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医療法人医誠会を中心とする医療・介護グ
ループ「ホロニクスグループ」では、７つ
の SDGｓ（持続可能な開発目標）を掲げ行
動しています。その取り組みのひとつ「健
康フォーラム」を今回は環境をテーマにス
ペシャル版として 11月 28日（土）にネッ
ト配信しました。

オンライン健康フォーラム SPECIALを
YouTube に公開しました！

〇:〇/〇〇:〇〇

アーカイブ動画はこちらから！
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ホロニクスグループが取り組む S D Gｓ

https://youtu.be/ZoHlyiNtBIs


　　　  NPO 法人未来プロセス
　　　  医療法人医誠会、
　　　  一般財団法人 ホロニクス医学健康振興財団

・ハイヒール・リンゴさん（コーディネーター）
・浅越 ゴエさん（司会）
・湯本 貴和 教授（京都大学霊長類研究所 所長）
・松田 一希 准教授（中部大学 創発学術院）
・イザベル・ラックマン博士（マレーシア　　
　NGO 　HUTAN 代表 ※リモート参加）
・谷 淑子（NPO 法人未来プロセス 副理事長）

（Zoom 配信による視聴）
主催

出演者

共催

健康フォーラムスペシャル開催概要
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特　集
ホロニクスグループが取り組むＳＤＧｓ



医療福祉支援活動として、「オンライン医療公
開講座」「市民公開講座 健康フォーラム」を定
期的に開催してい
ま す。ま た、希 少
動物保護支援活動
として絶滅の危機
に瀕しているオラ
ンウータンの保護
活動に取り組み、活動の一環としてその生息地
であるマレーシア・ボルネオ島の熱帯雨林の再
生に向けて植林活動を行っています。全グルー
プ施設に設置した「緑の募金箱」に寄せていた

だいた皆様の善意も
この活動に役立たせ
ています。
海外の日本語教育を
行う施設への書籍の
寄 付 活 動「BOOK 

DRIVE for WorldFriends」やグループ病院の
薬局でのビニール袋削減活動など、2030 年を
目標に持続可能でよりよい世界の実現に向けて
取り組んでいます。

ホロニクスグループでは、
NPO 法人未来プロセスを通じて
社会貢献活動に取り組んでいます。
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特　集
ホロニクスグループが取り組むＳＤＧｓ



私たちは持続可能な開発目標（SDGs）を支援しています

▼中国での植林活動 （2005 ～ 2008 年）
・2005 年植林活動報告［PDF］
・2006 年植林活動報告［PDF］
・2007 年植林活動報告［PDF］
・2008 年植林活動報告［PDF］

2005 年より海外で植林活動に取り組んでいます

▼マレーシアでの植林活動 （2017 年～）
・2017 年マレーシアでの植林活動［PDF］[動画]
・2018 年マレーシアでの植林活動［PDF］［動画］
・2019 年マレーシアでの植林活動［PDF］［動画］

大学・企業との連携希少動物保護活動・植林活動働き方改革
生産性革命

男女平等社会
女性活躍社会

（ホロニクスグループ女性比率：69.8％）

子育て支援活動
生涯学習・ｅ-ラーニング
健康フォーラム
公開医学講座

医療・予防・介護
質の高い医療提供
一次・二次・三次予防
質の高い介護提供

介護離職の防止
仕事を続けながら
親の介護・家族介護
のできる環境設定

SDGs（持続可能な開発目標）ホロニクスグループが
目指す7つの目標
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特　集
ホロニクスグループが取り組むＳＤＧｓ

https://www.mirai-process.org/pdf/mirait201907.pdf
https://www.mirai-process.org/pdf/mirait201808.pdf
https://www.mirai-process.org/pdf/mirait201707.pdf
https://youtu.be/PIFVwPfqBKA
https://youtu.be/a0hJn4FfcQ4
https://www.mirai-process.org/tp2008report.html
https://www.mirai-process.org/tp2006report.html
https://www.mirai-process.org/tp2005report.html
https://www.mirai-process.org/tp2007report.html
https://youtu.be/J84cC0afJp4


株式会社 ウイン・インターナショナル
株式会社ウェバートン
株式会社 岸化学
サラヤ 株式会社
中央環境サービス株式会社
ニプロ 株式会社
株式会社日本衛生公社
ヒダメディカル 有限会社
フクダ電子近畿販売 株式会社
扶桑薬品工業株式会社
Meiji Seika ファルマ 株式会社
株式会社 ユヤマ
株式会社レオクラン
和研薬株式会社

本活動へのご賛同お礼申し上げます。

他 19 社
※五十音順

市民公開講座オンライン健康フォーラム SPECIAL

「オランウータン保護活動と植林活動」
ホロニクスグループが取り組む SDGs

協賛企業
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特　集
ホロニクスグループが取り組むＳＤＧｓ
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特　集
医誠会の挑戦

医誠 会の挑 戦 ! !
医誠会グループ病院での

コロナ検査状況

医誠会グループ病院では医療・介護崩壊の防
止に向けて、グループ病院・施設の患者さん・
ご利用者、職員とそのご家族、ステークホルダー
の方を中心に発熱や風邪症状のある方にコロ
ナ検査を実施してきました。職員（非常勤を含
む）とそのご家族の検査費用に関してはグルー
プの互助会の負担とし、2020 年 4 月17 日に
コロナ検査を開始。
2021 年 1月末現在で 23,884 件の新型コロナ
ウイルス遺伝子検査と 2,182 件の抗原・抗体
検査を実施しました。

パネルハウス（処置室兼用診療室）パネルハウス（処置室兼用診療室）

サテライト病棟サテライト病棟



新型コロナウイルス検査数　 　23,884 件
※ 2021 年 1 月末

特　集
医誠会の挑戦
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グループ病院でのRT-PCR 法・Lamp 法
（新型コロナウイルス）検査実施状況

施設名 検査法 件数

医誠会病院
RT-PCR 法 12,879
Lamp 法 1,124

城東中央病院 RT-PCR 法 4,464
摂津医誠会病院 RT-PCR 法 2,429
児島中央病院 RT-PCR 法 607
神崎中央病院 RT-PCR 法 1,464
橿原リハビリテーション病院 RT-PCR 法 115
東春病院 RT-PCR 法 457
東舞鶴医誠会病院 RT-PCR 法 345
　　　　　　合計 23,884

施設名 件数
医誠会病院 1,786
城東中央病院 220
摂津医誠会病院 143
児島中央病院 4
神崎中央病院 14
橿原リハビリテーション病院 14
東春病院 1

新型コロナウイルス検査数　23,884 件（1 月 31 日 現在）

新型コロナウイルス抗原・抗体検査 実施件数（1月 31日現在）



グループ病院の看護師が
大阪コロナ重症センターに

出向しました。
3名のインタビューを紹介します。

9

特　集
大阪コロナ重症センター　出向看護師インタビュー

私は ICU・HCU のユニットで 4 年間勤務して
います。高齢で重症化リスクの高い基礎疾患を
もった患者さんの看護にも携わっていますし呼
吸器管理も行っているので、この経験を活かし
て大阪コロナ重症センターでも貢献したいと思
います。
医誠会病院はコロナ感染症患者を受け入れてい
ないので、コロナ患者の実際の治療や看護・ケ
アを学ぶ機会にもなりますし、この経験を次の
自分に生かしていきたいと考え出向を決めまし
た。
多くの病院施設から看護師の方が集まってき
ていますので皆さんから多くの看護技術を吸収
し、大阪コロナ重症センターの看護業務の標
準化についても学びたいと思います。

※現在はコロナ患者受入れに向け準備中

※

S.Nさん
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特　集
大阪コロナ重症センター　出向看護師インタビュー

これまで新型コロナ患者の看護にあたったこと
はありませんが、苦しんでいる患者さんを支え
ることができればという看護師としての思いが
あります。そして「コロナ患者の看護がどういう
ものなのか経験を積みたい」という技術者とし
て考えもあります。
また、医療法人医誠会という医療グループ、そ
して所属する病院への自身の貢献がまだまだ出
来ていないと感じており、大阪府より要請のあっ
た大阪コロナ重症センターへの出向に赴くこと
でグループの社会的評価の向上につながるので
あればと、大阪コロナ重症センターへの出向を
決め、妻、２人の子供、両親に協力をお願いし
ました。
指定宿泊施設を利用するため、出向期間中は
家に戻れないことを子ども達に伝えると寂しい
顔をしていましたが、ビデオ通話で連絡を取り
合うことにしています。
両親ともに看護師という家庭で子供も看護師と
いう仕事に興味を持ってくれています。子ども達
にひとりの看護師として、そして親として「背中
を見せる」良い機会になればと思います。

S.Yさん
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特　集
大阪コロナ重症センター　出向看護師インタビュー

ICU と呼吸器内科での勤務経験があり、人工
呼吸器の管理も行っていました。この経験を活
かすことができればと考え、大阪コロナ重症セ
ンターの募集に応募を決めました。上司に思い
を伝えると、法人本部の看護師対策部や人事
労務部に大阪府との調整を進めていただきまし
た。１月１日からの勤務となります。急性期の
看護から９ヵ月離れていましたので、改めて過
去の ICU で活用していた看護資料を見直したり
しています。
大阪コロナ重症センターに勤務している期間
は、家族への感染を避けるため指定の宿泊施
設を利用します。親に相談したときは心配して
いるのか、言葉は少なかったです。
大阪府内でも救急医療を支える病院がコロナ
の影響で受入れが難しくなっていると聞いてい
ます。私はこれまで関わって頂いた看護師のみ
なさんに感謝しています。医療崩壊を防ぐため
にも大阪府コロナ重症センターで自分の役割を
果たしていきたいと思います。

A.Tさん
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トピックス

医療法人医誠会ではベトナムから介護技能実習生を
１７名受け入れており、資格取得や介護スキルの向
上のための指導はもちろん、グループ 1000 人を集
めた学術集会で発表の機会を設けるなど、将来ベト
ナムと日本をつなぐ架け橋となっていただけると期待
をもってみなさんの成長のサポートを行っています。

Q: 職場でのやりがいや充実感はどんなときに感じ
ますか？
私が仕事で一番大切にして
いることは楽しく取り組む
こと。毎日スタッフのみな
さんに会ったり、利用者さ
んのケアを行ったり、利用
者さんとコミュニケーション
をとったりしている時に充
実感を感じます。
担当しているフロアが認知

介護老人保健施設エスペラル東淀川で
介護技能実習として働く

ファム ティ タイン ナムさん インタビュー

「介護福祉士となり、
エスペラル東淀川で働き続けたい」



13

症専門棟ということもあり、一部の利用者さんは感
情をコントロールできない場面もありますが、日本
人スタッフがサポートに入ってくれるので助かってい
ます。
エスペラル東淀川のスタッフの皆さんは優しく丁寧
に、そしてしっかりときちんと介護の技術を教えて
くれます。私の目標は、実習期間中に介護福祉士
の資格と日本語能力試験で一番難しい「N1」を取
得することです。医療法人医誠会はコロナ対応が
しっかりしていて、RT-PCR 検査やオゾン発生装置、
感染防護具などの環境整備も充分に対策を取って
いただいています。気を引き締めながらも安心して
働いています。

Q: オフの時間の過ごし方は？
読書をしています。テレビは天気予
報やニュースを見ます。今はコロナ
の感染者数のニュースを必ずチェッ
クしています。
毎日、ベトナムの家族とは 20 分から 30 分、ビ
デオ通話をします。医誠会で用意していただいた
マンションには、無料で使えるWifi もあるので
本当に助かります。生活費を切り詰めるため食事
は自炊していますが、電子レンジ・冷凍冷蔵庫・
テレビも法人で準備していただきました。ベトナ
ム専門店でナンプラー（ベトナムの調味料）を買

トピックス
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うと高いので、近所のスーパーで日本製のナンプ
ラーを手に入れています。匂いはマイルドですが
おいしいです。

オフの時間で一番好きなことは
“ 掃除 ” です。特に日本に来てきれ
いな個室で生活しているので、30
分くらいの掃除を 1 日に数回しま
す。

コロナ禍以前はジョギングをしていましたがお家
でのトレーニングに切り替えました。1時間程度
スクワットなどで体を動かしています。

Q: 日本とベトナムの生活の違いを感じるところ
は？
日本の方は昼の休憩時間に昼寝をしませんが、ベ
トナムでは子どもから大人、おじいちゃん、おば
あちゃんまで 10 分～ 20 分くらいの昼寝をしま
す。昼寝をすると気分がスッキリして、午後の仕
事への集中力も上がります。日本の方も是非試し
てみてください。

Q: コロナが収束したら行ってみたい場所は？
まだ情報は全く集めていませんが、東京
の渋谷、京都、名古屋、姫路城などに行っ
てみたいです。

トピックス
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ナムさんは本当に楽しく仕事に取り組んでいま
す。ケアや説明を聞くときのキビキビとした動作
にも好印象を感じますね。認知症病棟で本当によ
くやってくれていると思います。利用者さんは言
葉だけでなくスタッフの表情や、雰囲気を感じて
います。コミュニケーションが難しく意思疎通が
なかなか取れないご利用者の方にも、笑顔で女性
らしい心遣いで接
してくれています。
一昨年 9 月に来日
し、ちょうど日本
になれた頃にコロ
ナ禍となりました。
コ ロ ナ 収 束 後 は、
私たちも一緒に日
本の文化・伝統を
楽しみたいですね。

医療法人医誠会 介護老人保健施設
エスペラル東淀川スタッフの声

トピックス

エスペラル老健のホームページはこちら
http://esp.iseikaihp.com/

http://esp.iseikaihp.com/


YouTube
ホロニクスグループチャンネル

イメージキャラクター
オランくん

5:05/23:215:05/23:21

H
★
★

イメージキャラクター
ウータンちゃん

ぜひ
ご覧

ください！

多彩な講師陣が
医療の今をお伝えしています

開催済みの公開医学講座はYouTube
ホロニクスグループチャンネル

で公開中！！

https://www.youtube.com/c/HolonicsGroup

▼アクセスはこちら
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トピックス

https://www.youtube.com/c/HolonicsGroup


大根もちは、もともと中国の一部地域
などで、旧正月（春節）に食べる縁起物
でしたが、今では人気の点心です。
今の時期、旬を迎える大根を使った
料理のレシピをご紹介いたします

大根もち
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いせいかいクッキング 担当 : 城東中央病院 管理栄養士 砂畑 桂 



1. 大根は、よく洗い、皮ごとすりおろす。
2． ①をザルにあけて軽く水気を絞る。（部位によっ

て異なるが 50 ～ 70g 程度の絞り汁が出る）
3. 青ねぎは、小口切りにする。
4. ボールに②と片栗粉、顆粒中華だしを入れ、よ

く混ぜ合わせる。
5. ④に青ねぎと桜えびを加えさっと混ぜ、6 等分し

丸く薄く成型する。
6. フライパンを熱してごま油を入れ、⑤を焼く。
7. 両面こんがり焼き、火が通ったら皿に盛り付け、

ぽん酢しょうゆを添える。

〇大根……………………300g
〇青ねぎ…………………10g
〇桜えび（乾燥）………大さじ2（6g）
〇片栗粉…………………大さじ4（36ｇ）
〇顆粒中華だし…………小さじ1 (2 . 5 g )
〇ごま油…………………小さじ2（8g）
〇ぽん酢しょうゆ………小さじ１（6g）

材料（2人分）

作り方

エネルギー139kcal、たんぱく質3.1g、脂質4.3g、
炭水化物21.9g、食塩相当量0.9g

栄養量（1人当たり）

大根の絞り汁は、
みそ汁など作る際、
だし汁に加えると
まろやかになりますよ。
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いせいかいクッキング



大根は1年を通じて手に入りますが、最も多く
出回っている「青首大根」は11月～2月ごろ
が旬です。この時期の大根は、みずみずしく、
辛みが減って甘みが増します。

水分が多く甘みが強い
　➡サラダなど、生で

上部（葉側）

やわらかく、水分・甘みなどの
バランスが良い
　➡ふろふき大根・おでんなど

中部

水分が少なく繊維質、辛みが強い
　➡みそ汁の具・
　　大根おろし（辛め）

下部

冬に旬を迎える大根

部位ごとの、おススメの食べ方！
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いせいかいクッキング



https://www.molten.co.jp/health/

株式会社モルテン

https://onamidensetsu.co.jp/

介護ウエア https://www.kiraku.gr.jp/
メディカルウエア https://www.tombow-medical.jp/

大浪電設株式会社

https://www.sysmex.co.jp/

シスメックス株式会社

株式会社トンボ

広　告（協賛企業）

https://www.sysmex.co.jp/
https://www.molten.co.jp/health/
https://onamidensetsu.co.jp/
https://www.kiraku.gr.jp/
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ウータンちゃん
医療法人医誠会

H

オランくん
医療法人医誠会

ホロニクスグループイメージキャラクター
オランくん　　ウータンちゃん
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