
令和２年１月より、みつばクリニックの院長に就任しました都築
基弘です。よろしくお願いいたします。簡単に自己紹介させてい
ただきます。昭和40年生まれで、西尾市出身です。いろいろ物
議を醸している大村秀章愛知県知事は西尾高校の先輩にあたり
ます。平成元年に藤田保健衛生大学（現 藤田医科大学）卒業後、
東京の虎の門病院で研修医として２年間勤務しました。病院内に
住み込みでしたので、最初はホームシックになりましたが優秀な
先生のもと充実した研修医生活を過ごせました。研修医修了後
は藤田医科大学病院血液・化学療法科に所属し、白血病を中心
とした血液悪性腫瘍に対する化学療法および造血細胞移植を専
門とし、臨床、教育、研究に励みました。平成24年４月より豊田
市の逢妻クリニックの院長として経験を積み、この度縁あって、
みつばクリニックでお世話になることになりました。
就任早々新型コロナウイルス「COVID-19（coronavirus disease 

2019）」の蔓延で、東京オリンピックの延期、３密を避ける、
緊急事態宣言による不要不急の外出の自粛など、これまで経
験のない激動の月日を過ごしてまいりました。ようやく第１波
は落ち着きましたが、今後第２波、第３波が危惧されます。
新型コロナウイルスにより新しい生活様式となり、人と人との
距離が要求され、マスクが手放せない生活になっています。

恐ろしいのは自分だけならまだしも簡単に感
染させてしまい、あっという間に命を奪うこ
と、たとえ命が奪われないにしても、インフ
ルエンザと異なり感染期間が長期間にわたる
ためその間隔離が必要となること、そして特
効薬やワクチンがないことです。薬が期待で
きない今、感染予防に努めるしかありません。冬場のインフル
エンザ流行時期に新型コロナウイルス感染が重なる可能性も
考えらますので、その際の感染対策を今から考えておく必要が
あります。患者様や医療スタッフの感染予防や、患者様の受
診控えを考慮し、今までとは違った診療体制としてオンライン
診療や電話診療もできる限り対応できるように整えておかなけ
ればなりません。本当に大変なことになってしまいましたが、
ステイホーム期間に再放送していたドラマJIN－仁－のセリフ
ではありませんが、「神は乗り越えられる試練しか与えない」と
信じ、前向きにこの苦境をみんなで乗り切っていきましょう。
昨年みつばクリニックは開院20周年を迎えました。初代 故 野

村博彦 院長、２代目市瀬 博 院長を引き継ぎ、この地域の皆様
の健康維持のため患者様に寄り添った医療を提供してまいります
ので、今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

みつばクリニック院長就任のご挨拶
伊良部大橋

みつばクリニック 院長　都築 基弘

道路側の当院の青い看板の矢印案内に沿って駐車場にお入りください。
駐車場内は一方通行となっておりますので、矢印方向にご注意ください。

約50台の駐車スペースは余裕があり、正面玄関横に身障者専用の駐車スペースを備えております。
共和駅への送迎車の乗降場もありますので、ぜひご利用ください。

事業支援部門　丸山 浩史

共和病院の駐車場が完成しました。
2016年10月の起工式から始
まった当院の建替工事は、新
館の建築をすすめながらA館
とB館を順次解体し、段階を
追って新館の運用を拡げてい
きました。 2019年８月に６病
棟を含めた全館の運用を開始
し、B館の解体がはじまり、
ようやく2020年６月にB館跡
地を、駐車場としてオープンすることができました。
これまで入院・外来患者様およびご来院の皆様には長期間にわたりご不便をお
かけしてきましたが、駐車台数が増え、駐車場から受付へのアクセスも容易にな
りました。ご理解ご協力をいただきありがとうございました。これからも地域の
皆様に信頼される医療機関を目指してまいります。
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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
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診療科目

●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

お 知 ら せ
●８月13日（木）～８月16日（日）は、お盆につき外来診療を休診させていただきます。
※建替工事終了後の再開を計画しておりました「盆踊り大会」と「てんてん祭り」につきま
しては、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、来年以降に見送ることになりした。
　ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。



病院の建替工事が始まる前、完成の年がこんなことに
なっているなど誰も想像していなかったでしょう。怒り
や焦り、不安に負けそうになります。いつも通りの生活
を送ることがどれほどたいへんで大切かを思い知りまし
た。コロナ禍でも譲りあい、励ましあい、危険に身をさ

らして懸命に毎日の生活を維持しようと努力する人たち
に心から感謝します。
皆様のおかげで無事に「ＷＡ！夏号」が発刊できました。
ありがとうございました。

広報誌委員会　大藪 朋子

今年度の国家資格及び認定資格の合格者を紹介します。

北野 直子
（A-4 病棟）

サービス接遇実務検定 ２級

河田 ひろみ
（医事課）
蟹江 さとみ
（医事課）

サービス接遇実務検定 準１級

田畑 絢子
（栄養課）
谷口 美奈子
（栄養課）

NST 専門療法士
熊 友香梨
（C-2 病棟）
佐野 直美

（リハビリテーション課）

介護福祉士
上杉 麻衣子
（C-2 病棟）

看護師
嶋本 正範（診療部）
精神保健指定医

成瀬 公人（診療部）
精神科専門医

訪問看護ステーション ソレイユ
　　 大府南サテライトを開設しました。
こんにちは、訪問看護ステーションソレイユです！！
事務所は、共和病院の敷地内にある「まごころ館」内に

あります。職員は看護師８名に加え、共和病院からのサ
ポートを含めた理学療法士６名、作業療法士２名、言語聴
覚士２名、総務１名です。
急性期から小児まで経験豊かなスタッフが、自分や自
分の家族にしてほしい看護を実践すべく活動しています。
活動の場は、在宅療養されている利用者様宅です。幅
広い年齢層と脳血管疾患、がん、神経難病等様々な疾患
や障害を持った利用者様の生活と介護を担うご家族に対
して支援を行なっています。
共和病院に加え、地域医療を支える中核病院、在宅支
援診療所の医師とも連携している中で、このたび７月１日
から、大府市南西部に訪問看護ステーションソレイユ・大
府南サテライトを開設しました。
田畑が広がるのどかな地域です。その一方で、サテラ

病院の建替工事中は、C館１階の入口を利用して売店を営
業いたしておりましたが、建替が完了したB館内に、６月８日
から売店『アトリエ』として、リニューアルオープンしました！
当院駐車場すぐ横に見えるレンガ屋根が目じるしの建物
です。
店内には、飲食料品や日用雑貨が揃う『売店』に加え、飲
食・交流ができる『ラウンジスペース』があります。さらに

『キッズコーナー』を設けましたので、お
子様がご一緒の方もお待ちいただけやす
いと思います。
　また、外来のお呼び出し番号表示やお
知らせモニターも設置してありますの
で、外来待ち時間としてもご利用いただ
けます。様々な自動販売機を設置してい

管理者　内田 恵美

アトリエ　スタッフ一同

会長賞 表彰式

記念すべき第１回目の受賞者は、診療部　医師の鴫原大樹先生と、看護部　病棟クラークの武笠由紀江さんです。

平成31年度より「経営、接遇、社会貢献」の
観点から、行動基本に則り、優れた理念行動を
した職員を、職員自身がアンケートにより選出
し表彰する制度(会長賞)を創設しました。
このたび令和２年４月２日(木)に表彰式を行
ないました。

これからも職員表彰を通して、組織および職場の活性化につなげていきたいと思います。 職員表彰担当チーム

鴫原 大樹 先生

推薦者の声
毎月開催される先生担当の患者様のカンファレンスでは、先生主催で開催され それぞれの職種の方々の意見を尊重し、的確な指
示とそれぞれの職種に任せて下さり、常にチーム医療を実践されています。また、別の日には、先生自身が患者様のリハビリの現
場に付き添われ、患者様やスタッフにリハビリの目的などを丁寧に説明して下さり、リハビリが取り組みやすい環境を作って下さ
います。そして、患者様が接しやすいようにと、状況に応じて意識的に白衣を脱いで対応されるなどの細かな心遣いがあります。
医師と患者という関係性ではなく、人間と人間として関係性を築いた上で、治療されています。

鴫原 大樹先生の声
会長賞選出を大変誇りに感じると共に、法人の皆様には改め
て感謝の念を申し上げます。昨年４月からの勤務でこのような
結果になったのも、現場スタッフが鴫原に優しく業務について
オリエンテーションを行い、鴫原と共に「地域の頼られる病院」
になるべく楽しんで医療をした結果と感じております。今後「優
しい医療・楽しい職場」の更なる実践として、地域に優しく、
地域が楽しくなるよう精神医療を実践して参ります。

武笠 由紀江 さん

推薦者の声
患者様、ご家族、スタッフなど分け隔てなく、いつも笑顔で丁寧
な対応をされています。決して批判的ではなく前向きな発言、所作
の一つ一つも丁寧でスタッフの手本となっています。カウンターご
しの患者様の対応では、お待たせすることなく素早く患者様の元に
足を運び、素敵な表情での会話、落ち着いたトーンで対応されるので、患者様も安心されているように見受けられます。それから、
縁の下の力持ち的な存在として、スタッフから患者様の治療のための道具などを準備して欲しいと依頼があればすぐに準備をして
くれるので、頼れる存在です。

武笠 由紀江さんの声
このような温かい賞をいただき、恐縮です。心より感謝申し上げます。大人になるにつれ「できていないこと」ばかりに目
を向けがちで、気がつくと想像力が足りず視野が狭くなりがちです。そのような中、皆さんの温かい言葉の数々が、今「でき
ていること」「言葉や行動が少しでもお役に立てていること」を教えてくれました。何より忙しい時間の中で、自分以外の相手
に思いをはせ、伝える時間を作ってくださった方々に頭が下がります。この先、自分を省みることをおろそかにせず、周りの
方のおかげであることを忘れることなく、手をたずさえ、心を同じくして努めさせていただきたいと思います。ありがとうご
ざいます。

左から鴫原大樹先生、加藤仁会長、武笠由紀江さん

1. わたしたちは「あ」安心を感じていただけるように仕事をします
2. わたしたちは「い」いつも向上心をもちチームケアをしていきます
3. わたしたちは「う」うれしいと言ってもらえることをします
4. わたしたちは「え」笑顔で元気よくあいさつをします
5. わたしたちは「お」お互いを尊重し合い、業務に取り組みます

行動基本

イト近隣エリア
は、高齢化率が高
い地域でもありま
す。訪問看護を必
要とされる利用者様を看護+リハビリで協同してサポート
します。
ケアを通して、お風呂場で奥様とのなりそめや大事にし

たい事を話されたり、料理のレシピを教わったり、人生の
先輩として上手な旦那様の扱い方をご教授頂く事もあり
ます。
当法人には、２つの訪問看護事業所があり、それぞれの
持ち味を活かして事業展開しています。
ソレイユは、フランス語でひまわりという意味です。花

ことばは、「いつもあなたのおそばにいます」。
その名前の由来の様に、その人らしい生き方と逝き方

を支援したいと思っています。

ソレイユ・大府南サテライト
住所　〒474-0046  大府市吉川町３丁目258番地プラザシラサギ 101
担当エリア　・大府市（月見町、森岡町、吉田町、吉川町、宮内町、高丘町、馬池町、米田町、桜木町）
　　　　　・東海市（中ノ池、高横須賀町、加木屋町）　　
　　　　　・東浦町（緒川、石浜、緒川新田地区）　　・知多市（八幡、巽ヶ丘地区）
訪問看護に関するご相談・お問い合わせは、訪問看護ステーションソレイユまでご連絡下さい。
TEL  0562-45-1171　　FAX  0562-45-1172　　　E-mail  soleil@kyowa.or.jp

ますので、お好きなものととも
に、ゆったりとした時間を過ご
されてはいかがでしょうか。
アトリエには３名のスタッフ
がおり、定期的な換気、テーブ
ル・イスなどの消毒清掃を行
なっておりますので、安心して
ご利用ください。
大きな窓からは外が眺められ、
晴れの日はたくさんの陽が入り
ステキな空間がひろがっていま
す。当院にお越しの際はぜひお
寄りください。笑顔でお迎えい
たします。

『アトリエ』がオープンしました

を行ないました

売店

表紙の写真 ：  坂口 晃平 様
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います。そして、患者様が接しやすいようにと、状況に応じて意識的に白衣を脱いで対応されるなどの細かな心遣いがあります。
医師と患者という関係性ではなく、人間と人間として関係性を築いた上で、治療されています。

鴫原 大樹先生の声
会長賞選出を大変誇りに感じると共に、法人の皆様には改め
て感謝の念を申し上げます。昨年４月からの勤務でこのような
結果になったのも、現場スタッフが鴫原に優しく業務について
オリエンテーションを行い、鴫原と共に「地域の頼られる病院」
になるべく楽しんで医療をした結果と感じております。今後「優
しい医療・楽しい職場」の更なる実践として、地域に優しく、
地域が楽しくなるよう精神医療を実践して参ります。

武笠 由紀江 さん

推薦者の声
患者様、ご家族、スタッフなど分け隔てなく、いつも笑顔で丁寧
な対応をされています。決して批判的ではなく前向きな発言、所作
の一つ一つも丁寧でスタッフの手本となっています。カウンターご
しの患者様の対応では、お待たせすることなく素早く患者様の元に
足を運び、素敵な表情での会話、落ち着いたトーンで対応されるので、患者様も安心されているように見受けられます。それから、
縁の下の力持ち的な存在として、スタッフから患者様の治療のための道具などを準備して欲しいと依頼があればすぐに準備をして
くれるので、頼れる存在です。

武笠 由紀江さんの声
このような温かい賞をいただき、恐縮です。心より感謝申し上げます。大人になるにつれ「できていないこと」ばかりに目
を向けがちで、気がつくと想像力が足りず視野が狭くなりがちです。そのような中、皆さんの温かい言葉の数々が、今「でき
ていること」「言葉や行動が少しでもお役に立てていること」を教えてくれました。何より忙しい時間の中で、自分以外の相手
に思いをはせ、伝える時間を作ってくださった方々に頭が下がります。この先、自分を省みることをおろそかにせず、周りの
方のおかげであることを忘れることなく、手をたずさえ、心を同じくして努めさせていただきたいと思います。ありがとうご
ざいます。

左から鴫原大樹先生、加藤仁会長、武笠由紀江さん

1. わたしたちは「あ」安心を感じていただけるように仕事をします
2. わたしたちは「い」いつも向上心をもちチームケアをしていきます
3. わたしたちは「う」うれしいと言ってもらえることをします
4. わたしたちは「え」笑顔で元気よくあいさつをします
5. わたしたちは「お」お互いを尊重し合い、業務に取り組みます

行動基本

イト近隣エリア
は、高齢化率が高
い地域でもありま
す。訪問看護を必
要とされる利用者様を看護+リハビリで協同してサポート
します。
ケアを通して、お風呂場で奥様とのなりそめや大事にし

たい事を話されたり、料理のレシピを教わったり、人生の
先輩として上手な旦那様の扱い方をご教授頂く事もあり
ます。
当法人には、２つの訪問看護事業所があり、それぞれの
持ち味を活かして事業展開しています。
ソレイユは、フランス語でひまわりという意味です。花

ことばは、「いつもあなたのおそばにいます」。
その名前の由来の様に、その人らしい生き方と逝き方

を支援したいと思っています。

ソレイユ・大府南サテライト
住所　〒474-0046  大府市吉川町３丁目258番地プラザシラサギ 101
担当エリア　・大府市（月見町、森岡町、吉田町、吉川町、宮内町、高丘町、馬池町、米田町、桜木町）
　　　　　・東海市（中ノ池、高横須賀町、加木屋町）　　
　　　　　・東浦町（緒川、石浜、緒川新田地区）　　・知多市（八幡、巽ヶ丘地区）
訪問看護に関するご相談・お問い合わせは、訪問看護ステーションソレイユまでご連絡下さい。
TEL  0562-45-1171　　FAX  0562-45-1172　　　E-mail  soleil@kyowa.or.jp

ますので、お好きなものととも
に、ゆったりとした時間を過ご
されてはいかがでしょうか。
アトリエには３名のスタッフ
がおり、定期的な換気、テーブ
ル・イスなどの消毒清掃を行
なっておりますので、安心して
ご利用ください。
大きな窓からは外が眺められ、
晴れの日はたくさんの陽が入り
ステキな空間がひろがっていま
す。当院にお越しの際はぜひお
寄りください。笑顔でお迎えい
たします。

『アトリエ』がオープンしました

を行ないました

売店

表紙の写真 ：  坂口 晃平 様



令和２年１月より、みつばクリニックの院長に就任しました都築
基弘です。よろしくお願いいたします。簡単に自己紹介させてい
ただきます。昭和40年生まれで、西尾市出身です。いろいろ物
議を醸している大村秀章愛知県知事は西尾高校の先輩にあたり
ます。平成元年に藤田保健衛生大学（現 藤田医科大学）卒業後、
東京の虎の門病院で研修医として２年間勤務しました。病院内に
住み込みでしたので、最初はホームシックになりましたが優秀な
先生のもと充実した研修医生活を過ごせました。研修医修了後
は藤田医科大学病院血液・化学療法科に所属し、白血病を中心
とした血液悪性腫瘍に対する化学療法および造血細胞移植を専
門とし、臨床、教育、研究に励みました。平成24年４月より豊田
市の逢妻クリニックの院長として経験を積み、この度縁あって、
みつばクリニックでお世話になることになりました。
就任早々新型コロナウイルス「COVID-19（coronavirus disease 

2019）」の蔓延で、東京オリンピックの延期、３密を避ける、
緊急事態宣言による不要不急の外出の自粛など、これまで経
験のない激動の月日を過ごしてまいりました。ようやく第１波
は落ち着きましたが、今後第２波、第３波が危惧されます。
新型コロナウイルスにより新しい生活様式となり、人と人との
距離が要求され、マスクが手放せない生活になっています。

恐ろしいのは自分だけならまだしも簡単に感
染させてしまい、あっという間に命を奪うこ
と、たとえ命が奪われないにしても、インフ
ルエンザと異なり感染期間が長期間にわたる
ためその間隔離が必要となること、そして特
効薬やワクチンがないことです。薬が期待で
きない今、感染予防に努めるしかありません。冬場のインフル
エンザ流行時期に新型コロナウイルス感染が重なる可能性も
考えらますので、その際の感染対策を今から考えておく必要が
あります。患者様や医療スタッフの感染予防や、患者様の受
診控えを考慮し、今までとは違った診療体制としてオンライン
診療や電話診療もできる限り対応できるように整えておかなけ
ればなりません。本当に大変なことになってしまいましたが、
ステイホーム期間に再放送していたドラマJIN－仁－のセリフ
ではありませんが、「神は乗り越えられる試練しか与えない」と
信じ、前向きにこの苦境をみんなで乗り切っていきましょう。
昨年みつばクリニックは開院20周年を迎えました。初代 故 野

村博彦 院長、２代目市瀬 博 院長を引き継ぎ、この地域の皆様
の健康維持のため患者様に寄り添った医療を提供してまいります
ので、今後ともご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

みつばクリニック院長就任のご挨拶
伊良部大橋

みつばクリニック 院長　都築 基弘

道路側の当院の青い看板の矢印案内に沿って駐車場にお入りください。
駐車場内は一方通行となっておりますので、矢印方向にご注意ください。

約50台の駐車スペースは余裕があり、正面玄関横に身障者専用の駐車スペースを備えております。
共和駅への送迎車の乗降場もありますので、ぜひご利用ください。

事業支援部門　丸山 浩史

共和病院の駐車場が完成しました。
2016年10月の起工式から始
まった当院の建替工事は、新
館の建築をすすめながらA館
とB館を順次解体し、段階を
追って新館の運用を拡げてい
きました。 2019年８月に６病
棟を含めた全館の運用を開始
し、B館の解体がはじまり、
ようやく2020年６月にB館跡
地を、駐車場としてオープンすることができました。
これまで入院・外来患者様およびご来院の皆様には長期間にわたりご不便をお
かけしてきましたが、駐車台数が増え、駐車場から受付へのアクセスも容易にな
りました。ご理解ご協力をいただきありがとうございました。これからも地域の
皆様に信頼される医療機関を目指してまいります。
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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

●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

お 知 ら せ
●８月13日（木）～８月16日（日）は、お盆につき外来診療を休診させていただきます。
※建替工事終了後の再開を計画しておりました「盆踊り大会」と「てんてん祭り」につきま
しては、新型コロナウイルスの感染拡大防止のため、来年以降に見送ることになりした。
　ご理解ご協力のほどよろしくお願いいたします。




