所がない。
これで郡上八幡のお城に登った時は、優越感でいっぱいだった。浜名湖を半周した時も、
全く平坦な道のりと錯覚するほど楽にあっという間に回ってきた。これで、運動になるか？
とも思うのであるが、外に出かける機会が増えて、なかなか楽しい。そのあたりをポタリ
ングして、いつも駐車場が混み合って入れない超有名なお店に、スイッと入れたり、気持
ちの良い公園に出会ったり。歩きだったら絶対に登らない急な坂の上にある展望台へ行っ
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たりもした。どこでも川沿いには、サイクリングロードがある。自転車をそのまま乗せら
れる電車があることも知った。早朝、関駅に車を停めて電車で郡上八幡まで行き、そこか
ら一気に関駅まで下って行くのも、ほとんど車が通らない森の中の県道を走り、素晴らし
い森林浴だった。
この重たい自転車を、車に乗せられなくなるまで、サイクリングを楽しもうと思う。
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寄稿

コロナ禍の周年事業
協会

事務部会

副部会長

社会医療法人名古屋記念財団
法人本部
2021 年 7 月

事務局長

西村茂生

ホスピーグループは創立 50 周年を迎えました。1971 年に名古屋市瑞

穂区で透析診療所を開院してからここまで成長できたのも、医療法人協会をはじめとする
皆様の支援があってからこそと思い、この場をお借りして厚く御礼申し上げます。
周年事業としては、周年期間を 2021 年 4 月～2022 年 3 月と設定し、時勢柄盛大なパ
ーティーなどは行わず、名古屋記念病院事業と新生会第一病院を中心とする腎透析事業部
との間で一体感や統一感を持てていなかった側面に対し、
「グループ統一感醸成事業」と位
置づけ 5 つに取り組みました。
① メールアドレスドメイン統一：これまで社会福祉法人を含めて 4 つのメールドメイ
ンが混在しており、グループ内人事異動をかけるとメールアドレスが変わるという運用と
なっていました。外部からみてもグループ一体感に欠ける見直しの優先度が高い事象でし
た。メールアドレスドメインは@hospy.or.jp に統一されております。
② web サイト統一：HP については予てより統一トップページへの集約化を実施してき
ましたが、名古屋記念病院が新規委託業者のもとリニューアルを行った関係で、見た目に
グループ統一から遠ざかったこともあり、このタイミングを利用して他施設ページのリニ
ューアルを実施しました。
③ 50 周年ロゴ制作：基本形を外部専門業者に依頼しながらも、職員一般公募の形で制
作しました。職員応募が思った以上の 27 件に上り、
10 件に絞り込んで投票選定しました。
（選考者のコメント→→）50 年の歴史を誇りに、我々に親しみのある従来ロゴデザイン
を活かしたいと考えました。元々のロゴには“成長し続ける” 意味が込められており、50
という数字に繋げました。また、HOSPY の語源である“Hospitality”と“Happy”をモ
チーフに、親と子あるいは患者さんと医療者でしょうか・・・やすらぎから生まれた向き
合う笑顔を取り入れました。
④ 名刺・封筒デザイン統一：各施設に人事担当者が分散している関係上、ロゴの統一性
も危うい状況でデザインがバラバラの名刺となっていました。業者・レイアウトを統一し、
50 周年ロゴを取り入れたデザインとなっています。
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⑤ 創業時代を知る世代が少なくなるタイミングで、現経営陣として歴史を記録する責任
があり、周年記念誌を発行しました。準備体制として、各施設からの委員を選定して各種
作業を展開するわけですが、各施設メンバー負担を下げるために、勤続年数の長い嘱託職
員や数年前に完全退職した元職員も中核として参加しました。また、全員がワクチン接種
を完了しているものの人と人との接触を減らすため委員会は一度も物理的に会することな
くすべて Web 会議にて完結しました。いつかリアルで反省飲み会を開催したいものです。

●50 周年ロゴを中心の添えたグループトップページ

●50 周年記念誌
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寄稿

医療法人の業務効率化について
協会

事務部会

医療法人親和会

委員

本部長

富田病院

成瀬幸博

日本では国民皆保険制度によって、必要な方が必要な医療や介護を低負担で受けること
ができ、海外諸国からもこの制度について高い評価を受けています。しかしながら、現在
の医療・介護業界の現場では様々な課題を抱えています。大きな課題項目としては人材・
人員不足や人件費の高騰、デジタル化の遅れや医療体制の地域格差などが挙げられます。
新型コロナウイルス感染症の流行はそれらの課題をさらに浮き彫りにして、ニューノーマ
ル時代への引き金となりました。新型コロナウイルスによって一般企業では、オンライン
会議・オンライン研修への移行やリモート営業への移行などが盛んに行われています。
医療現場でのニューノーマルと言えば多岐にわたっての解釈となりますが、DX（デジタ
ルトランスフォーメーション）の活用をメインに考えると
・オンライン診療の実用化
・医療現場での業務効率化
・医療情報ネットワークの構築
・医療事務業務効率化
・労務管理効率化
・各種会議のオンライン化
・コミュニケーションのオンライン化
・メンタルヘルスを中心とした職員の健康管理
などが挙げられると思います。
昨今の医療業界で大きな問題となっている「人材・人員不足」
「医師・看護師などの労働
時間」「労務トラブル」「経営改善」ですが、このいくつかの問題を解決する方向に導いて
くれる手段として、DX の活用が必要になってくると考えられております。今後の超高齢社
会を見据えると我々の業界は業務効率を改善して職場の環境を変えなければ、最終的には
法人の存続すら危ぶまれることになると考えられます。労働生産性の向上が医療業界でも
大きなポイントとなってくるでしょう。
報告・連絡などを行う院内コミュニケーションではメールやチャットを使用する頻度が
増えてきておりますが、重要な案件ではメールなどの内容を確認せずに自己判断で業務を
進めていくと、思い込みによる解釈などでトラブルの元となり、生産性の低下や職員同士
の信頼関係の低下にもつながっていきます。よって、大切な案件では内容を確認するシス
テムやグループウェアの工夫もしていかなければならないなどの注意も必要となってきま
す。
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当法人でも各種問題によって引き起こされる経営不振に備えるためにも、DX の活用に
よる業務効率化で労働生産性を上げ、業務改革を進めなければならないと考えております。
しかし、現状では殆どできていない状況にあります。それでもこの課題を克服しなければ、
医療法人でさえ苦しい経営状況になっていくことが予測されますし、延いては労務トラブ
ルにつながっていくとも考えられます。今後は法人で DX などを活用しながら職員一丸と
なって業務効率化を進めて、少しでも地域に貢献できる医療法人を目指していきたいと考
えております。
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寄稿

10 年前のレンジフード
協会

事務部会

医療法人桜桂会
医事課長

委員
犬山病院

佐橋聡浩

レンジフード換気扇を 10 年前に交換しました。
その時は、レンジフードが動かなくなりとても不便を感じました。そろそろ寿命かなと
思い色々な情報を調べ、ネット通販で Panasonic のレンジフードを購入しました。
まず、ユーチューブ等で動画を参考にして、自分で取り付けました。比較的簡単に安く
設置できました。スタイリッシュでいい感じに設置できました。
すると今年に入って今度は、ガスレンジが突然壊れました。電池を変えてもダメ。まあ
20 年使用していたので寿命だと思いました。じゃあどうするか？
まずは、ネットで調べ、リベナスの展示場で実際のガスレンジを見に行くことにしまし
た。色々なメーカーのガスレンジを教えてもらい、妻も気に入ったリンナイのデリシアを
購入することに決定しました。機能がいろいろあって使いきれるか不安がありましたが、
ガスレンジでとりあえず必要なのはお湯を沸かしたり、料理を作ることです。まあ普通に
合格です。
設置した日にスイッチを入れると火が付きガスレンジの交換が無事完了しました。です
がその時、10 年前に購入したレンジフードの照明のスイッチが突然点灯しました。え？
どうして照明ついたの？ それはガスレンジからレンジフードに赤外線が出てそのセンサ
ーが反応し照明がついたのです。10 年前に購入したレンジフードにそのような機能が付い
ていたのです。驚きました。ガスレンジに機能がついていることは理解していましたがレ
ンジフードと連動するとは。まさか 10 年前に買ったレンジフード換気扇がそんな機能に
対応しているとは全くもって思っていませんでした。とても便利な機能が使えうれしくな
りました。
10 年前からあった隠れた機能が今活躍しています。
10 年前といえば、息子が高校 2 年でした。月日のたつのは早いものです。
その頃の息子は、いろいろなことに興味を持ちいろいろな友人との交流の中で目標を見
つけ今は社会人としてそれぞれ頑張っています。
10 年前には思ってもなかったことですが、今となってみれば、あの時からずっとつなが
っていたのですね、不思議な感覚と同時に驚きもあります。その頃、小学生だった娘も大
学生となりオンライン授業が多い中、大学生活をエンジョイしています。
コロナ禍で大変な日常が続いていますが、これから様々な場面で活躍してくれることを
期待しています。
最後に、愛知県医療法人協会の皆様と情報共有、協力しながら先を見据え頑張っていき
たいと思います。これからもよろしくお願いいたします。
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寄稿

わが家の意思決定
看護部会

委員

医療法人財団愛泉会
看護部長

愛知国際病院

水野寿美子

今年もコロナ感染症に一喜一憂する日々をおくり少々疲れてきていますが、深まる秋の
彩りを感じる季節に癒されています。今回はわが家の義母を取り巻く出来事をご紹介した
いと思います。
8 月のある日、1 本の電話がわが家に衝撃をもたらしました。一人で暮らしている 93 歳
の義母から「コロナの濃厚接触者になったみたい」と、声の調子は冷静で重大なことだけ
ど実感がない様子に伺えました。私と夫は、どうしてそうなったの？ というより「陽性に
なった時はどうしよう、入院先は見つかるのか、治療は・・・、おばあちゃんは何を望む
のかなぁ」と、うろたえました。2 週間の緊張した期間がありましたが、幸い感染に至ら
ずに済みホッとしました。9 月に入り、またしても「○○さんが肺炎で日赤に救急搬送さ
れました」と連絡が入りました。○○さんはわが家の義母です。SPO2 は 93％、今度ばか
りは尋常ではないと覚悟をしました。しかし、2 週間の入院治療が過ぎると退院できるく
らいに回復してそのまま自宅に戻ることができました。その間、主治医から病状や様子に
ついて週に 2 回の電話を頂きました。コロナ禍で面会がかなわないので配慮して下さった
のでしょう。
「退院は嬉しいが 93 歳だから中間病院の手配をして在宅復帰を・・、もしく
はこれを機会に同居を・・・」など、頭を巡らしました。そんな私たちの心配はよそに本
人は暮らし慣れた自宅に戻りました。義母は「病気で入院したら点滴くらいはしてほしい、
あとは自然で・・・、十分生きてきたから。でも、暮らしは生活空間が狭くても、多少不自
由があってもご近所の方とおしゃべりできる場所にいたい、あなたの家に行ってもお話し
相手がいないでしょ、淋しいもん・・・」と語ってくれました。
2018 年に厚生労働省は ACP（Advance Care Planning）を「人生会議」と称して、本
人を人として尊重した意思決定の実現を支援するプロセスと定義され、高齢者施設では「も
しバナカード」などを使い、もしもの時の話をしたり、白紙のカードに自由に記入しても
らう活動が行われていると聞きます。義母もデイケアで「もしバナカード」で意思を語っ
ていたかもしれません。しかし、私たちは直接言葉にして話すことはなく、
「その時になっ
たら、○○でいいんじゃない・・・」今から思えば「○○って何・・？」そんなことを振り
返り反省しました。
当院では今年度「人生会議を病院から地域へ広げよう」というテーマで研修を行い、入
院された患者さんやご家族の様子を諮りながら生死について考えてみませんかと問いかけ
る活動を始めました。今回のわが家のように○○だろうという家族もたくさんあると思い
ます。入院・退院の機会にも意思確認に触れて、生死についてあいまいになっていること
を一緒に考えていきたいと思います。
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ホームページへの協会報掲載にあたっては、
議事録に代わり、レジュメを掲載しております

第3回拡大常任理事会

レジュメ

日時：令和３年７月１日（木）１４時３０分～１６時００分
場所：インターネット会議
＜協議事項＞
1 研修会開催に関するアンケ―トについて

事務局

2 「主要友好団体の皆様との懇談会」開催に伴うお願い

自由民主党愛知県支部連合会

＜委員会＞
広報委員会
1

報
第１回
告

報
第１回
告

報
第２回
告

報
第２回
告

委員長

佐藤貴久

委員長

宇野甲矢人

委員長

今村康宏

ＩＴ委員会

災害対策委員会
4

衛

経営分析委員会

ＩＴ委員会
3

木村

広報委員会

経営分析委員会
2

委員長

災害対策委員会

＜報告事項＞

1

令和３年度回復期病床整備事業費補助金の取扱いについて
（通知）

愛知県保健医療局長

令和３年度病床規模適正化事業費補助金の取扱いについて
（通知）

愛知県保健医療局長

2 令和３年度在宅医療年間スケジュールの策定について（依頼）

愛知県保健医療局健康医務部
医務課長

3

医療機関・高齢者施設等への抗原簡易キットの配布事業について
（通知）

愛知県感染症対策局長

4

医療事故情報収集等事業「医療安全情報№175」の提供について
（通知）

愛知県保健医療局長

5

医療法人の設立認可について(通知)

愛知県保健医療局長

6

7

（0625時点）新型コロナウイルス感染症から回復した患者を受け
入れる後方医療機関の一覧について
介
護
保
険
指
定

介護保険指定事業者の指定について（通知）

愛知県福祉局長

介護保険指定事業所の指定について（通知）

名古屋市健康福祉局長

8 愛知県立大学看護実践センター閉校のご挨拶
愛知県医師会より推薦方依頼
9

10

愛知県保健医療局健康医務部
医務課 医務グループ

一覧表

愛知県立大学看護実践セン
ター長 深田順子
公益社団法人愛知県医師会
会長 柵木充明

依 令和3年度公衆衛生事業功労者に対する一般財団法人日本公衆
頼 衛生協会長表彰候補者の推薦方依頼について

公益社団法人愛知県医師会
会長 柵木充明

2021～2022年度 藤田医科大学医学部4、5学年臨床実習「地域
医療」についてのご協力のお願い

公益社団法人愛知県医師会
会長 柵木充明

11 名古屋市副市長
12 令和3年度

就任挨拶状について

定時総会報告

中田英雄
杉野みどり
事務局

＜会員配信済事項＞
会員配信日時

令和3年6月3日(木)

11時16分

1 東日本大震災における原子力災害により避難している方への新型コ
ロナウイルスワクチンの接種の取扱いについて（通知）
会員配信日時

令和3年6月7日(月)

14時13分

2 新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を
用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関するＱ＆Ａの改定につ
いて（通知）
会員配信日時

令和3年6月7日(月)

令和3年6月8日(火)

令和3年6月8日(火)

令和3年6月9日(水)

7

令和3年6月10日(木)

令和3年6月11日(金)

愛知県保健医療局長

11時38分

新型コロナワクチンの職域接種の申請受付開始について（通知）
会員配信日時

愛知県感染症対策局長

16時47分

6 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第 12
条第１項及び第 14 条第２項に基づく届出の基準等について」の一
部改正について（通知）
会員配信日時

愛知県感染症対策局長

18時02分

5 「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）病原体検査の指針
（第４版）」について（通知）
会員配信日時

愛知県保健医療局長

17時56分

4 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引
き」の改訂（3.1版）について（通知）
会員配信日時

愛知県保健医療局健康医務部
医務課

16時52分

3 持分の定めのない医療法人への移行に関する計画の認定制度の延長
について（通知）
会員配信日時

愛知県感染症対策局長

愛知県感染症対策局長

15時53分

8 医療機関等における医療用物資の緊急時への対応について（その
６）（通知）

愛知県保健医療局長

会員配信日時

令和3年6月14日(月)

10時30分

9 介護老人保健施設が自施設の入所者以外の者に新型コロナウイルス
ワクチンの接種を行う場合の診療所開設等の取扱いについて
会員配信日時

令和3年6月14日(月)

10時36分

10 新型コロナウイルス感染症に係る検査における巡回診療の医療法上
の取扱いについて
会員配信日時

令和3年6月18日(金)

11時08分

11 医療貸付事業融資制度利用希望者に対する個別融資相談会の開催に
ついて
会員配信日時

令和3年6月21日(月)

令和3年6月21日(月)

令和3年6月24日(木)

12時55分

14 認知症地域医療研修事業「医療従事者の認知症対応力向上研修」開
催について
会員配信日時

15

令和3年6月24日(木)

令和3年6月24日(木)

令和3年6月28日(月)

愛知県保健医療局長

公益社団法人愛知県医師会
会長 柵木充明

愛知県保健医療局長

13時13分

16 新型コロナウイルス感染症の発生に伴う医療関係職種等の養成所等
の実習施設への周知事項等について（通知）
会員配信日時

愛知県保健医療局長

13時03分

ドライブスルー方式によるPCR検査所の廃止について（通知）
会員配信日時

独立行政法人福祉医療機構
福祉医療貸付部長

16時13分

13 令和３年度厚生労働省委託事業「人生の最終段階における医療・ケ
ア 体制整備事業」本人の意向を尊重した意思決定のための研修会
の実施 について（通知）
会員配信日時

愛知県保健医療局健康医務部
医務課長

16時04分

12 「社会医療法人の認定について」の一部改正に係る改正後全文及び
様式について（送付）
会員配信日時

愛知県保健医療局健康医務部
医務課長

愛知県保健医療局長

11時13分

17 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの迅速な接種のための体
制確保に係る医療法上の臨時的な取扱いについて（その５）

愛知県保健医療局長

日本医療法人協会 愛知県支部
第３回拡大常任委員会 レジュメ
日時：令和３年７月１日（木）愛知県医療法人協会
場所：インターネット会議
＜協議事項＞・・・なし
1
2

＜報告事項＞・・・なし
1
2

拡大常任理事会終了後

第２回拡大理事会

レジュメ

日時：令和３年９月２日（木）１４時３０分～１６時００分
場所：インターネット
＜協議事項＞
1 「研修会開催に関するアンケ―ト」について

事務局

＜委員会＞
教育研修委員会／事務部会
1

部会長

三浦眞弓

委員長

加藤真二

委員長

亀井克典

看護部会役員名簿

地域包括ケア委員会
報
第2回地域包括ケア委員会
告
地域保健情報委員会
4

学

報
第2回看護部会役員会
告
報
令和2年度
告

3

鈴木

報
第2回事務部会役員会
告
教育研修委員会／看護部会

2

部会長

報
第1回地域保健情報委員会
告

＜報告事項＞
1 県下医師会長等協議会より情報提供
2

（0827時点）新型コロナウイルス感染症から回復した患者を受け
入れる後方医療機関の一覧について

会長

木村

衛

愛知県保健医療局健康医務部
医務課 医務グループ

3 医療法人の設立認可について（通知）

愛知県保健医療局長

4 「愛知県副知事退任及び就任の挨拶状」について

愛知県副知事

5

介
護
保
険
指
定

介護保険指定事業者の指定について（通知）

愛知県福祉局長

介護保険指定事業所の指定について（通知）

名古屋市健康福祉局長

医療法人松和会
理事長 深見光樹

6 「退会届」の提出について
7

（公社）日本医業経営コンサルタント協会愛知県支部主催「認定医
療法人」セミナーへの後援名義の使用と周知について（依頼）

（公社）日本医業経営コンサ
ルタント協会 愛知県支部
支部長 木村則広

8 講演会の後援依頼について

アッヴィ合同会社

9 「WEBでの医療安全研修を会員に周知する（依頼）」について

東京海上日動火災保険株式会
社 愛知公務金融部長

10

11

医療事故調査制度に関する研修会への後援名義の使用について（ご
依頼）

公益社団法人愛知県医師会
会長 柵木充明

愛知県医師会より推薦方依頼

公益社団法人愛知県医師会
会長 柵木充明

一覧表

依 令和3年度公衆衛生事業功労者に対する厚生労働大臣表彰候補
頼 者の推薦方依頼について

公益社団法人愛知県医師会
会長 柵木充明

12 「役員改選の挨拶状」について

一般社団法人愛知県病院薬剤
師会 会長 山田清文

13 「要望書の提出」について

一般社団法人愛知県医療法人
協会 会長 木村 衛

14 「FRESH-AICHI」説明会について

一般社団法人愛知県病院協会
会長 伊藤伸一
一般社団法人愛知県医療法人
協会 会長 木村 衛

＜会員配信済事項＞
会員配信日時

令和3年7月5日(月)

14時10分

1 医療機関を標的としたランサムウェアによるサイバー攻撃について
（注意喚起）
会員配信日時

令和3年7月5日(月)

14時16分

2 新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種のために一時的に
開設される診療所に対し、卸売販売業者が必要な医薬品を販売する
際の取扱いについて
会員配信日時

3

令和3年7月5日(月)

14時21分

ドローンによる医薬品配送に関するガイドラインについて
会員配信日時

令和3年7月7日(水)

17時08分

4 医療的ケア児及びその家族に対する支援に関する法律の公布につい
て（通知）
会員配信日時

令和3年7月13日(火)

6

令和3年7月13日(火)

愛知県保健医療局健康医務部
医務課長

愛知県保健医療局健康医務部
医務課長
愛知県福祉局長
愛知県保健医療局長

11時46分

5 「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き・第5.1
版」の周知について（通知）
会員配信日時

愛知県保健医療局健康医務部
医務課長

愛知県感染症対策局長

11時51分

令和3年度東海ブロック多職種合同HIV研修会について（通知）

愛知県保健医療局長

会員配信日時

令和3年7月13日(火)

12時02分

7 医療機器に係る安全管理のための体制確保に係る運用上の留意点に
ついて
会員配信日時

令和3年7月13日(火)

12時30分

8 臨床検査技師等に関する法律施行令の一部を改正する政令等の公布
について（通知）
会員配信日時

9

令和3年7月19日(月)

令和3年7月21日(水)

令和3年7月27日(火)

令和3年7月29日(木)

会員配信日時

令和3年7月30日(金)

令和3年7月30日(金)

令和3年7月30日(金)

令和3年7月30日(金)

会員配信日時

令和3年8月3日(火)

令和3年8月3日(火)

10時00分

18 新型コロナウイルス感染症における中和抗体薬「カシリビマブ及び
イムデビマブ」の医療機関への配分について
会員配信日時

19

令和3年8月3日(火)

10時06分

デルタ株の感染者等の入院措置の運用について
会員配信日時

令和3年8月5日(木)

愛知県保健医療局長

9時51分

医療事故の再発防止に向けた提言第14号の公表について（通知）
会員配信日時

愛知県感染症対策局
感染症対策課医療体制整備室

10時51分

16 手術器具を介するプリオン病二次感染予防策の遵守について
（通知）
17

愛知県感染症対策局長

10時39分

15 コロナワクチン接種後に新型コロナウイルス感染症と診断された症
例に関する国立感染症研究所による医療機関に対する積極的疫学調
査への協力依頼について
会員配信日時

愛知県保健医療局長

10時33分

14 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引
き」の改訂（3.3版）について（通知）
会員配信日時

愛知県保健医療局長

9時54分

予防接種間違いの防止について（通知）
会員配信日時

愛知県保健医療局長

13時26分

12 新型コロナウイルス感染症に係るワクチン接種のために一時的に開
設される診療所に係る医療機能情報提供制度の取扱いについて
13

愛知県保健医療局長

12時47分

11 令和3年度愛知県肝炎医療コーディネーター養成講習会の開催につ
いて（通知）
会員配信日時

愛知県保健医療局長

15時13分

10 東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会及び夏休み期間
中の感染拡大防止対策徹底に関する知事メッセージの発出について
（通知）
会員配信日時

愛知県保健医療局長

16時40分

予防接種法施行規則の一部を改正する省令の公布について（通知）
会員配信日時

愛知県保健医療局健康医務部
医務課長

愛知県保健医療局長

愛知県感染症対策局感染症
対策課
愛知県感染症対策局感染症
対策課

12時17分

20 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する手引
き」の改訂（4版）について（通知）

愛知県感染症対策局長

会員配信日時

令和3年8月6日(金)

9時33分

21 新型コロナワクチン接種体制に係る厚生労働省からの事務連絡につ
いて
会員配信日時

令和3年8月6日(金)

9時39分

22 「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き・第5.2
版」の周知について（通知）
会員配信日時

23

令和3年8月10日(火)

9時34分

入院から自宅療養・宿泊療養への移行等について
会員配信日時

令和3年8月10日(火)

令和3年8月10日(火)

令和3年8月10日(火)

令和3年8月11日(水)

令和3年8月11日(水)

15時41分

28 新型コロナウイルス感染症予防接種の治験に参加した者に対する予
防接種証明書交付について（周知）
会員配信日時

令和3年8月17日(火)

令和3年8月17日(火)

12時14分

30 新型コロナウイルス感染症対策に従事する医療関係者である濃厚接
触者に対する外出自粛要請への対応について
会員配信日時

31

令和3年8月17日(火)

12時29分

熱中症予防の普及啓発・注意喚起について（依頼）
会員配信日時

33

12時23分

感染拡大地域における陽性者の家族等への検査について
会員配信日時

32

令和3年8月17日(火)

令和3年8月20日(金)

令和3年8月20日(金)

令和3年8月23日(月)

愛知県保健医療局健康医務部
医務課長

愛知県保健医療局長

愛知県感染症対策局感染症
対策課
愛知県感染症対策局
感染症対策課医療体制整備室
愛知県保健医療局健康医務部
医務課長

愛知県保健医療局長

11時28分

34 「定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについて」
の一部改正について（通知）
会員配信日時

愛知県保健医療局長

11時24分

令和3年度下半期の緩和ケア研修会の周知について（依頼）
会員配信日時

愛知県保健医療局長

11時59分

29 電波環境協議会による「医療機関において安心・安全に電波を利用
するための手引き（改訂版）」（令和3年7月）について
会員配信日時

愛知県感染症対策局長

15時34分

27 「希少言語に対応した遠隔通訳サービス事業」の利用料金変更につ
いて （通知）
会員配信日時

愛知県保健医療局長

17時43分

26 「定期の予防接種等による副反応疑いの報告等の取扱いについて」
の一部改正について（通知）
会員配信日時

愛知県感染症対策局感染症
対策課

15時12分

25 新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する医療機関
向け手引き」の改訂 について（通知）
会員配信日時

愛知県感染症対策局長

9時47分

24 予防接種法施行規則及び予防接種実施規則の一部を改正する省令の
公布について（通知）
会員配信日時

愛知県感染症対策局感染症
対策課
ワクチン接種体制整備室

愛知県保健医療局長

16時55分

35 新型コロナウイルス感染症の軽症者等が療養を行う宿泊施設の追加
について（通知）

愛知県感染症対策局長

日本医療法人協会 愛知県支部
第２回拡大委員会 レジュメ
日時：令和３年９月２日（木）愛知県医療法人協会

拡大理事会終了後

場所：インターネット
＜協議事項＞・・・なし
1
2

＜報告事項＞
1 令和3年度第1回経営講座のご案内について

一般社団法人日本医療法人協会

2 第36回全国医療法人経営セミナーについて

一般社団法人日本医療法人協会

3 「栃木県病院協会会長退任及び就任の挨拶状」について

栃木県病院協会

第4回拡大常任理事会

レジュメ

日時：令和３年１０月７日（木）１４時３０分～１６時００分
場所：インターネット
＜協議事項＞
1 「賛助会員
2

入会申込書」の提出について

愛知医科大学医学部４学年次地域医療早期体験学習について
（お願い）

日本光電工業株式会社
中部支店 支店長 三宅和祥
愛知医科大学
医学部長 若槻明彦

＜委員会＞
教育研修委員会／事務部会
1

学

部会長

三浦眞弓

委員長

木村

委員長

佐藤貴久

委員長

太田圭洋

報
第３回看護部会役員会
告
広報委員会

3

鈴木

報
第３回事務部会役員会
告
教育研修委員会／看護部会

2

部会長

衛

報
第２回広報委員会
告
協
協会報への理事会議事録の掲載について
議
経営分析委員会

4

報
第２回経営分析委員会
告
医療制度改革検討委員会

5

報
第１回医療制度改革検討委員会
告

＜報告事項＞
1 県下医師会長等協議会より情報提供

会長

2 令和３年度在宅医療年間スケジュールについて（送付）

愛知県保健医療局健康医務部
医務課長

3

愛知県医療機能情報公表システム（あいち医療情報ネット）の定期
報告（情報更新）について（通知）

木村

衛

愛知県保健医療局長

4 医療事故情報収集等事業の情報提供について（通知）

5

介
護
保
険
指
定

愛知県保健医療局長

介護保険指定事業者の指定について（通知）

愛知県福祉局長

介護保険指定事業所の指定について（通知）

名古屋市健康福祉局長

介護保険指定事業者の指定について（通知）

一宮市福祉部介護保険課長

6 県政150周年記念協力企業・団体の募集について（依頼）

愛知県保健医療局長

7 「辞任届（参与）」の提出について

参与

8

「ウェルフェア2022～福祉・医療・健康の総合展～」開催に伴う
協賛名義の使用承認について（申請）

加藤容子

名古屋国際見本市委員会
会長（名古屋市長）河村たかし

＜会員配信済事項＞
会員配信日時

令和3年9月3日(金)

12時30分

1 新型コロナウイルスワクチン接種体制確保事業の実施について
（通知）
会員配信日時

2

令和3年9月3日(金)

13時41分

「医療安全推進週間」の実施について（通知）
会員配信日時

令和3年9月3日(金)

4

令和3年9月7日(火)

令和3年9月7日(火)

令和3年9月13日(月)

令和3年9月14日(火)

令和3年9月14日(火)

会員配信日時

令和3年9月14日(火)

愛知県保健医療局長

10時18分

8 新型コロナウイルス感染症の軽症者等が療養を行う宿泊施設の追加
について（通知）
9

愛知県感染症対策局長

9時40分

7 厚生労働省委託事業「希少言語に対応した遠隔通訳サービス事業」
オンライン説明会のご案内について（通知）
会員配信日時

愛知県保健医療局長

16時45分

6 新型コロナウイルス感染症発生届の速やかな入力（提出）及び重症
化リスクの記入の徹底について（依頼）
会員配信日時

愛知県感染症対策局長

10時07分

5 特別なコミュニケーション支援が必要な障害児者に対する医療機関
における対応について（通知）
会員配信日時

愛知県感染症対策局長

9時55分

愛知入院待機ステーションの運用について（通知）
会員配信日時

愛知県保健医療局長

13時52分

3 新型コロナウイルス感染症の軽症者等が療養を行う宿泊施設の関係
通知の整理及び宿泊療養施設への入所が可能な新型コロナウイルス
感染症患者に関する情報シートの変更について（通知）
会員配信日時

愛知県感染症対策局長

愛知県感染症対策局長

14時07分

季節性インフルエンザワクチンの供給について（通知）

愛知県保健医療局長

会員配信日時

令和3年9月16日(木)

14時37分

10 「新型コロナウイルス感染症（COVID-19）診療の手引き・第５.
３版」 の周知について（通知）
会員配信日時

令和3年9月16日(木)

14時46分

11 宿泊療養施設への入所が可能な新型コロナウイルス感染症患者に関
する情報シートの入所希望エリア等について（通知）
会員配信日時

12

令和3年9月17日(金)

11時52分

台風第14号に関する警戒について
会員配信日時

令和3年9月21日(火)

令和3年9月21日(火)

令和3年9月22日(水)

令和3年9月28日(火)

会員配信日時

令和3年9月28日(火)

令和3年10月1日(金)

令和3年10月1日(金)

令和3年10月4日(月)

21

令和3年10月4日(月)

16時56分

予防接種基礎講座2021動画配信について
会員配信日時

23

11時17分

「感染防止対策の継続支援」の周知について
会員配信日時

22

令和3年10月4日(月)

令和3年10月6日(水)

愛知県保健医療局長

愛知県保健医療局長

11時07分

20 「新型コロナウイルス感染症流行下における薬局での医療用抗原検
査キットの取扱いについて」を踏まえた、新型コロナウイルス感染
症に係る行政検査の取扱いについて
会員配信日時

愛知県保健医療局長

13時59分

19 麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政
令の一部を改正する政令の公布について（通知）
会員配信日時

愛知県感染症対策局長

9時32分

18 令和3年度愛知県HIV抗体検査委託事業「iTesting ＠ Aichi ＆
NMC」の実施について（通知）
会員配信日時

愛知県保健医療局長

17時23分

予防接種実施規則の一部を改正する省令の公布について（通知）
会員配信日時

愛知県保健医療局長

17時16分

16 「新型コロナウイルス感染症に係る予防接種の実施に関する医療機
関向け手引き」の改訂 について（通知）
17

愛知県保健医療局長

12時45分

15 蚊媒介感染症に関する特定感染症予防指針の一部改正について
（通知）
会員配信日時

愛知県医務課 救急・周産期・
災害医療グループ

17時20分

14 「医療法の一部改正（臨床研究中核病院関係）の施行等について」
等の一部改正について
会員配信日時

感染症対策局感染症対策課
医療体制整備室

16時29分

13 医療法人が国際展開に関する業務を行うに当たって遵守すべき事項
の周知・徹底について（通知）
会員配信日時

愛知県感染症対策局長

10時11分

「感染防止対策の継続支援」の周知について（依頼）

愛知県感染症対策局
感染症対策課医療体制整備室

愛知県感染症対策局
感染症対策課医療体制整備室
愛知県感染症対策局
感染症対策課
愛知県保健医療局健康医務部
医務課長

日本医療法人協会 愛知県支部
第４回拡大常任委員会 レジュメ
日時：令和３年１０月７日（木）愛知県医療法人協会

拡大理事会終了後

場所：インターネット
＜協議事項＞・・・なし
1
2

＜報告事項＞
1 第36回全国医療法人経営セミナー開催のご案内
2

一般社団法人日本医療法人協会

報告

第 1 回事務部会研修会【ライブ配信】
報 告 者：協会

事務部会

医療法人なるみ会
日

委員
第一なるみ病院

事務長

石川輝知

時：令和 3 年 7 月 15 日（木）14 時 30 分～15 時 45 分

テ ー マ：新型コロナの診療報酬上の特例算定のおさらいと
講

介護報酬改定をふまえた 2022 年診療報酬改定に向けた準備
師：株式会社スズケン 卸事業企画部 コンサルティング課 長澤昌和氏

参加人数：29 名
令和 3 年 7 月 15 日（木）に、Zoom を利用したオンラインで、第 1 回事務部会研修会
を開催しました。
【新型コロナの診療報酬上の特例算定のおさらい】（開催日現在）
現時点で算定できるもの
・医科外来等感染症対策実施加算：1 回当たり 5 点
・入院感染症対策実施加算：1 日当たり 10 点
・乳幼児感染予防策加算：100 点
・院内トリアージ実施料、救急医療管理加算等の特例の加算（当面の間継続）
その他に、検査関連、電話等を用いた診療、入院点数の「倍数」の設定等、コロナ特例に
よる臨時的な算定及び基準の説明が行われました。
また、新型コロナワクチンに関し、接種費用・個別接種促進に向けた支援、それに伴う
時間外加算、回数の加算、請求書様式、Q＆A の説明も触れて頂きました。
医科に関し、とても関心が深い内容で、過去現在において算定漏れがないよう再確認が
できる内容でした。各種算定期間が明確なものから不明慮なものまであるので、今後も注
視が必要と感じました。
【介護報酬関連を踏まえた 2022 年診療報酬改定に向けた準備】
運営基準等の変更として、主なものの説明をして頂きました。
感染症対策の強化、業務継続に向けた取組の強化、高齢者虐待防止の推進、ハラスメン
ト対策の強化、会議や多職種連携における ICT の活用、利用者への説明・同意等の見直し、
員数の記載や変更届出の明確化、記録保存等に係る見直し、運営規定等の掲示に係る見直
し。（2024 年 3 月 31 日までの経過処置あり）
また LIFE（科学的介護情報システム）活用が要件として含まれる加算や、通所リハ・通
所介護の新設ルール等の説明、居宅療養管理指導、訪問看護、居宅介護支援、介護療養型
医療施設、介護医療院等についても触れて頂き、幅広く、改定後の点数や新点数、基準等、
主だった内容が学べました。
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2022 年の診療報酬改定に向け、主な検討スケジュール（案）、2020 年改定時の付帯意
見並びに、看護必要度や回リハ実績指数の現状、骨太の方針 2021 についても説明して頂
きました。今後まだ未確定なものも多いので、中医協での議論が気になるところです。今
後も研修等により情報キャッチが必要と認識させられる内容でした。
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報告

人財育成勉強会（4 月）
報 告 者：医療法人北辰会

蒲郡厚生館病院

主任

中村平太

日

時：令和 3 年 4 月 28 日（水）18 時 00 分～20 時 00 分

場

所：ウインクあいち

13 階

1309 会議室

参加人数：10 名
課題図書：ゼミナール経営学入門
伊丹敬之・加賀野忠男著
課題図書担当者
医療法人北辰会
医療法人愛生館

中村平太（序章・第Ⅰ部担当）
鈴木宏幸（第Ⅱ部担当）

医療法人ようてい会

大沢英樹（第Ⅲ・Ⅳ部担当）

【勉強会内容】
事前に課題図書を読んだ 3 名の担当者から、① 自分の問題関心、② 問題の背景と著者の
主張、③ 論理展開の方法、④ 自分の意見と論点提示、という 4 つについてまとめた資料
に沿って発表がされた。
その後、発表内容に沿って、
「自分たちの提供するサービスの本質的価値」について議論す
るグループと「組織のマネジメント」について議論するグループとに分かれてそれぞれグ
ループワークを行なった。
最後に 30 分間程度で、それぞれのグループの議論の内容のまとめを発表し、それに関す
る質疑応答を行なって勉強会は終了した。
【勉強会感想】
「自分たちの提供するサービスの本質的価値」は私から提示した論点だった。私はそのグ
ループに入り議論をした。議論の中で多く出た意見は「自分たちのサービスの価値の多面
性」と言えるものだった。自分たちがどのような価値を提供できる集団なのかということ
は、サービスを受ける人の立場が異なれば見方も異なるという考えは参加者で概ね一致し
ていたと思う。残念なことに、
「自分たちの提供するサービスの本質的価値」というところ
まで議論が及ばなかった。しかし、多様なサービスの価値のいずれにおいても共通する要
素を見出せれば、これが本質的価値と言えるのではないかと思う。そうしたことから個人
的には有意義な議論が出来たと感じている。
もう一方のグループは「組織のマネジメント」ということで、愛生館の組織図の概略が紹
介された。通常業務の支持系統は事業所ごと部署ごとに設けられているものの、それぞれ
に所属する各専門職の人員採用・人員配置の権限に関しては専門職ごとの「局」を設けて
その局長が事業所・部署を横断的に管理していることが紹介された。資格を持った複数の
専門職が存在するため、ある程度組織の規模が拡大すると専門領域に関するマネジメント
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のためにそのような仕組みが有効であることが理解できた。その一方で、愛生館の鈴木さ
んは、事業所・部署の意見と局の意見の調整に苦労するであろうことを予想されていた。
私の所属する北辰会も今後、組織図の改変が何度も行なわれるであろうと予想している。
今回の勉強会に止まらず、今後、愛生館の事例を通じて組織のマネジメントに関する知見
を深めたいと思った。
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報告

人財育成勉強会（6 月）
報 告 者：医療法人羊蹄会

小牧ようてい記念病院

事務課長

日

時：令和 3 年 6 月 23 日（水）18 時 00 分～20 時 00 分

場

所：ウインクあいち

10 階

宇野圭太郎

1009 会議室

参加人数：8 名
課題図書：ベーシック経済学ー次につながる基礎固めー
古沢泰治・塩路悦朗著
発 表 者：医療法人財団愛泉会
医療法人羊蹄会

老人保健施設愛泉館

小牧ようてい記念病院

浅井真希
宇野圭太郎

課題図書のまとめを発表者が行い、その後 2 班に分かれディスカッションを行った。
1 班 テーマ：市場の分析（ミクロ経済学的視点から）
○ 医療・介護の分野は稼働に関わらずサービスは一律である
価格変動がなく、価格戦略をすること自体ができない構造になっている。差別化をする
ために、サービス・質で差をつけること、また求められているニーズを理解しスタッフの
意識付けを行うことの両面から教育が重要になってくる。
○ 適切な教育が施されることによって顧客満足度・職員満足度が向上し、評判を呼ぶ・あ
るいは長く勤続する職員が増えることに繋がり、質の向上に結実する。
2班

テーマ：少子高齢化・コロナ禍（マクロ経済学的視点から）

○ 少子高齢化がこの先も確実に続く見通しが立っている現状から、診療・介護報酬は今後
も単価の引き下げが続く。一方で財源確保のための増税も予想される。医療経営はどのよ
うに対応できるか。自費サービスの拡充、医療・介護にとどまらない事業の多角化（例:こ
ども園）、小規模法人同士の協力などが挙がった。
○ 一方でコロナ禍のような不測の事態も起きうる。体制を強化し変動に耐えうる組織とは、
新しいことにチャレンジできる組織ではないか。「新しいこと」も全くの新展開ではなく、
現状から地続きの地点から広げていく。現場のほうが新しい視点が生まれ易いのでボトム
アップができるようにする。そのためには現場の意見を吸い上げ上層部へ提示できる厚い
中間層が必要。
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報告

第 1 回看護管理育成研修会
【ライブ配信】
報 告 者：協会 看護部会
医療法人泰玄会
日

委員
泰玄会病院

看護部長

大西美樹

時：令和 3 年 6 月 29 日（火）13 時 30 分～14 時 30 分

テ ー マ：① Zoom の使い方講座
② 研修の目的確認
講

師：① 株式会社ライフスタイル・ウーマン

② 愛知県医療法人協会
参加人数：34 名

看護部会

役員

鳥居佳子氏
目野千束

【研修のねらい】
1．看護管理育成研修会の開催に向け、安心して Zoom 研修を受けることができるよう
Zoom の使い方を習得する
2．看護管理育成研修会の開催目的が理解できる
看護管理育成研修会は 2009 年より色々な看護部長さんの思いをよせスタートした。
昨年はコロナの影響により開催することがかなわなかった。今年度は Web 研修という形
に変え、第 12 回目開催を実現することが出来た。三浦眞弓看護部会長よりコロナ渦での
医療者における大変な状況に対する労いの言葉があった。誰もが管理者になれる訳ではな
く、病院や施設から選ばれ、将来を託された期待が込められていることが伝えられ、選ば
れたことに対し自信を持ち楽しくやっていって欲しいという思いが伝えられた。また、初
めて取り組む Web 研修がスムーズに進行するよう一緒に頑張りたいと挨拶され、研修が
開催された。
【研修内容】
1．Zoom の基本的な使い方について学ぶ
＊4 つのお約束
① 音声はミュート、ビデオはオン
② リアクションは大きく

うなずきも大きく

③ 録画・録音・スクリーンショットは厳禁
④ 受講環境を整える
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＊基本操作について
① ミュート／ミュート解除の方法
② 名前の変更方法
③ チャット機能の使用方法
④ 画面の見え方について
＊グループワークの進め方（ブレイクアウトセッションについて）
① 役の決め方
② 画面共有のやり方（ミュートは必ず解除）
③ 話し方と聞き方（発言の終わりは「以上です」⇒ 全員で拍手することが大切）
④ 時間表示とアナウンス
＊知っておくと便利なこと
① リアクション（反応）について（利用することで気持ちの表現が可能となる）
② 共有時の画面の左右表示（画面共有時見やすくすることが出来る）
2．開会
3．部会長挨拶
4．研修の目的確認

【感想】
Web 研修として初めて看護管理育成研修会の開催がスタートしました。
これからの研修受講の際に困らないよう Zoom の使い方の研修が行われましたが、講師の
鳥居先生よりわかりやすく丁寧な説明があり、受講する上での不安の緩和に繋がったと感
じました。
受講者全体の反応を把握するのが困難な状況でしたが、当院の受講者の反応はかなり良
くこれから始まる研修に期待している様子でした。
看護管理育成研修会の形が Web 研修という形にはなりましたが、今まで取り組まれて
きた看護部長さん達の思いを知り、改めてコロナに負けず研修が進行するよう頑張りたい
と思いました。
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＜お知らせ＞
『愛知県広域災害救急医療情報システム（EMIS）入力
訓練のご案内』
愛知県医療法人協会では、災害対策委員会が担当し、毎年、愛知県広域災害救急医療情
報システム（EMIS）入力訓練を行っております。
昨年度に引き続き、今年度も、会員施設のうち病院を抽出し、ご協力いただきたいと存
じます。
対象施設の会員の皆様には、令和３年 12 月中に、ご案内を郵送する予定です。
詳細はお送りする文書でご確認下さい。
ぜひ、ご協力いただきますよう、お願いいたします。

－訓練日時－
令和 4 年 2 月 24 日（木）
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8 時 45 分～15 時 00 分

＜表紙掲載会員紹介＞
＊＊＊ 医療法人孝慈会 ＊＊＊
表紙の施設名

大平病院

理事長

大平孝道

院

大平孝道

長

所在地

〒454-0852

名古屋市中川区昭和橋通 9 丁目 78 番地

HP アドレス

https://oohira-hsp.jp/index.html

電話番号

052-383-0303

FAX 番号

052-383-0342

診療科目

産科・婦人科・小児科・内科

その他の
法人施設名

介護老人保健施設ラ・ファミリア
1976 年 12 月に開院（現在、一般病床 21 床・療養病床 29 床）
、
長年地域に根ざしたお産を担ってきました。現在はお産を行ってお
りませんが、里帰り出産までの見守りや婦人科治療などに力を入れ
ております。1991 年 7 月には、介護老人保健施設ラ・ファミリア

ひと言 PR

（150 床）を開設、リハビリを中心とした在宅復帰だけではなく、
看取りケアなど幅広くそれぞれの状態に合わせた看護・介護を提供
させていただいております。今後も法人全体でお産のお手伝いから
高齢者のお世話まで明るく家庭的な雰囲気を大切にし、地域の皆様
から信頼される施設を目指します。
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＜編集後記＞
コロナ禍で、1964 年以来、57 年振り（本来は 56 年振り）に開催された東京オリンピ
ックも 8 月 8 日で閉会し、令和 3 年４月に発出された、19 都道府県の「緊急事態宣言」
及び 8 県の「まん延防止等重点措置」は、令和 3 年 9 月 30 日をもって全都道府県で終了
することになりました。愛知県では、8 月 27 日から 9 月 30 日までの 35 日間の緊急事態
宣言による緊急事態措置でした。ですが、緊急事態措置の解除後も、感染の再拡大の防止
に向け、必要な対策を継続することが求められています。
また、首相官邸のホームページによると、ワクチン接種は、10 月 11 日時点では、全国
で、1 回目 93,169,823 回、2 回目 81,462,027 回と全体で、174,631,850 回の接種が
終わり、接種率も伸びてきています。
さて、コロナ禍の影響を振り返ると、昨年は、身近なところで、マスクや消毒液等とい
った、衛生材料が不足し、全国的にみても不測の事態が発生していました。医療機関や施
設では、とても苦労されたかと思います。現在は、一般に普及もされ、少なからず、影響
もなくなってきました。
今年はどうかというと意外なところで、影響を受けていました。それは、半導体の不足
です。不足に関しては、コロナの影響だけでなく、災害も重なり、結果、需要と供給バラ
ンスが崩れ、現在に至るそうです。半導体について調べてみると、半導体とは、電気を良
く通す「導体」と電気をほとんど通さない「絶縁体」の、2 つの中間の性質を持つ物質や材
料で、自動車やパソコン、スマートフォン、冷蔵庫や洗濯機、空調等にも利用されている
そうです。
昨年に引き続き、身体への影響だけでなく、生活にも影響を及ぼす新型コロナウイルス。
まだまだ終息を感じられませんが、引き続き、
「三つの密を避ける」、
「人と人との距離の確
保」、「マスクの着用」、「手洗いなどの手指衛生」等の基本的な感染対策の実施を日常生活
で心がけていこうと思っています。
（Ｔ.Ｉ.）

[編集発行所] 一般社団法人 愛知県医療法人協会
〒460-0008
名古屋市中区栄四丁目14番28号 愛知県医師会館内
TEL052-242-4350 FAX052-242-4353
E-mail：kyokai@a-iho.or.jp
URL http://www.a-iho.or.jp/
年間購読料／ 4,280円（消費税10％含）・年４回発行
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