
気軽に

お立ち寄り
下さい！

私は、15年間の看護部長を退任し、今年度から、法
人内の事業部を支援する役割として事業支援部門に異
動しました。今年度の方針として法人規模の拡大に伴
い事業部制制度が初めて導入されました。法人内に
は、４つの事業部があります。病院事業部、訪問医療
事業部、在宅介護事業部、クリニック事業部。基本的
には各事業部は自律しての運営を目指すわけですが、
それを支援するのが私の所属する事業支援部門です。
事業支援部門には情報システム、財務、施設管理、総
務、情報分析の専門が在籍しています。彼らの高度な
知識にびっくりしつつ、上司であるはずの私は助けても
らうことの方が多い毎日です。
共和会は職員もどんどん増え、420人となりました。

こんな時こそ、理念である「優しい医療・楽しい職場」
を実践するために、今日 自分ができることを実行した
だろうかと振り返る日々です。

私が就職したのは平成４年。現在29歳になる長女が
2歳の時でした。その後まもなく、前理事長が当院の理
念「優しい医療」「楽しい職場」を定めました。当時は、
急激な時代の変化の中で大変な時期でした。「どこが楽
しいんや、経営者は何か楽しいことをしてくれるのか？」
と豪語していた一部職員もいました。そのたびに、ここ
はアミューズメントパークでは無い、「楽しい職場」は
法人と共に自分達で作り上げていくもの…と学んできま
した。
あれから四半世紀、建物も新しくなり、職員もずい
ぶん入れ替わりました。今この立場になって改めて目に
するのは、スタッフが理念である「優しい医療」「楽し
い職場」の風土を大切にする姿です。目と目を合わせ
て丁寧に対応している姿を見ると目頭が熱くなります。
これからも、この法人がさらに発展できるよう、理念が
浸透できるよう励んでまいりたいと思います。

「優しい医療」「楽しい職場」四半世紀、この病院と共に

当院の売店は、現在 Ｃ館１階の入口
で仮営業をしています。入院患者さん
はもちろん、外来患者さん・ご家族の
方・病院スタッフ・工事のお兄さん…
どなたでもお越しになれる場所です。
また始まったばかりですが、まごこ
ろ館へ週１回の移動販売も行なってい
ます。
売店には菓子パンや手軽に食べられ

るものがあり、お昼頃にはおにぎりやサンドイッチも揃えています。毎日新しい
商品を仕入れていますが、おにぎりなど人気があるものは日によっては早く売り
切れになってしまうこともあります。（売店スタッフはサンドイッチ『コロッケた
まご』がお気に入りです。）
お楽しみの食べ物として、スナック・おせんべいなどいろいろなお菓子があり
ます♪また毎月季節にあった商品を入荷しているので、見に来ていただくだけで
も楽しいですよ。
また、入院に必要な生活用品やお手入れ用品（リップクリーム・化粧水など）
があります。持ち物にはネームペンで名前を書いておくといいですよ。
2020年6月には装いも新たに、外来駐車場にオープンする予定です。ぜひお越し
ください！

売店　今井 明子・久野   領

事業支援部門長
共和病院 副院長　松下 直美

売店をご利用ください！

開店時間　10：00～15：00  平日のみ（土日祝お休み）

ぜひ 80VOL.

2019年 秋号

まごころをこめてやすらぎと癒しの提供
あなたの安心と希望ある地域生活の支援
それぞれの専門性を活かした
最良の医療・介護サービスの提供

内科・消化器内科・呼吸器内科・神経内科
精神科・心療内科・循環器内科・肛門外科
放射線科・リハビリテーション科・歯科

診療科目

お 知 ら せ

●職員のチームワークと創造性が
高められる職場
●職員のレベルアップと仕事の充実が
感じられる職場
●職員の満足が皆様へ反映される職場

12月28日(土) ～１月５日(日)
年末年始につき外来診療を休診させていただきます。

お 知 ら せ



ホールテラス

活動室

デイルーム 脱衣室 浴室

出入口

秋は紅葉をはじめ、街や自然が色づく季節です。今号
で紹介させていただいたように、当法人にも新しい色「す
ずらんの里」が加わりました。鈴蘭はかわいらしい白い
花を咲かせますので、葉の印象とあわせてペールグリー
ンをイメージカラーとしました。カラフルな色あいは、

見ていて幸せな気持ちになりますね。当法人は、様々な
方にご利用される病院・施設・事業所として、地域のみ
なさまのお役に立てればと思っています。

広報誌委員会  丸山 浩史

2019年４月よりデイケアセンターフリー
ジアがＣ館４階へ引っ越ししました！
ホールも活動室も真新しくなり、利用者
さまからは「広くなって過ごしやすい」、
「陽が入って明るくなった」、「休憩するス
ペースがちょっと少ない」等の様々な意見があります。引っ越し当初は環境の変化に利用者さまも戸惑いもあった
ようですが、あっという間に慣れ親しみ、今では第２の我が家？のように利用していただいています。そして「ど
のようにしたらフリージアをより快適に過ごせるか」とみんなで考え、利用者さまの意見を実現できるように日々
進化しています（自動販売機の設置やソファーの増設、テラスの開放等に繋がりました）。このようにフリージア

に関わるみんなで安心して利用できる場を
創っています。
ホールでは賑やかな笑い声が響いていま
す。活動室ではそれぞれの目標に向けて取
り組む姿があります。テラスでは青空の下
ひなたぼっこをしたり育成している農作物
や植物を眺め気分転換も図れます。よかっ
たらフリージアをのぞきに来ませんか？

デイケア課　朝倉 起己

新館完成にともなう病棟の機能変更のお知らせ

精神救急病棟 精神救急病棟

精神一般病棟

内科療養病棟

内科療養病棟

精神療養病棟

デイケアセンター
　　　フリージア

デイサービスセンター 
　　すずらんの里がオープンしました！

日本は超高齢社会を迎え、2025年には高齢者の５人に
一人が認知症になるといわれています。一方、認知症の
方への対応については、疾病に対する理解や専門の施設
の充実など、まだまだ社会が乗り越えていかなければい
けない課題が多いのが現状です。日常の生活を省みると、
ご本人やご家族はどのような思いで日々を過ごしてみえ
るのでしょうか。
このような社会のニーズにお応えするための事業所が
認知症対応型通所介護事業所「すずらんの里」です。
その人らしさを大切に、通常のデイサービスに比べて少
ない定員10名という手厚い人員配置によりご利用者お一
人お一人の想いに寄り添った個別支援を提供いたします。

また専門の研修等を受けたベテランのスタッフが配置
されているのが認知症対応型であるすずらんの里の特徴
です。
すずらんの花言葉は『再び幸せが訪れる』です。今こ
のひと時を幸せにお過ごしいただけるようスタッフ一同
まごころを込めておもてなしを致します。
たとえ認知症と診断されたとしても、ご本人やご家族、
また地域住民の方々も含めてすべての皆様が住み慣れた
地域で安心して過ごしていただける社会の実現に向けて、
すずらんの里はこれからも皆様のお手伝いをしていきた
いと考えています。

責任者　小島 誠生

表紙の写真 ：  坂口 晃平 様



ホールテラス

活動室

デイルーム 脱衣室 浴室

出入口

秋は紅葉をはじめ、街や自然が色づく季節です。今号
で紹介させていただいたように、当法人にも新しい色「す
ずらんの里」が加わりました。鈴蘭はかわいらしい白い
花を咲かせますので、葉の印象とあわせてペールグリー
ンをイメージカラーとしました。カラフルな色あいは、

見ていて幸せな気持ちになりますね。当法人は、様々な
方にご利用される病院・施設・事業所として、地域のみ
なさまのお役に立てればと思っています。

広報誌委員会  丸山 浩史

2019年４月よりデイケアセンターフリー
ジアがＣ館４階へ引っ越ししました！
ホールも活動室も真新しくなり、利用者
さまからは「広くなって過ごしやすい」、
「陽が入って明るくなった」、「休憩するス
ペースがちょっと少ない」等の様々な意見があります。引っ越し当初は環境の変化に利用者さまも戸惑いもあった
ようですが、あっという間に慣れ親しみ、今では第２の我が家？のように利用していただいています。そして「ど
のようにしたらフリージアをより快適に過ごせるか」とみんなで考え、利用者さまの意見を実現できるように日々
進化しています（自動販売機の設置やソファーの増設、テラスの開放等に繋がりました）。このようにフリージア

に関わるみんなで安心して利用できる場を
創っています。
ホールでは賑やかな笑い声が響いていま
す。活動室ではそれぞれの目標に向けて取
り組む姿があります。テラスでは青空の下
ひなたぼっこをしたり育成している農作物
や植物を眺め気分転換も図れます。よかっ
たらフリージアをのぞきに来ませんか？

デイケア課　朝倉 起己

新館完成にともなう病棟の機能変更のお知らせ

精神救急病棟 精神救急病棟

精神一般病棟

内科療養病棟

内科療養病棟

精神療養病棟

デイケアセンター
　　　フリージア

デイサービスセンター 
　　すずらんの里がオープンしました！

日本は超高齢社会を迎え、2025年には高齢者の５人に
一人が認知症になるといわれています。一方、認知症の
方への対応については、疾病に対する理解や専門の施設
の充実など、まだまだ社会が乗り越えていかなければい
けない課題が多いのが現状です。日常の生活を省みると、
ご本人やご家族はどのような思いで日々を過ごしてみえ
るのでしょうか。
このような社会のニーズにお応えするための事業所が
認知症対応型通所介護事業所「すずらんの里」です。
その人らしさを大切に、通常のデイサービスに比べて少
ない定員10名という手厚い人員配置によりご利用者お一
人お一人の想いに寄り添った個別支援を提供いたします。

また専門の研修等を受けたベテランのスタッフが配置
されているのが認知症対応型であるすずらんの里の特徴
です。
すずらんの花言葉は『再び幸せが訪れる』です。今こ
のひと時を幸せにお過ごしいただけるようスタッフ一同
まごころを込めておもてなしを致します。
たとえ認知症と診断されたとしても、ご本人やご家族、
また地域住民の方々も含めてすべての皆様が住み慣れた
地域で安心して過ごしていただける社会の実現に向けて、
すずらんの里はこれからも皆様のお手伝いをしていきた
いと考えています。

責任者　小島 誠生

表紙の写真 ：  坂口 晃平 様



気軽に

お立ち寄り
下さい！

私は、15年間の看護部長を退任し、今年度から、法
人内の事業部を支援する役割として事業支援部門に異
動しました。今年度の方針として法人規模の拡大に伴
い事業部制制度が初めて導入されました。法人内に
は、４つの事業部があります。病院事業部、訪問医療
事業部、在宅介護事業部、クリニック事業部。基本的
には各事業部は自律しての運営を目指すわけですが、
それを支援するのが私の所属する事業支援部門です。
事業支援部門には情報システム、財務、施設管理、総
務、情報分析の専門が在籍しています。彼らの高度な
知識にびっくりしつつ、上司であるはずの私は助けても
らうことの方が多い毎日です。
共和会は職員もどんどん増え、420人となりました。

こんな時こそ、理念である「優しい医療・楽しい職場」
を実践するために、今日 自分ができることを実行した
だろうかと振り返る日々です。

私が就職したのは平成４年。現在29歳になる長女が
2歳の時でした。その後まもなく、前理事長が当院の理
念「優しい医療」「楽しい職場」を定めました。当時は、
急激な時代の変化の中で大変な時期でした。「どこが楽
しいんや、経営者は何か楽しいことをしてくれるのか？」
と豪語していた一部職員もいました。そのたびに、ここ
はアミューズメントパークでは無い、「楽しい職場」は
法人と共に自分達で作り上げていくもの…と学んできま
した。
あれから四半世紀、建物も新しくなり、職員もずい
ぶん入れ替わりました。今この立場になって改めて目に
するのは、スタッフが理念である「優しい医療」「楽し
い職場」の風土を大切にする姿です。目と目を合わせ
て丁寧に対応している姿を見ると目頭が熱くなります。
これからも、この法人がさらに発展できるよう、理念が
浸透できるよう励んでまいりたいと思います。

「優しい医療」「楽しい職場」四半世紀、この病院と共に

当院の売店は、現在 Ｃ館１階の入口
で仮営業をしています。入院患者さん
はもちろん、外来患者さん・ご家族の
方・病院スタッフ・工事のお兄さん…
どなたでもお越しになれる場所です。
また始まったばかりですが、まごこ
ろ館へ週１回の移動販売も行なってい
ます。
売店には菓子パンや手軽に食べられ

るものがあり、お昼頃にはおにぎりやサンドイッチも揃えています。毎日新しい
商品を仕入れていますが、おにぎりなど人気があるものは日によっては早く売り
切れになってしまうこともあります。（売店スタッフはサンドイッチ『コロッケた
まご』がお気に入りです。）
お楽しみの食べ物として、スナック・おせんべいなどいろいろなお菓子があり
ます♪また毎月季節にあった商品を入荷しているので、見に来ていただくだけで
も楽しいですよ。
また、入院に必要な生活用品やお手入れ用品（リップクリーム・化粧水など）
があります。持ち物にはネームペンで名前を書いておくといいですよ。
2020年6月には装いも新たに、外来駐車場にオープンする予定です。ぜひお越し
ください！

売店　今井 明子・久野   領

事業支援部門長
共和病院 副院長　松下 直美

売店をご利用ください！

開店時間　10：00～15：00  平日のみ（土日祝お休み）

ぜひ 80VOL.

2019年 秋号

まごころをこめてやすらぎと癒しの提供
あなたの安心と希望ある地域生活の支援
それぞれの専門性を活かした
最良の医療・介護サービスの提供

内科・消化器内科・呼吸器内科・神経内科
精神科・心療内科・循環器内科・肛門外科
放射線科・リハビリテーション科・歯科

診療科目

お 知 ら せ

●職員のチームワークと創造性が
高められる職場
●職員のレベルアップと仕事の充実が
感じられる職場
●職員の満足が皆様へ反映される職場

12月28日(土) ～１月５日(日)
年末年始につき外来診療を休診させていただきます。

お 知 ら せ




