
自分のﾗｲﾊﾞﾙは、去年の自分 

あなたは去年よりﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱｯﾌﾟしていますか？ 

～広島医療生協介護職員必須研修 広島共立病院 村田裕彦院長 講演～ 

 2018 年 9 月 28 日 広島共立病院 村田裕彦 

病院長を講師に「広島共立病院の現状と未来～医

療・介護の連携を強めましょう～」と題して、介護職

員必須研修会を開催しました（56名が参加）。 

 開会にあたって、福祉職部会

の岡田美杉さんから「この研修

会は昨年も開催しましたが、皆

さんから『とても分かりやすく、親

しみやすく話してもらい、村田先

生、広島共立病院が身近にな

った』『できれば毎年聞きたい』

と、感想が寄せられ、今年も企画しました。医療と介

護の連携、自らの質向上のために、この学習を活か

していきましょう」とあいさつがありました。 

■村田病院長講演 

開講にあたって、「昨

年も、学び続けること、

成長し続けることの

大切さをお話しました

が、皆さんのﾗｲﾊﾞﾙ

は自分自身です。去年の自分と比較してﾊﾞｰｼﾞｮﾝｱ

ｯﾌﾟできていますか？」と問いかけられ、研修会がｽﾀ

ｰﾄしました。 

●病院の歴史 困難に力を合わせて乗り越える 

・1977 年に開院した広島共立病院の歴史を振り返

りながら、医師体制が厳しい時代、経営困難の時代

から学ぶことが沢

山あります。現在

も大変厳しい状

況ですが、過去

の教訓に学び、ﾐ

ｯｼｮﾝ・理念・方

針をもって中長期の計画を立案し、一歩一歩前進し

ていくことが大切であり、各事業所、介護事業全体で

も中長期計画に沿って働くことが大切です。 

・2014 年に現在の新病院に移転ｵｰﾌﾟﾝし、安佐南

区唯一の総合機能を有する病院として、地域の医

療機関と連携を取りながら、（二次）救急医療、リハ

ビリテーション、緩和ｹｱ、ﾍﾙｽﾌﾟﾛﾓｰｼｮﾝを重点に活

動しています。 

●地域医療と地域包括ｹｱの拠点として 

・医療活動では年間 2,000 件近い救急車受け入れ

等、入院医療・紹介・二次救急を担い、開業医との

連携を重視しています。 

・広島市在宅医療相談支援窓口を受託し、かかりつ

け医や在宅介護担当者の方からの入院相談を受け

付け、広島共立病院と地域の接点となっています。 

●昨年学んだ 5S、取り組んでいますか？ 

・５S（整理・整頓・清掃・清潔・しつけ）は、安全・安

心な職場づくりという面もありますが、当たり前のこと

を当たり前にできる人材育成や、「ムリだ発想」を「で

きる発想」に変える効果もあります。 

つながろう、力を合わせよう・・・・医療生協介護現場ﾒﾝﾊﾞｰのための広報紙 
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●ｶｲｾﾞﾝ KAIZENは顧客指向・ﾌﾟﾛｾｽ指向 

・広島共立病院では5Sと共に、2010年から改善提

案制度を導入しています。 

・ｶｲｾﾞﾝは顧客指向・ﾌﾟﾛｾｽ指向であり現場第一主

義です。管理者も含め全員参加が point です。絶え

ざる、継続的に、不断に進める「ｶｲｾﾞﾝ、ｶｲｾﾞﾝ、ま

たｶｲｾﾞﾝ」が大切です。 

●pointは全員参加で、楽しみながら 

・５S、ｶｲｾﾞﾝの取り組みは一部の職員の取り組みに

なりがちですが、全員参加で楽しみながら取り組むこ

とが大切です。例えば、働きやすい環境（書類がすぐ

探せる等）ができれば、皆さんの満足度と共に、利用

者への支援の質向上にも必ずつながります。 

・組織の基盤づくり、経営改善の基盤としてぜひ取り

組んでください。 

●会場からの感想 

・ﾍﾙﾊﾟｰｽﾃｰｼｮﾝ虹 

西村所長から、広

島共立病院の往診

について「医師体

制が大変厳しいと

伺い、医師の勤務

実態を心配してい

ます。しかし、往診医の優しく、患者に寄り添った支

援に、在宅患者・私たちﾍﾙﾊﾟｰは安心しています。こ

れからも厳しい状況があると思いますが、必要とされ

ている方はまだまだいるので引き続きお願いします」

と感想が出されました。 

●ｱﾝｹｰﾄから 

・参加者ｱﾝｹｰﾄでは「大変わかりやすく、親しみやすく

話してもらい、広島共立病院への印象も大きく変わり

ました」「いつも書類を探している職場です。５Ｓ・ｶｲ

ｾﾞﾝはぜひ取り組んでみたい」といった感想が出され

ました。 

●来年の自分に誇れる一年に 

・講演後に村田病院長から、「来年もぜひ皆さんと一

緒に勉強しましょう」「５Ｓ，ｶｲｾﾞﾝについては広島共

立病院でも研修会などを予定しています。案内する

のでぜひ参加してほしい」と話がありました。参加され

た皆さんの胸中にも「取り組んでみたい」という思いが

あると思います。下半期、ぜひ各職場で取り組みを

進めましょう。 

・福祉職部会では、次回も村田病院長に講師をお

願いし、介護事業所の職責者（副主任・責任者以上）

を対象に職場運営や人材育成に関するﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ研

修を企画しています。開催日時は 2019 年 1 月 17

日（木）17：30～です。ぜひご参加ください。（第一

報は案内済です）

 

報告 

 皆さんの職場でもご案内くだ

さい～広島医療生協在宅介

護者の集い（開催報告）～ 

 2019/10/9 11:00～ 

 広島医療生協の在宅介護者

の集いは、在宅介護支援センタ

ー時代から 20 年近い歴史ある

取り組みです。在宅で介護して

いる方のﾘﾌﾚｯｼｭと交流、学習

とともに、

介護者

同 士 だ

からこそ

話 せ る

話題、ﾍﾞﾃﾗﾝ介護者から経験

年数の少ない介護者への、ちょ

っとした一言が救いになった！

等、介護をしている人同士だか

らこそ分かり合える、癒される場

になっています。 

 また、集いで知り合った、気に

なる介護者の方宅を、ﾍﾞﾃﾗﾝ介

護者の方が訪問し、悩みや愚痴

を聞くこともありました。「『大丈夫

よ、しっかりみてあげているじゃな

い。私もそうだったんだから』の



一言に救われました」と後日の

集いで話しておられました。今で

も自宅を訪問したり、一緒に買

い物や食事に出かけており、気

になる介護者の方は、自らの辛

い経験を活かして、他の方にｱﾄﾞ

ﾊﾞｲｽされるまでになっています。 

介護者の集いは、３～4 か月

に 1回開催しており、皆さんの職

場にもﾁﾗｼを配布しています。

「誰かに話を聞いてほしい」「他

の介護者の方はどうしているの

だろう」「介護をしていて友人が

少ない」等、皆さんが担当してい

る方などにぜひご案内ください。 

▲ｹﾞｰﾑで大笑い！ 

TOP message㊺ 

 AIの時代に 

 代表理事専務理事 斉藤孝司 

最近は医療機器が高度化し、

正確な診断を行ううえで大きな

役割を果たしている。８月に亡く

なった私の母は、心臓の僧房弁

閉鎖不全症であった。血液は左

心房から僧房弁を通じて左心室

に流れ、動脈を通じて全身に送

られる。僧帽弁閉鎖不全症とは

左心室から全身に送り出される

はずの血液の一部が左心房に

逆流してしまう状態である。ｶﾗｰ

映像の心ｴｺｰでみると、私のよう

な素人でもその病態がはっきりと

わかる。 

黒沢明監督の 1948 年制作

の映画「酔いどれ天使」では、志

村喬の町医者が三船敏郎扮す

る若いやくざの胸や背中に聴診

器を当てて、肺に穴が開いてい

る重症肺結核だとの一次診断を

行う場面がある。それから 70年

経った現代でも聴診、触診は大

事なのであろうが、ただ、医学が

格段に進歩した結果、患者に触

れなくても血液検査や画像診断

で、正確な診断ができる時代と

なった。 

 AI＝人工知能の発展がめざ

ましい。現在、将棋界最強とい

われる佐藤天彦名人が AI に敗

れたり、約 2000 万件の医学論

文を学習した AI が、専門医でも

診断が難しい特殊な白血病を

見抜くという出来事など、話題に

なった。現在の医学が正確な診

断だけ追求していくのであれば、

いつか、医師という職業も AI に

取って代わられ、なくなるのでは

ないだろうかとも危惧する。しか

し、豊かな感情表現など、人間

の感性にかかわることは AI には

できないであろう。「相手の手を

とって、励ます」、「悲しみにくれ

ている人を抱きしめて共感する」

など、相互に心を通わすこと、相

手の気持ちをくむことなどは、ど

んなに AI が進歩しても、肩代わ

りをさせることはできない。 

介護の分野も対人ｻｰﾋﾞｽとし

て、利用者の方の人格全体を

相手にする仕事である。一人ひ

とりはどんなに歳をとっても人格

があり、個性をもった人間だ。そ

して、家族にとってはかけがえの

ない存在なのだ。利用者の方を、

同じ職場で働く同僚を、それぞ

れ個性をもった人間として尊重

し、心通わすことこそが、「AI 時

代」といわれる現代において、光

り輝く職業としての道筋をひらくこ

とにつながると思う。 

 純ちゃんの部屋㉞ 

 ボーッと生きてちゃいけません 

 介護事業統括部長 山本純司 

細木数子さんの占いでは「乱気

＝中殺界」と言う私にとっては余り

良くない 2018年度も残り後 3 ヵ月

となりました。 

毎年この時期は流行語大賞を

予測しています。昨年は「インスタ

映え」と「忖度」が大賞をゲットして

私の予測もいい線をいっていました

が、今年は不作で予測が非常に難

しい状況です。平壌オリンピックで

一躍有名になったカーリング女子

の「そだね－」や「もぐもぐタイム」は

開催が 2月だったので記憶が薄れ

てしまって少し不利でしょうか？日

大の「悪質タックル」や、女子レスリ

ングや体操、ボクシング連盟「山根

会長」でも「パワハラ問題」が話題

になりましたが、日本スポーツ界は

よく考えて改善して欲しいものです。

そんな中でも全米オープン女子テ

ニスで初優勝した「大坂なおみ」は

あっぱれの大活躍で、「なおみフィ

ーバー」が止まりません。 

お笑い系では昨年はブルゾンち

えみの「35 億」が大ブレイクしまし

たが、今年は何が面白いのか？私



にはサッパリ分かりませんが「ひょっ

こりはん」が流行っているそうです。

音楽界では、以前紹介した米津玄

師さんが「 lemon」がヒットして大活

躍の 1 年でしたが、再ブレイクした

DAPUMPの「U.S.A.」も捨てがたい。

80 年代

ユー ロ ビ

ー ト の曲

調と「ダサ

かっ こい

い 、 い い

ね！ダンス」が合わさって流行し、

山本英二さんのまだ小さい子供に

も大人気のようですが・・年末は忘

年会などで間違いなく真似をする

酔っ払いが多数現れ街を占拠す

る事でしょう。我が妻も猫ちゃんと

一緒に（無理やり？両手を動かし

て）躍りながらよく大声で歌ってい

ます。 

天候的には西日本豪雨災害な

ど大荒れの１年になりそうです。気

象庁も東から西へと異例のコース

をたどった台風 12 号を「逆行台

風」、同時期に日本列島に襲い掛

かった台風19・20号を「兄弟台風」

と呼び、「これまで経験したことの

無い大雨」と言う言葉で注意喚起

を行いました。大阪や北海道では

大きな地震も発生し、全日本民医

連や県連は１年を通じて対応や支

援などで「ｻﾞﾜｻﾞﾜし続ける」1 年に

なりそうですね。 

個人的に最近面白いと思うのは、

NHK の「ﾁｺちゃんに叱られる！」と

言う番組です。永遠の５歳と言う設

定で 2 頭身のかわいらしい女の子

（ﾁｺちゃん）が、司会の岡村（ﾅｲﾅ

ｲ）やｹﾞｽﾄにとても素朴な質問をす

るのですが、この質問が意外に難

しい。例えば「ﾀﾞﾒな医者を何故ヤ

ブ医者と言うの？」とか「てるてる坊

主って何者？」など、普段は余り考

えないような質問が用意されてい

ます。（例の答えはネットでお調べ

下さい）質問に答えられなかったり

適当な回答をしてしまうと・・どんな

大物ｹﾞｽﾄであっても「ﾎﾞｰっと生き

てんじゃねーよ！」とﾁｺちゃんに叱

られると言う

番組です。

ちなみにﾁｺ

ちゃんの声

は吉本のお

笑い芸人「キム兄」こと木村祐一さ

んが担当し、ｱﾄﾞﾘﾌﾞ(８割）が多い

所も番組を面白くしています。ﾏｯﾁ

ｮな武田真治が攻めまくる NHK の

新番組「みんなで筋肉体操」は筋

肉好きﾏﾀﾞﾑに衝撃を与え大人気

のようですが、広報担当は困惑気

味だそうです。ｻｯｶｰ好きの若手女

性職員に聞くと、ｻｯｶｰ界の「大迫

半端ないって！」発言はとても有

名で流行したそうなので大賞をｹﾞｯ

ﾄするかもしれませんが、個人的に

は今年限りで現役を引退するﾐｽﾀ

ｰ新井に期待しています。日本ｼﾘｰ

ｽﾞで、下克上で勝ち上がった宿敵

ｿﾌﾄﾊﾞﾝｸに苦戦するも、最終日の

土壇場で代打の切り札として登場

した新井が逆転ｻﾖﾅﾗﾎｰﾑﾗﾝを放

ちｶｰﾌﾟが日本一なると言うｼﾅﾘｵを

考えています。もしも実現すれば・・

新井はﾋｰﾛｰｲﾝﾀﾋﾞｭｰで「家族一丸

野球」等の歴史に残る名言を残し

て引退し、その名言が大流行し

2018年度の流行語大賞をｹﾞｯﾄす

ると言う夢のような大胆予測をして

おきます。先日引退を決めた元巨

人の村田選手の場合は「野球人

生に悔いなし」と誰かの決め台詞

をﾊﾟｸった感じでｲﾏｲﾁでしたが、

新井選手ならきっとすっばらしい名

言を残し流行語大賞をｹﾞｯﾄしてく

れるのではないか？と信じていま

す。最後だか

ら取り合えず

新井を代打

で 出 し た 結

果・・・三振ｹﾞｯﾂｰで試合終了と言

った悲しい結末を迎えない事を・・

心から祈っています。 

ご案内 

 下半期研修等の予定 

 各事業所に案内しま

す。ぜひご参加ください 

👉秋の大学習会～地域の困

りごとの解決に向けて～ 

・日時と場所：11/9（金）13：30

～16：00。虹の会館ほっこり 

・内容：富山医療生協 助けっと

クラブの実践に学ぶ/講師：富

山医療生協常務理事 稲垣由

佳子さん 

👉医療福祉生協連 中国・四

国ブロック「2018 年度介護事業

所責任者研修会」～ 

・日時と場所：12/18（火）11：

30～16：00。岡山国際交流ｾﾝ

ﾀｰ２F ＪＲ岡山駅すぐ。 

・内容：中国・四国地方の医療

福祉生協実践報告・交流


