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新年明けましておめでとうございます
新年明けましておめでとうござい

ます。
在宅医療を中心とした当クリニッ

クでは、昨年において、施設だけで
なくご自宅で最期を迎えられた患者

さんが増えております。在宅での看取りにおいて、
患者さんやそのご家族の自宅療養に対する不安を
いかに取り除けるかが重要です。自宅、施設で看
取りが可能になっているは訪問看護師をはじめと
した多職種の方や入院を受け入れてくださる医療
機関のおかげであると実感しております。当クリ
ニックとしても、多職種連携、後方病院との連携
がうまくいくよう努めていき、地域の患者さんや
そのご家族に質の高い医療・
ケアを提供できるよう精進し
ていきたいと思います。今年
も引き続き皆様のご指導、ご
支援をお願い申し上げます。

年頭にあたって
2019 年の年が明けました。新年お

めでとうございます。
いとうの杜は地域の皆さんのご支

援のもと、高齢者の介護のよりどこ
ろとして約 10 年間の歩みを進めてま

いりました。その間利用者様のご要望・お叱り・
励ましなどを糧にしながら日々より良いものにす
るべく頑張ってきました。

当施設は今も地域で中核的な老人介護施設とな
ることを目指して、施設一丸となって常に研究・
研鑽に励んでいます。

体が不自由になり一人暮らしが困難になった、
家庭内で生活の手助けができなくなった等、何ら
かの入所援助が必要な方は通常入所を、家庭の都
合で一時的に生活の一切をみてほしいとご要望の
場合はショートステイを、日中のリハビリ・娯楽・
生きがいを求めておられる方はデイケアを是非ご
利用ください。

新年明けましておめでとうございます
新年明けましておめでとうござい

ます。皆様にはお健やかによい歳を
お迎えのこととお喜び申し上げます。

石巻地区における昨年の新たな事
業展開といたしましては、４月の「院

内保育園」の開設をはじめ、７月のリハビリ特化
型デイサービス事業所「立町ロイヤルリハビリセ
ンター」の開所がございました。PT・OT・ST の
３職種が配置された、市内初の事業所として、地
域の方々へ、さらなる貢献ができますよう精進し
てまいります。また、お陰様をもちまして、昨年、
新たに４名の先生方の御就任をいただき、石巻ロ
イヤル病院も医師数が 10 名をかぞえ、益々充実し
た医療福祉サービスの提供を図れる体制となりま
した。

今後とも、常にチャレンジする組織醸成を目指
し、新たなステージを作りながら、結果にこだわっ
て参ります。本年もどうぞよろしくお願い申し上
げます。

新年のご挨拶　
新年明けましておめでとうございま

す。本年もよろしくお願い申し上げます。
昨年も激動の一年でした。４月には

診療報酬改定の対応とともに、ついに
DPC 導入病院となりました。この両方

の対応は大変でしたが、職員一丸となって取り組みス
ムーズに対応する事ができました。また、地域包括
ケア病床を 7 月より開始しました。DPC 導入に伴い
稼働率が下がること、地域密着型病院としての機能
として必須であること、市や医師会からの強い希望
があることから早い導入が必要と考え、院内プロジェ
クトチームを結成し、こちらもスムーズに導入でき
ました。

医局の方は、整形外科に 6 月より齋藤先生、10 月
より小林先生が入職され４人体制となり手術件数も
増加しております。

吉祥寺南病院は地域密着型の急性期病院として、
この地域で貢献していく責務があると思いますし、職
員全員その覚悟で頑張っております。本年も皆様の
ご指導、ご支援をよろしくお願い申し上げます。

あけましておめでとうございます
あけましておめでとうございます。
波乱の 2018 年が終わり、新しい

2019 年がスタートを切ろうとして
おります。

昨年は、西日本では洪水、北海道
では地震が発生し、さらに、日本列島は台風の襲
来を繰り返し受けました。まさに、日本列島は、
災害列島とっても過言ではなかったと思います。
地球温暖化が進む中で、これから、一段と、災害

が増えることが予想されます。
そういった中で、我が国は、いわゆる少子高齢

化が一段と進行し、この秋発足した第４次安倍内
閣は、矢継ぎ早に、社会保障改革を実施しようと
しております。

福祉や医療を取り巻く状況は、一段と、不透明
性不確実性が増してきております。

こういった中で、私どもは、生き残りをかけて、
サービスの質を一段と向上させ、利用者から信頼
される施設の構築を目指して、今年も、職員一同、
力を合わせてまいりたいと思っております。皆様
方の、ご支援ご指導ひき続きお願い致します。

新年明けましておめでとうございます
昨年は台風上陸による停電のため診

療開始遅延・病院機能停止が一度あり
ました。自然の猛威とはいえ、短時間
で復旧し大きな混乱を招かずに済んだ
ことと、人的被害がなかったのが幸い

といえば幸いでした。今年は何とか無事に大過なく
すごしたいものだと切に願っています。

昨年当院では回復期病棟に専従医を配置すること
が出来ました。また、病床の稼働率が比較的高く安
定化し、基準クリアのための各種指数も大方クリア
できた喜ばしい一年でした。これらは主に昨年組織
整備をした『地域連携室』や関係するコメディカル
が中心となって成し遂げた業績であり、高く評価さ
れるべきものと思っております。今後もさらに充実
させていけたらと考えています。

今年の干支は『亥
いのしし

』です。威勢よく猪突猛進！と
いきたいところですが、一歩一歩慎重に、時には勇
気をもって立ち止まり振り返ってみることも必要に
なることもあるでしょう。しかし、皆様方のご指導、
ご支援をいただきながら『力強く前に』進んでいき
たいと思っております。

本年もよろしくお願い申し上げます。

新年のご挨拶
新年明けましておめでとうござい

ます。
今年は「平成」最後の年となりま

す。天皇陛下の譲位は、119 代光格
天皇以来で約 200 年ぶりとの事です

ので我々は歴史的な場面に立ち会うことになるわけ
です。今回の譲位は今上天皇のご高齢によるもので
あり、まさに高齢化の現代の象徴とも言えそうです。
私達は日頃から高齢者に接する仕事ですのでお元気
な陛下のお姿に励まされる思いでした。

振り返れば平成 12 年に始まった介護保険制度で
すが、数度の改正を経て根底から様変わりしてい
ます。今後も団塊の世代の高齢化により、いろい
ろ制度の改変が行われていくことが考えられます。
改正のたびに振り回されていますが、我々は地域
の中で愛され選ばれて、ご高齢の方々に寄り添う
施設で有り続けたいと思っています。今年もご指
導、ご支援を頂けますよう宜しくお願い致します。

川島クリニック
（埼玉県川島町）

院長　髙田　晋

吉祥寺南病院
（東京都武蔵野市）

院長　山下　重雄

豊川さくら病院
（愛知県豊川市）

院長　髙岡　徹

石巻ロイヤル病院
（宮城県石巻市）

院長　石橋　清人

介護老人保健施設　たんぽぽ
（愛知県豊川市）

施設長　鈴木　基博

介護老人保健施設　三鷹ロイヤルの丘
（東京都三鷹市）

施設長　福岡　正裕

介護老人保健施設　いとうの杜
（静岡県伊東市）

施設長　土居　弘明
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明けましておめでとうございます
明けましておめでとうございます。
最近、世の中は全くおかしい。豪

雨・猛暑・台風・地震などの天変地異。
世界を見ても、トランプはじめ極右
勢力の台頭、そして移民の波。日本

では大臣や官僚の不祥事、大企業・銀行のモラル
の低下。私たちの身近でも、急速に進行する少子
高齢化。金にならない高齢者対策は全くなされて
おりません。将来、足の弱った軽い認知症の虚弱
老人が大勢、町にあふれ出てくるでしょう。いや、
家から出られなくなるのか。また、移民法案によっ
て外国人が安い賃金で介護の現場に投入されるの
でしょうか。ともかく、私たちは今できることを
きちんとしましょう。「人生は先送りされてゆくあ
いだに通り過ぎてしまうのです。（セネカ）」

新年あけましておめでとうございます
新年あけましておめでとうござい

ます。
昨年は介護報酬が見直され、全国

の約半数の老健施設で収支が悪化し
ています。

介護施設の現状に目をつぶる政府のやり方は介
護難民を増やすだけです。

私たちは、地域の声を無視せず真剣に耳を傾け、
この難局を乗り越えてゆこうと思います。
「物事は、常に成し遂げるまで不可能なように見

えるものだ。（ネルソン・マンデラ）」
今年もよろしくお願い致します。

新年明けましておめでとうございます
昨年度は、所沢市内で２番目の特

別養護老人ホームとなる「なみきロ
イヤルの園」が開設しました。既存
施設からの異動による人員確保、採
用活動や園内研修など両施設間での

連携を図りました。
本年度は、介護職員および保育士の採用が、ま

すます厳しい年と思われます。職員が一丸となっ
て頑張れるよう、職場の環境づくりにも心がけま
す。これからも、皆様方のより一層のご指導、ご
支援を賜りますようお願い申し上げます。

新春に寄せて
2019 年の新春にあたり、謹んで

お慶びを申し上げます。本年は、天
皇陛下の譲位による改元が予定され
ています。明治・大正・昭和、小渕
官房長官の『平成』から始まった今

の元号も歴史の中に溶け込んでいくと思うと改め
て愛着を覚えます。例年、振り返れば、大変な災
害や事故、難しい社会情勢など、眉間のシワが緩
む余裕もないくらいですが、新春の幕開けには、
呼吸を調え、上を向いて、明るい未来だけを見つ
める気持ちを持ちたいところです。さいたまロイ
ヤルの園は開設して早くも１２年、干支で言うと
一回りしたことになります。この新たな年の一歩
を踏み出すにあたり、これか
らも社会福祉施設として、地
域の皆さまに期待され、可愛
がっていただけるよう努力を
続けることをお誓いします。

明けましておめでとうございます
近年、目的地まで自動で運転する

車や汚れを見つけきれいにする掃除
機、丁寧に接客をするロボットなど
人工知能をはじめとする技術の大幅
な進歩を感じるようになりました。

介護や医療の現場でも、業務の効率化や安全確
保を目的に身体介助や見守りなど様々な場面で介
護ロボットが導入されています。

新たな流れの中、私たちは、これらの技術に依
存するのではなく、サービスの質を高める手段の
一つとして活用しつつ、ご本人から発信される様々
なサインを受け止めながら心の声を推し量らなけ
ればなりません。

人との関わりから生まれるサービスだからこそ、
職員の感性を磨きながら更なる成長を目指し努め
てまいります。ご指導のほど、よろしくお願いい
たします。

新年のご挨拶
新年あけましておめでとうござい

ます。さかどロイヤルの園も開設 5
年目に入り、それぞれのユニットの
特徴ができ始めています。ユニット
の特徴は何かというと、それはリー

ダーの方針であり、それに基づいて行動する、職
員そのものであると思います。リーダーの意向に
賛同し、理解する職員が多ければ運営としては順
調か…と思います。

施設運営にあたり、「ご入居者本位」ということ
を常に念頭におき対応していますが、大なり小な
り、問題が起こります。奮闘
するリーダー、職員たちが笑
顔で働けることがご入居者の
笑顔にもつながることと思い
ます。そんな職場づくりを目
指します。本年も、皆様のお
力添えをお願いいたします。

初めてのお正月を迎えて
新年あけましておめでとうござい

ます。皆様におかれましては、健や
かに新春を迎えられたことと、お喜
び申し上げます。

平成 30 年４月にスタートしたな
みきロイヤルの園ですが、今年は「笑い」にこだわっ
てまいりたいと考えております。長寿の秘訣「笑
顔でおもてなし」をモットーに、職員一同一丸と
なり、サービス向上に尽力して参ります。栄光会
の一員として、居心地の良い住まいの提供ができ
るよう、地域に貢献してまいりますので、本年も
よろしくお願い申し上げます。

新年明けましておめでとうございます。
昨年の 11 月 26 日、ケアハウスが

開設して20周年を迎えました。また、
８月から本年２月にかけて、大規模
改修工事を実施中です。外装が見違
えるよう綺麗になり、気持ちまで晴

れやかになります。
今年は、４月末に天皇が退位され、５月に皇太

子が第 126 代今上天皇に即位され、同時に新元号
になります。また、９月にはラグビーのワールド
カップが日本で開催されます。楽しみな行事が目
白押しです。

本年もケアハウスの運営にあたっては、安全安
心な施設運営を心がけ、入居者の皆様に、明るく
て暖かく、家庭的なホームと評価されるよう引き
続き努力致しますので、皆様方のご指導、ご支援
を賜りますようお願い申し上げます。

北　野　病　院
（埼玉県新座市）

院長　服部　明德 特別養護老人ホーム　さいたまロイヤルの園
（埼玉県さいたま市）

施設長　深松　之雄

特別養護老人ホーム　かわぐちロイヤルの園
（埼玉県川口市）

施設長　鈴木　一登

特別養護老人ホーム　さかどロイヤルの園
（埼玉県坂戸市）

施設長　齋藤　悦子

特別養護老人ホーム　なみきロイヤルの園
（埼玉県所沢市）

施設長　鈴木　亮右

ケアハウス　ロイヤルの園
（埼玉県所沢市）

施設長　村田　康二

特別養護老人ホーム　ロイヤルの園
（埼玉県所沢市）

施設長　高野澤　一夫

介護老人保健施設　四季の里
（埼玉県新座市）

施設長　関　公一

医療法人　昭仁会

社会福祉法人　栄光会


