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関愛会の長松宜哉会長（左）と大東よつば病院の立川洋一院長

開設となる大東よつば病院︵大分

大分県で２０１６年度以来の病院

開設準備室長として新病院の設立を

川洋一氏と︑社会医療法人関愛会で

転籍して新病院の院長に就任した立

院設立の背景︑地域での役割︑院長

大東よつば病院設立の背景につ
――
いて教えてください︒

発生以前から︑
一方で︑ COVID-19
関愛会の中でも比較的大きい施設が

ればならないと皆で議論しました︒

なダメージは大きく︑何とかしなけ

当院設立の発端となったの

ある佐賀関地区の人口減少問題につ

高橋

は新型コロナウイルス感染症

者様から佐賀関病院で２名︑坂ノ市

の丈に合った︑将来につながる施策

資源と職員の雇用を守るために︑身

そうした中︑関愛会全体のケアの

いてかねてより議論してきました︒
︵

日︑他院からの転院患

︶の第１波でした︒２０
COVID-19

病院で１名︑法人内２病院で同日３

院の設立です︒既存の介護老人保健

２０年３月

の陽性患者が確認さ
名の COVID-19
れました︒スタッフの努力により感

施設の一部を病院に転換して当院を

がないかと話し合って決めたのが当
染拡大は阻止できましたが︑経営的

設立したのですが︑これは県内でも

前例のない方法だったと思います︒

老健の病床を用いた︑と言う

介護老人保健施設の病床をその
――
まま利用したのですか︒

高橋

より︑老健の建物の一部を用いたと

いう表現が正しいかと思います︒関

床の許可病

１
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大東地区﹁地域包括ケア﹂
の中核病院を目指す

佐賀関病院︑坂ノ市病院に続く関愛会第３の病院として２０２１年
万人が利用する日本最大級の医療従事者専用サイト

２月に誕生した大東よつば病院︒地域包括ケアを目指す取り組みが関
心を呼び︑医師
﹂に特集記事が２回にわたり連載されました︒
﹁ m3.com
同サイトの許諾を得て︑全文を再録します︒ ︵２０２１年４月２日と
９日に配信された２回分を１本の記事に統合︑一部編集してあります︶

︻大分︼県内４年ぶり新病院は老健の中に誕生

市︶が２０２１年２月に開院した︒

担当した事務長の高橋勝氏に︑新病

ー大東よつば病院に聞く

社会医療法人関愛会が︑新型コロナ
ウ イ ル ス 感 染 症︵

に就任した経緯などについて聞いた︒

による
︶
COVID-19

愛会では２０１９年に

その病床をいつかどこかで活用しよ

床を持つ診療所を事業継承しました︒

19

経営的な苦境を打破すべく開設︒急

勝雄氏︵ m3.com
ライター︶︑２０２１年２月 日オンラインインタビュー︼

事務長の高橋勝氏（左）と院長の立川洋一氏（右）

30

性期病院︵大分岡病院︶の院長から
︻取材・文＝堀
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特集

２０１５年に事業継承した有床診療

うと考えていました︒それ以外に︑

が︑今回われわれが行ったような逆

作った事例はかなりあると思います

立川

のパターン︑つまり介護老人保健施

病院に介護老人保健施設を

床のうち︑未使用の

所の許可病床

床は２０１８年に坂ノ市

まり例がないと思います︒介護側か

設の中に病院を作ったというのはあ

の影響で
病院に移動︶と COVID-19
稼働が落ち込んだ佐賀関病院の許可

た施設になるという点で非常にユ

床を加えて合計

確保し︑既存の介護老人保健施設の
物内の老健・病院の一体的な運営に

ニークな取り組みかなと思います︒

40

一部に当院を開設しました︒同一建

病床

ら見た医療ニーズをうまく吸い上げ

２床︵＊

19

床の病床を

17

やすらぎ苑短期入所療養介護・在宅ケアサポートやすらぎ併設

より医療から介護を網羅する手厚い

大東よつば病院

概要

所在地：大分市大字松岡１９４６番地
電 話：０９７−５２０−３５５５（代表）
診療科：内科・循環器内科

在宅療養支援病院（地域包括ケア病棟40床）

・大東リハビリテーションセンターもみの木（定員40名）

・大東よつば病院訪問リハビリテーション事業所

・介護老人保健施設やすらぎ苑（定員50名）、

私は２０２１年２月から関愛

大東よつば病院の地域での役割
――
について教えてください︒

立川

会に在籍しているのですが︑それ以

前に在籍していた敬和会︵大分岡病

院︶では急性期の仕事ばかりしてい

ました︒ただ︑急性期の仕事をする

上で医療介護連携はこれからますま

す重要になると考えていました︒

近年︑高齢化の進展とともに︑急

性期は脱したが活動量が低下してい

る︑いわゆる廃用症候群の患者さん

が増えてきています︒そうした患者

さんは急性期病院では対応できませ

ん︒回復期リハビリテーション病院

も受け入れることができる疾患に限

りがあります︒廃用症候群の患者さ

んがご自宅に帰るまでの間︑活動量
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ケアが実現できると考えました︒

やすらぎ苑・大東よつば病院は介護と医療を一体的に提供

通所リハビリテーション（デイケア）や訪問リハにも取り組む
日常の生活を支える特別な「よつば」でありたい

を上げるための支援ができる施設が

て︑心不全のケアを行いつつ在宅に

フに関しては︑老健と病院とで分か

一方︑ナースとメディカルスタッ

れています︒それと︑通所リハビリ

向けてのリハビリテーションも行う
といった役割を担える病院を目指し

なかなかありませんでした︒当院で
はそうした患者さんをしっかりと受

テーション︑訪問リハビリテーショ

は病院のスタッフが対応します︒

ンも運営しているのですが︑それら

ていきます︒

大東校区にとどまらずその役割
――
を担いたいということですか︒

け入れて︑在宅や居宅につなげる役
割を担っていきたいと考えています︒
当院の病床は︑今は一般病床です
が︑全ての病床を２０２１年６月に
地域包括ケア病棟に転換する予定で

ストアキュートの患者さんを受け入

なっています︒当院はその中でもポ

患者さんを診る役割を担うことに

トの患者さんや︑サブアキュートの

域包括ケア病床は︑ポストアキュー

含めて対応していくことになると思

東地区を中心に︑鶴崎や明野なども

いる地域包括ケアで︑基本はこの大

携を図っていくことが本来言われて

中心となって医療と介護の多職種連

立川

していました︒それと︑私の両親も

る病院が大分市内にないことを懸念

者さんの在宅へ向けてのケアができ

の院長をしている時に︑心不全の患

立川

転換・運用開始済み︶︒地

れ︑大学病院︑県立病院︑アルメイ

います︒ただ︑私たちは後発の病院

そうですが︑これからますます高齢

す︵注

ダ病院︑大分赤十字病院︑大分医療

ですので︑そうした地域に限定せず︑

者が増えていくため︑地域包括ケア

院長に就任した経緯について教
――
えてください︒

センターなどの急性期病院の患者さ

より広域に対応していくことで特色

の中で医療介護連携をしっかりやっ

はい︑そうです︒中学校区が

んがご自宅に帰るまでの橋渡しの役

を打ち出していきたいと考えていま

ていかなければならないと感じてい

関愛会の長松宜哉会長からユニーク

そうした思いを抱えていた時に︑

ました︒

急性期病院である大分岡病院

割を担いたいと考えています︒

す︒
私の専門は循環器なのですが︑高
齢者の心不全が全国的にも問題に
なっています︒急性期病院で心不全
は良くなったものの︑身の回りのこ

院だと心臓リハビリテーションを

ます︒回復期リハビリテーション病

自宅に帰れない患者さんが増えてい

と老健を一体的に運用する為︑医師

いうことになるかと思います︒病院

１人いますので︑病院自体は３人と

立川

医師は４人です︒老健担当が

うことで関愛会に入職させていただ

ばぜひ一緒にやりましょう！﹂とい

新規に作るということで︑﹁であれ

たことを解決できるであろう施設を

ました︒かねてより疑問に思ってい

な病院を作るというお話をいただき

行っているところが少なく︑多くの

同士がコミュニケーションを密にと

きました︒

人員体制はどうなっていますか︒
――

患者さんが病院選びに困っています︒

り日々の情報を共有しています︒

とがもう少しできるようになるまで

そうした患者さんを当院で引き受け

３
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前職の大分岡病院と競合する病院
に行くといろいろ問題もあるかと思

開院してまだ半月ですが︑院長
――
としてどう感じていますか︒

事務長で︑当院の設立に合わせて設

立準備室に異動し︑開設と同時に当

歳で﹁も

病院ですのでその心配はないと考え

分岡病院をサポートする立場になる

地域の皆様方にしっかりと伝えるこ

いを︑患者さん︑患者さんのご家族︑

きます︒そうした職員たちの熱い思

う職員の意気込みもすごく伝わって

が一体化した良い施設を作ろうとい

を感じています︒また︑医療と介護

立川

してくれたこともあり想定していた

が職員の一人一人に計画趣旨を説明

すると覚悟していたのですが管理職

でした︒計画実行前︑人事では苦労

模な異動は我々も経験がありません

作りをしています︒今回の様な大規

ち寄り︑試行錯誤しながらシステム

タッフが異動前の職場での経験を持

院の事務長に就任しました︒各ス

については︑急性期病院の立場で

とができれば評価される病院になっ

よりは円滑に計画を進めることがで

いますが︑そうではなく︑むしろ大

ずっと見ていて素晴

ていくのではないかなと感じていま

きました︒異動を受け入れてくれた

住民の方々のたくさんの期待

らしい取り組みをし

す︒

スタッフ︑協力してくれた仲間たち

関愛会の医療介護連携の取り組み

もありました︒

うひと仕事できるかな﹂という思い

ました︒また︑私もまだ

ているなと常々思っ
ていました︒関愛会

には本当に感謝しています︒

やっていくつもりですが︑そこにと

は教育にも力を入れ
関愛会の中での大東よつば病院
――
の位置付けや役割について教えてく

どまらず︑地域を面と見て︑近隣の

今後も法人内の連携は意識して
代に関愛会の学会に

ださい︒

ており︑私も前職時
参加させていただき

いると感じていまし

テムも非常に優れて

佐賀関︑坂ノ市︑豊後大野等各エリ

域包括ケアの推進を掲げています︒

高橋

考えています︒

保険事業所とも連携していきたいと

急性期病院︑開業医の先生方︑介護

た︒そうした背景が

アで地域包括ケアシステムの構築を

ましたが︑教育シス

あって︑２０２１年

目指しています︒当院は大東エリア

関愛会は法人理念の一つに地

２月に当院の院長に

新しい事業としての可能性をど
――
のように見ていますか︒
の柱となる病院との位置付けになる
かと思います︒

で︑﹁医療と介護が一体的に運営さ

私は元々ソーシャルワーカー
からの異動で配属されており︑新規

れている施設は地域から求められて

高橋
採用は僅かです︒私自身も２０２０

いる﹂という︑現場実践の経験に基

当院の大部分のスタッフは法人内

年７月までは法人内の坂ノ市病院の
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就任しました︒

毎朝の会議で業務の連携をスムースに

私は今まで地域医療支援病院で勤

貢献や地域貢献につながると思いま

推進という関愛会の究極の目標・目

務していましたので︑地域の医療機

活動を長くしてきたことが挙げられ

ることは事業として必ず成立すると

的に向かって﹁具体的に何をどうし

関との連携の重要性はすごく認識し

づく仮説を持っていました︒まだ結

思っていますし︑成立させなければ

ていくのか﹂の議論を重ねてきた結

ています︒関愛会の医療と介護の

す︒

ならないと思っています︒やりがい

果︑それが少しずつ関愛会の文化に

ネットワークが外に向かってさらに

るのかと思います︒地域包括ケアの

のある仕事に参加できて本当に嬉し

なってきたのではないかと思います︒

療や介護の知識と技術を用いて︑地

生活者の視点を持ち︑自分たちの医

現を私たちは用いているのですが︑

きました︒﹁生活の視点﹂という表

目的について時間をかけて議論して

テムは何の為に行うものか﹂︑その

め︑法人の中で﹁地域包括ケアシス

しています︒増永義則理事長をはじ

基づいたネットワークであると理解

はない︑ケア実践者間の共通価値に

﹁箱﹂を作って運営していくことで

テムは︑単に病院︑施設といった

高橋

会の優れた部分が

蓄積してきた関愛

いくと︑これまで

ワークを構築して

なるようなネット

いウィンウィンに

や介護施設とお互

と外部の医療機関

のですから︑もっ

ものを持っている

かくこれだけ良い

と思います︒せっ

く連携できている

医療と介護がうま

５
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果は出ていませんが︑求められてい

く思っています︒

広がっていくと︑本当に素晴らしい

地域包括ケアシステムを作っていけ

外から関愛会を見てきた立場

立川

地域包括ケアシス

るのではないかなと感じています︒

法人理念の一つに地域包括ケア
――
の推進を掲げていますが︑その考え

テムに関する優れ

で話をさせていただくと︑関愛会は

方や進め方について何か特長はあり

たリソースやノウ

域包括ケアの推進という目的を達成

もっと活きてきま

ハウを持っており︑

するための教育に注力してきました︒

すし︑もっと社会

少なくとも地域包括ケアシス

何か特長があるとすれば︑こうした

週１回のミーティングで課題を共有する

ますか︒

病棟のナースステーション。６月より40床すべてを地域包括ケア病棟に施設基準を変更した

立川 洋一
大分大学大学院福祉社会
科学研究科修了。医療法
人社団仁泉会（別府市）
を経て2004年に社会医
療法人関愛会に入職。新
病院の開設準備室長を務
める。2021年2月に大
東よつば病院事務長に就
任。社会福祉士。

1986年に大分医科大学（現：
大分大学医学部）卒業後、大
分市医師会立アルメイダ病院
循環器科、大分岡病院循環器
科部長などを経て、2016年
に大分岡病院院長に就任。
2021年2月に社会医療法人
関愛会に入職し、大東よつば
病院の院長に就任。

たかはし・まさる

べく︑特に急性期病院との連携を強

から在宅へ帰る方々の受け皿となる

そのためには︑当院が急性期病院

の適時調査までが第３ステップです︒

第２ステップ︒そして最初の厚生局

地域包括ケア病床に移行するまでが

域包括ケアシステムの中核的な役割

もっと広がっていけば︑大分市の地

介護︑そして生活の場との連携が

す︒当院がハブとなって急性期医療︑

させた上で次の大きなステップにつ

なるよう努め︑収益もある程度安定

テムの中核的な役割を担える病院に

たように大分市の地域包括ケアシス

立川

化していく必要があると考えていま

を担えるようになるのではないかな

なげていきたいと思っています︒

中長期的には先ほどお話しし

と感じています︒一方で︑地域のか
かりつけ医や在宅医の先生方とも信

最後に︑地域の住民の方々︑医
――
療・介護関係者に向けてメッセージ

頼関係を構築し︑急性期病院に入院
要なサブアキュートの患者さんを受

をお願いします︒

するほどではないけれども入院が必
入れさせて頂けるようになりたいと
の地域連携の経験を活かして︑その

カンファレンスという︑大分県の心

立川

も思っています︒これまでの私自身
新しい風を少しでも関愛会の中に吹

不全対策推進事業を私が事務局と

現在︑大分県心不全包括ケア

かせることができたらいいなと思っ

なって進めています︒当事業を通じ

携︑さらには介護の現場との連携ま

病院とかかりつけ医の先生方との連

院としての役割のみならず︑急性期

て︑心不全対策においては急性期病

ています︒

今後の予定や目標について教え
――
てください︒

で広げていく必要性を伝えていきた
通じて︑スタッフの協力のもと︑当

いと考えています︒こうした活動を
ステップに分けています︒２０２０

院が地域で医療と介護をつなげる役

当院の立ち上げ時期を三つの
年８月に設立準備室を開設してから

割を担っていきたいと思っています︒

高橋

開院までが第１ステップ︒２０２１
年２月に開院して２０２１年６月に
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たつかわ・よういち

高橋 勝

坂ノ市メディカルフィットネスジム

AB I E S

ABIES（アビエス）は、
「もみの木」を意味するラテン語。
『永遠の命』の象徴です。

ABIESはこんなところです

せきあい
事 業 所

図鑑

最近、動くのがおっくうになってきた。今のうちから何とかしないと、歩くの
もしんどくなるかも。でも、キツイ運動はムリ。ああ、どうしよう……。そんな
悩みを抱えるあなたにぴったりのジムです。
普通の「運動するだけ」のジムではありません。「メディカル」とつけたのは、
坂ノ市病院の医師や療法士などと連携し、無理なく安全に運動しつつ、必要であ
れば、血液検査などのデータによりその結果を共有できるからです。医療と運動
の相乗効果を最大限に発揮し、健康志向を高められるところに、アビエスの強み
があります。

釘宮

携が
医療と連 のが強みです
とれる

明

鈴木

くぎみや・あきら

健康運動指導士

愛

すずき・あい

トレーナー

子どもとのサッカー、
家族キャンプにはまってます。
ご利用者様一人ひとりに合った
運動プログラムを提供して、
「身体が動かしやすくなった」
とのお言葉をいただく
のがよろこびです。

元気なスタッフ２人が
お相手します

バレーボールをするのも
見るのも大好き。今は子どもたちにも
教えてます。
ご利用者様とお話しながら、たくさん
動き、たくさん笑いたいです。
アビエスに来る時間が楽しみだと
言ってもらえたら最高です。

運営の目的
① 要介護認定を受けられていない方への
ニーズにお応えします。

② 要支援から自立になったご利用者様の
ニーズにお応えします。

③ 外来リハビリテーション対象外となっ
た方のニーズにお応えします。

④ 子どもから高齢者の方まで幅広い年齢
層に対し、健康増進を図ることを目的
とします。

本格的なノルウェー生まれのリハビリ機器
レッドコードを活用した運動に取り組みます

運営日時・ご利用料金
月・水・金曜日の午後に運営。祝日はお休みします。

新型コロナウイルスの感染状況に応じてスケジュールを変更しています。詳しくはお問い合わせください。

ご利用券 １枚
ご利用券 10枚一括ご購入
ご利用券 20枚一括ご購入

700円
6,500円
12,000円

複数購入された券は、ご家族やご友人など誰でも利用できます。
ただし会員ご本人様の同伴が必要です。
一度ご購入された券は払い戻しいたしかねますのでご了承ください。
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半年かけて
テニスを再開

不登校から
高校受験へ

Aさん（60歳代 男性）

Cさん（中学生 女性）
不登校になっていましたが、
もともと運動は好き。
小児科医から「外出の機会
を増やそう」と勧められ
て母親と利用を開始。
楽しく運動することで
気持ちも変化し、つい
に高校受験を目指す
ことになりました。

テニスのプレー中にアキレス
腱断裂。坂ノ市病院で３カ月
の外来リハビリを終えた後、
ABIESでトレーニングを続
けて半年後に再びテニスを楽
しめるようになりました。

廃用症候群を防ぎ、
自立歩行に
Bさん（80歳代 女性）
自宅で転倒後、１カ月ほど寝た
きりに。かかりつけ医より運動
指導の依頼があり、３カ月のト
レーニングで自分の足で歩ける
ようになりました。

公民館で出張ABIES
坂ノ市公民館（和室２）を使用して毎週金曜日の13:30〜14:30の

１時間、集団体操（タオル体操・ペットボトル体操・ボール体操）、体力
測定を行っています。ご自宅でも運動できるように資料もご提供。
定員に余裕がございますのでお問い合わせください。

ABIESオリジナルグッズ

で配信中

を販売中

オリジナル健康体操の動画を多数配信してます。
チャンネル登録、よろしくお願いします！

所 在 地
運営場所
連 絡 先

８
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Ｔシャツ
タオル

2,500円
1,500円

（今治のタオル素材を使用）

大分県大分市坂ノ市中央1丁目269番地
坂ノ市病院 ３F
TEL.080−2792−2221 （担当：釘宮 明）

同時購入で

3,500円

風

の
第９回

９
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診療所発つれづれエッセイ

きよかわ
不確実な世界の体験

実︑感染者の早期発見と隔離︶︑感染経路遮断

な﹁王道﹂なのだ︒

通勤の車窓から里山を見る︒ウイルスの影響な

ただ変異ウイルスに対して︑これらの対策を個

を綴ってみたい︒

日︑ワクチン

を深く刺して筋肉までワクチンを届かせる理由

時に攻撃する﹁抗体﹂︵武器︶ができる︒注射針

＝メッセンジャー RNA
︶が私の体に遂
︵ mRNA
に入ったのだ︒これで︑ウイルスが侵入してきた

に感染する鍵である突起を人為的に作る遺伝子

痛みはなかった︒新型コロナウイルスが人の細胞

角に刺さった針から注入された︒あっという間で

３月

が左上腕三頭筋に直

ている方もおられるので︑私のワクチン接種体験

を対象にした接種が始まっているが︑不安を感じ

な武器であるワクチン接種の機会を得た︒高齢者

そんな中︑医療従事者として︑感染予防の強力

なると考える︒

権を踏まえた社会防衛の視点の取り組みも肝要に

望が開けるかと言えば︑気がかりだ︒生存権と人

︵マスク︑手洗い︑３密回避︶︑人の抵抗力増強

内科・血液内科。
モットーは「一日一笑」。
俳句、写真、童話創作、囲碁、
植物いじりを愉しむ多趣味人。

ど見えるわけもなく︑いつものようにスダジイが

つぼやま・あきひろ

人の努力に頼って行うだけで実効性が得られ︑展

坪山 明寛 医師

︵ワクチン︑休息︑治療薬︶こそが︑基本に忠実

倍近

日の感染者１０２人とい

今頃の手紙の書きだしは﹁薫風かおる﹂が定番
だが︑大分県内の５月
う 報 に ︑ そ ん な 気 分 は 吹 き 飛 ん だ ︒ 人 口が
い東京都であれば１２００人以上の感染者が出た
計算になり︑凍りついた︒
この感染爆発は変異株ウイルス増加ゆえだ︒変
異株はどうして感染力︑毒性が強いのか？

大分農業文化公園からの鶴見岳の眺望。
手前の輝いている樹々がスダジイ（写真はいずれも坪山医師撮影）

ブロッコリーのようにモリモリと輝いている︒

清川診療所

0.3
ml

平たくいえば︑コロナウイルスの突起が姿を変
えたのだ︒今まで拳︵こぶし︶の形だったのが︑
手を広げた形に変貌したのだ︒グーよりもパーの
方が人の細胞をつかみやすくなり︑大量のウイル
スが取りつくので︑感染力・毒性が増すのだ︒子
﹁学問に王道なし﹂と同じく︑

どもも多く感染している︒
どうするか？

感染症の対策に楽な道という意味での王道はな
し︒今までやって来た感染源隔離︵検査体制の充

16

12

14

分間待機した︒医師とし

頑張って

遺伝子注入という未知の言葉だけでも︑不安を

くれ〜などと︑待つ間には考えていた︒

を作る装置に指示を与えるだろうか？

体内に入った遺伝子は︑免疫細胞に到着し突起

しているので︑正直一抹の不安はあった︒

療に絶対大丈夫はなく不確実さいっぱい﹂と認識

が︑人類初となる仕組みのワクチンであり︑﹁医

てワクチンのことを学び︑大丈夫とは思っていた

察するために待合室で

これまで起こしたことがないが︑異常の有無を観

キシー︵強いアレルギー反応︶が起きる︒私は︑

いからだ︒ワクチンを打つと︑まれにアナフィラ

は︑浅い皮膚の下よりも抗体を作る免疫細胞が多

ミニバラ

抱く方はおられよう︒だが︑注射されたウイルス

分は無事に過ぎた︒幸いその後

︶は数日で破壊され︑また自分
遺 伝 子 ︵ mRNA
の遺伝子に影響を与えることはない︒
私の観察時間

ヤマブキ

％以上とされる︒

臨床試験で︑ワクチンが発症を防ぐ予防効果は

一助になればと思い︑経過を報告した次第です︒

験報告である︒皆様方がワクチン接種を判断する

以上が新型コロナワクチン接種を受けた私の体

たが勤務は通常通りできた︒

日に注射した部位に痛みと︑少々のだるさを覚え

そして３週後の４月６日︑第２回目を接種︒翌

さもなかった︒

注射部位に少し痛みを感じた以外には発熱やだる

特段のことはなく安眠もできた︒翌日の起床時︑

15

％︑重症化を防ぐ予防効果

95

90

染防止と安全確保の対策を講じて︑連日接種に努

清川診療所も住民の方々の利便性を考慮し︑感

接種について熟慮をお願いしたい︒

通の生活を取り戻すために︑皆さまにはワクチン

め︑家族や隣人のため︑人類のため︑懐かしい普

種は強制でなく任意になっているが︑自分のた

チンは︑コロナ感染の収束への力強い武器だ︒接

これまでのマスクや３密回避などに加え︑ワク

私は思っている︒

と︑ワクチン接種の有益性は高いと医師としての

と報告された︒こうした情報を加味して考える

有害事象が起きたのは６人で︑後遺症はなかった

日本人には２万人接種し︑嘔吐や動悸など重症な

ユキノシタ

めているところです︒ご不明の点があればご相談
ください︒

10 PR magazine SEKIAI

15

往復

便を運航しています︒

客室スペースも広くなりましたが︑旅客定員は同

じ２９２名とし︑船内でゆったりくつろげるよう

にしたそうです︒多目的トイレやエレベーターも

新設し︑車いすでの利用も心配ありません︒

三重野さんにとってひときわ愛着があるのが

﹁涼かぜ﹂の客室内装です︒

車を載せるデッキから一つ上がった２階客室の

コンセプトは﹁元気で明るいフロア﹂︒客席は︑

カラフルなシートカバーで︑晴れやかな雰囲気を
醸します︒

所有・運航する同社の三重野雄資社長がアピール

と大変そうなイメージがありますが︑フェリーを

車で道路を走るのに比べ︑船に乗るのはちょっ

このフロア

があるのも

ビールーム

ペースやベ

キッズス

するのは気軽さと便利さです︒﹁普段なら︑午前

です︒一つ
で︑旅の計画をつくるのにフェリーの時間にしば

階フロアは

上がって３
﹁モダンで
スマート﹂
がコンセプ
大分市と高知市を結ぶ国道１９７号︒このうち

でシックな

いた雰囲気

ト︒落ち着
キロを占める﹁海上区間﹂を担うのは３隻の

■２つのテーマを持った新船が就航

られずにすみます﹂︒

７時から午後

時までほぼ１時間毎に出発するの

ブサイトで要確認︶

︵船の点検などで便数は変わるので︑同社のウエ

16

フェリー︒今年２月１日に就航した一番新しい船

かクラブの

レストラン
ようです︒

億円かけて臼

﹂です︒約
が ︑ ﹁ 涼 かぜ︵すずかぜ︶
杵造船所で建造されました︒

社長は自
にらめっこ

総トン数は︑代わりに引退した﹁遥かぜ﹂より
台︵普通乗用車換算︶に︒

ら色見本と
台増えて

５００トン以上大きい１２００トン︑積載できる
車の台数も

11
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地 域 を 深 掘 る

国道九四フェリー株式会社
すず

分で行き

通常は毎日

新造船
﹁涼かぜ﹂は社長入魂の内装 に注目 ！

高速道路のサービスエリアに入ってひと休憩し

1962年生まれ。京都大工学部卒。親会社の近鉄グループホールディ
ングスから派遣され2019年６月から現職。
父親の実家が国東市で子どもの頃はよく大分を訪れていた。

︒そんな感覚
たら︑もう目的地に着いている ̶̶
で乗れる国道九四フェリーは︑佐賀関病院から徒
キロ︑愛媛県三崎港との間を片道

19

社長プロフィール

歩５分ほどの港から発着︒九州と四国の最短航路
約

来します︒

30

「元気で明るい」がコンセプトの
２階客室のシートはカラフル

２階客室フロアにあるキッズスペース

32

57

三重野 雄資（みえの・ゆうすけ）
70

11

16

30

月に新しい

万人へと大きく伸

年

あこれから﹂というタイミン
グでしたが︑２０２０年は一
転︑コロナ禍の影響でお客様
が減少してしまいました︒
それでも三重野さんの気持
ちは前向きです︒﹁デザイン
を勉強する時間もとれたので︑
﹃涼かぜ﹄をいかに魅力的な
船に仕上げるかに集中しまし

■四国と九州はセットで観光を
コロナ禍以前は︑九州から四国へ渡るよりも︑
四国から九州へやってくるお客さんが多かったそ
うです︒佐賀関を起点に九州全土へと足を伸ばす
観光ツアーが盛り上がりを見せていたといいます︒
コロナをめぐる状況が収束すれば︑来年の正月
︒
にはお客様も動いていただけるのではないか ……
そんな希望を持ちながら︑三重野さんは﹁関東の
人には四国と九州をセットで旅行するイメージは
ないでしょう︒そこを変えられたら︑さらにお客
さんを増やすことができるのではないか﹂と次の
一手を考えています︒

お役立ちメモ

佐賀関港ターミナル２階に
ある「FOOD＆ COFFEE
カルマーレ」では、各種定
食（７００〜７５０円）、そば・
う ど ん（５００円 ）な ど の メ
ニューを取りそろえる。
「フェリーに乗らなくても
ご利用大歓迎です」

関愛会のシンボルであるハートを手でつくっていただきました

しながら︑デザイナーと話し合いを重ねて︑客席

ナル建物を所有し︑国道九四フェリー社は運航な
どオペレーションのみを担っていました︒
その後︑道路整備が進み︑港へのアクセスが改
︶年に同社へと事業譲渡されま

善︒採算面で明るい展望が開けてきたことから︑
１９８８︵昭和
した︒
最近の業績は右肩上がりで︑２００８年から
万台

万台へ︑旅客人員も

万人から

から

17

ターミナルビルも完成︑﹁さ

12

26

びました︒

55
19

３階桟敷席の壁面を船の機関部を
イメージしたアート作品が飾る

シートの色や模様などを決めていったそうです︒

■２０１９年の利用客は年間 万人

︶年４月︒当時は︑日本道路公団が船やターミ

フェリーが運航を始めたのは１９６９︵昭和

55

年までの間を見ると︑運んだ車の台数は約

海上を渡る国道は全国に24路線。うち10路線
は九州を通る。高知、愛媛、大分の３県を結
ぶ197号は総延長274.9キロで、このうち三崎
港と佐賀関港の間30キロのみが海上区間に
なっている。

19
45

63
た﹂︒
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44
海の上の国道

て！
え
教
と
っ
も

ー
タ
ク
ド

佐賀関病院 メンタルヘルスサポートチームのメンバー
左から原口さん（アドバイザー）、工藤さん（保健師）、後藤さん（保健師）、杉本先生（産業医）
黒田先生（寄稿者）、釘宮さん（産業カウンセラー）、副田さん（保健師）

ります︒リモートワークが増えてい
Ｑ︑コロナ禍が長引き︑先が見えない状況に
る現状において︑オンとオフの切り
不安があり︑何事にもやる気がでません︒
替えを意識して行うことも重要です︒
どのような対処法がありますか？
また︑他者と交流しづらい現状で
はありますが︑メールや電話︑
︽誰にでも起こりうる
︽メンタルヘルス
などを活用し︑信頼できる
Face Time
サポートチームの発足︾
ストレス反応︾
友 達 や 家 族 と 話 をし ま しょう︒気 持
その不安な気持ち︑よくわかりま
佐賀関病院では︑
このようなストレ
ち を 話 し た り︑相 談 し た り すること
す︒私自身︑﹁１年後には今の状況
ス反 応によ り 職 員 が 体 調 不 良 と なっ
で︑
つらさが和らぐことがあります︒
が改善しているはず ﹂﹁この冬を
た際のサポート体制として︑メンタル
さらに︑情報を取り入れすぎない
乗り越えれば ﹂と１年以上新型コ
ヘルスサポートチームを２０２１年２
ことも大切です︒国や自治体で紹介
ロナウイルス感染症に対応し続けた
月に 発 足 し まし た ︒産 業 医︑内 科 医︑
しているものなど︑情報源が明らか
結果︑２０２１年５月の現時点で︑
産業カウンセラー︑保健師の計６名で
な正しい情報と知識を得るようにし
過去最大の波といわれる第４波と格
構成され︑総務担当者がアドバイザー
ましょう︒
闘しているとは予想していませんで
として在籍します︒相談は︑秘密厳守
した︒さらにワクチン問題など︑次
を大原則とし︑電話やメールにて随時 ︽その他の相談窓口︾
から次に起こる難題︑状況変化に気
受け 付け︑チーム全 体で考 え︑サポー
誰でも利用できる相談窓口もあり
持ちがついていきませんよね︒
トする体制としています︒
ます︒
しかしながら︑一般的には︑異常
体調不良となった職員の皆様への
な出来事に対して︑頭痛︑高血圧︑
個別対応だけでなく︑コロナ対応に
﹃大分県こころとからだの
胃痛︑食欲不振といった身体的な不
より様々な業務が増えた各部署管理
相
談
支
援
セ
ン
タ
ー
調や︑不安︑イライラ︑悲壮感︑抑
者の方の業務負担を軽減する目的も
﹄
︵精神保健福祉センター︶
うつ気分といった精神的な不調が起
あります︒現時点では佐賀関病院の
予約・相談電話
こることは自然な反応といわれてい
職員の皆様を対象としていますが︑
０９７ー５４１ー６２９０
ます︒さらに︑現状のような感染症
今後状況に応じて対象事業所を拡大
︵
平
日
８
〜
︑
流行時に特有なストレス反応として︑ することも検討していきます︒
〜
︶
感染と死への不安︑怒り︑隔離への
恐怖︑不信感といった気分・感情面 ︽ストレス反応への対処法︾
最後に︑新型コロナウイルス感染
次 に ︑日 常 生 活 において ご 自 身で
での不調も起こりやすいことが指摘
症は発症する前から感染力が強く︑
気をつけられることをお伝えします︒
されています︒
どれだけ気を付けていても︑いつだ
ま ず︑十 分 な 睡 眠︑バランスの 良い食
このような不調は︑年齢や性別を
れが感染してもおかしくない病気で
問わず︑﹃どなたにでも起こりうる︑ 事 を と り︑散 歩 な ど 適 度 な 運 動 を す
す︒お互いを思いやる気持ちを大切
る と いった ︑規 則 正 しい 生 活 をし ま
正常な反応﹄であるという認識が重
に︑みんなで支え合いながら︑この
しょう︒免疫をあげることにつなが
要です︒
災害を乗り越えましょう︒
!!

!!
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試練乗り越え高み目指す
関愛会法人本部財務部所属

トライアスロン新田城二 選手
世界がコロナ禍に見舞われた２０２０年は︑新田選手の競技
人生にとっても試練の年でした︒昨年５月︑ロードバイクの練
習中︑運転手の不注意により車と衝突︒肩甲骨を骨折︑鎖骨を
脱臼する重傷をおって２カ月の入院を余儀なくされたのです︒
退院後は佐賀関病院で城日出徳院長の指示のもと︑理学療法士
からリハビリ施術を受けました︒トライアスロンは持久系のス

年２月に佐賀県で開かれたスイ

ポーツ︒それだけに思ったように練習できないことはつらかっ
たといいます︒
年明けから練習を再開し︑

ら１年︑ようやく以前の体力レベルが回復したという新田選手︒

出場を予定していた大会がコロナ禍により次々と中止になって

もモチベーションを絶やさず︑規則正しい練習を積み重ねてい

ます︒

かがえ、とても刺激を受

ける発表でした。

屋外フェスで歯科医師がベース熱演

ゴールデンウィーク中の５月２日、豊後

後フォーク村ミュージックフェスティバル」

大野市の道の駅きよかわで開かれた「豊

で、佐賀関病院の仲野貴明・歯科医師が

のうち、
「町田バンド」と「T-Blues Band」

ベースギターを演奏しました。出演14組

の２バンド掛け持ちで出演。「コロナ禍で

練習もままならない中、こうして感染対

策を徹底した屋外のライブに出られるの

は貴重な機会」と話していました。

︶が︑関愛会で研修中です︒

んで︑今後の報道に役立てる所存です︒ご指導のほど︑

にも参加しました︒地域医療や介護の現場を幅広く学

主に広報の業務に従事しています︒この広報誌の編集

今年４月から来年３月までの予定で法人本部に在籍し︑

﹁自己研鑽﹂のため会社を休職できる制度を使って︑

浜田陽太郎 編集委員︵

朝日新聞の記者として医療や介護の取材をしている

を模索している様子がう

よろしくお願いします︒
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第27回 関愛会学術集会開催！！

毎春に開催している法人内向けの学術集会ですが、今回もWEBにて開

催しました。今回、理事長をはじめ、セラピスト、看護師、介護福祉士、
事務とバラエティに富ん

だ発表となりました。ど

の部署も、コロナ禍にお

朝日新聞記者が
関愛会で研修中

者のためにできる最善策
浜田 陽太郎
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いても患者さま・ご利用

はまだ・ようたろう

21

ム４００ｍ︑ラン３０００ｍの記録会に出場しました︒事故か
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地域包括ケアを目指して

関愛会運営施設

社会医療法人 関愛会
〒879-2201

大分県大分市大字佐賀関750-88

在宅療養支援病院
介護老人保健施設

TEL.097-575-1172

大東よつば病院
やすらぎ苑

〒870-0125 大分市大字松岡1946番地
大東よつば病院 TEL.097-520-3555
入院病床 40床（地域包括ケア病棟） 診療科：内科・循環器内科
介護老人保健施設 やすらぎ苑 TEL.097-520-3535
入所定員 50名
■ 大東リハビリテーションセンターもみの木
■ 大東よつば病院訪問リハビリテーション事業所
■ 在宅ケアサポートやすらぎ（居宅介護支援事業所）

機能強化型在宅療養支援病院

坂ノ市病院

在宅療養支援病院

佐賀関病院

大分市大字佐賀関750-88 TEL.097-575-1172
入院病床：71床（地域一般病床 16床、地域包括ケア病床 13床、回復期リハビリテーション病床 42床）

〒879-2201

■ 大分県へき地医療拠点病院 ■ 日本静脈経腸栄養学会NST稼働施設認定病院 ■ 大分DMAT指定医療機関

診療科／内科・循環器科・呼吸器科・消化器科・小児科・整形外科・外科・肛門科・耳鼻咽喉科・眼科・リハビリテーション科

門前

〒870-0307 大分市坂ノ市中央1-269
TEL.097-574-7722
入院病床 36床（地域包括ケア病棟）
■ 在宅医療連携センター
■ 坂ノ市リハビリテーションセンターもみの木
■ 坂ノ市病院訪問リハビリテーション事業所
■ 坂ノ市メディカルフィットネスジムABIES
■ 医療型特定短期入所きらりん

診療科／内科・小児科・消化器内科・呼吸器内科・リハビリテーション科

機能強化型在宅療養支援診療所

王子クリニック

〒870-0009 大分市王子町1-11
TEL.097-536-6633

〒879-2201 大分市大字佐賀関750-91
（門前）TEL.097-575-1173 （歯科）TEL.097-575-1174

診療科／内科・消化器内科・心療内科

診療科／内科・眼科・耳鼻科・歯科

機能強化型在宅療養支援診療所

こうざきクリニック
〒879-2111 大分市大字本神崎251-8
TEL.097-576-1782

■ こうざきデイケアリハビリテーションセンターもみの木
■ こうざきクリニック訪問リハビリテーション事業所

診療科／内科

在宅療養支援診療所

三重東クリニック
〒879-7104 豊後大野市三重町小坂4109-61
TEL.0974-22-6333

■ 三重東介護サポートセンター三つ葉（居宅介護支援事業所）
TEL.0974-22-7715

診療科／内科・小児科・循環器内科

機能強化型在宅療養支援診療所

よつばファミリークリニック
〒870-0126 大分市大字横尾1859
TEL.097-520-8686

診療科／内科・小児科

江別訪問診療所かかりつけ訪問看護

ちいきの森
〒067-0041

北海道江別市元江別本町1-3
ホクレンショップ元江別店内

TEL.011-376-0580

在宅療養支援診療所

清川診療所

有料老人ホーム

〒879-6903 豊後大野市清川町砂田1877-3
TEL.0974-35-3561

〒879-2201 大分市大字佐賀関792-1
TEL.097-575-4800

■ きよかわリハビリテーションセンターもみの木
TEL.0974-35-2333

診療科／内科

江別訪問診療所
〒069-0852

北海道江別市大麻東町15-18
（大麻東町商店街内）

TEL.011-386-3233

■ デイサービス海風
海風有料老人ホーム入所定員
デイサービス定員 45名

37名

訪問看護ステーション
〒870-0307

いろは

大分市坂ノ市中央3-14-33-1
セルコ・メゾンＡ号室

TEL.097-535-7577

診療科／内科

高齢者介護施設

海風

ひまわり

〒879-2201 大分市大字佐賀関880-1
TEL.097-524-4141

■ 佐賀関デイケアひまわり
■ ヘルパーステーションひまわり
■ ケアセンターひまわり
（居宅介護支援事業所）

ナーシングホーム

輝 ひかり

〒879-2111 大分市大字本神崎256-4
TEL.097-578-8133
入所定員 21名

北区王子クリニック
〒114-0002

東京都北区王子2-17-5
ウェル・ウェル２階

TEL.03-3913-8725

診療科／内科・循環器内科・禁煙外来

ケアセンター坂ノ市

ひまわり

〒870-0307 大分市坂ノ市中央3-18-9-1
TEL.097-585-5818
居宅介護支援事業所

