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地域に根差した
LOYAL WAM TOWN へ
医療法人啓仁会 理事長

ロナウィルスの被害に悩まされましたが、第５波の際にはクラス
ターが発生することもなく、乗り切ることができました。これも

医療法人啓仁会
医療法人昭仁会
社会福祉法人栄光会

あけまして
おめでとうございます
医療法人啓仁会 副理事長
介護老人保健施設 三鷹ロイヤルの丘 施設長

矢 吹 甚 吾

謹んで新年のお慶びを申し上げます。昨年は、年初こそ新型コ

協力

福 岡 正 裕

あけましておめでとうございます。
年頭にあたり、皆様方のご健勝とご多幸を、心よりお祈り申し
上げます。

ひとえに職員の皆様の感染防止に対する大変なご尽力のお陰です。

昨年は、世界中で新型コロナウィルスの流行が、繰り返し発生

また、施設の感染防止のみならず、ワクチン接種や発熱外来、入

する中で、ワクチンの接種が進められ、有効な薬剤の開発も進み、

院時検査で感染発覚した患者様への対応など、患者様・利用者様・

この新しい感染症との戦いにも、明るさが見えてきた一年であり

施設の安全・安心を守っていただくために、通常の何倍もの神経

ました。私どものグループにおいても、クラスターの発生から、

を使って業務を行って頂き、改めて感謝申し上げます。

立ち直り、徐々に、落ち着きを取り戻した年でもあったと思います。

皆様のご尽力のお陰で、地域の皆様からも高い評価を頂戴して

今年は、このウィルスとの戦いも３年目に入ることになります。

おります。これこそ、私共 LOYAL WAM TOWN の目指すべき

いまだ、予断を許さない状況にはありますが、これからも、感染

姿です。

防止に努め、地域の利用者の期待に応え、信頼され、頼りにされ

今年は 10 月に豊川さくら病院の新病院がオープンいたします。
一歩ずつではありますが、LOYAL WAM TOWN の地域貢献と発
展に向けて職員の皆様と共に取り組んで参ります。本年もどうぞ、

います。
2022 年が、皆様方にとって、また、啓仁会にとって、新しい飛
躍の年になることをお祈りいたします。

よろしくお願い申し上げます。

明けまして
おめでとうございます
医療法人啓仁会 副理事長

るサービスの提供に向け、ひき続き、取り組んでまいりたいと思

矢 吹 孝 子

新年チャレンジの
年にしよう
医療法人啓仁会 副理事長

長瀬

輝諠

新年の御挨拶替わりに、次の七文字を御紹介致します。「阿留

皆さん、新年あけましておめでとうございます。昨年はロイヤルこ

辺幾夜宇和（あるべきようわ）」これは明恵上人の遺訓です。人は

ころの里病院の改修・改善をお手伝いさせていただきましたが、病棟

ただ漠然とあるがままに生きることではない。この遺訓は身を切

の改修・再編（第一期工事）
、厨房の改修工事（第二期工事）が完了し

るような精神の果てにみえてくる自己に忠実に生きることを伝え

ました。病院名も変わり、職員の皆様に努力していただいたお陰で、

ているという乱世未法の時代を強く厳しく生き抜いた研ぎ澄まし

業績も大幅に改善することができました。

た言葉です。年々新しい事が覚えられなくなっています私ですが、

医療・介護施設は、まずは、患者さんが快適に過ごすことができ、

この七文字はさらっと口をついて出てきますし、唱えると「前に

職員が働きやすい環境を整備することがスタートラインだと考えてお

進もう」という気力が湧いてきます。口輪筋肉の刺激にもなるかも。

ります。勿論、予算の限度はありますが、先行投資を行い、新しいチャ

さて、今年は理事長のお供で各病院施設を訪問し皆様に直接お会

レンジをすることがモチベーションアップにつながると思います。

い出来る事を願っております。是非御一緒にこの七文字を唱えて
みませんか？

今年は診療報酬改定もあり、詳細はこれからオープンになっていく
と思いますが、新しい総理大臣になったこともあり、新しい政策に期
待して頑張っていきましょう。

社会福祉法人

栄光会
（埼玉県所沢市）

理事長

北林

新年を迎えて

登美雄

法人本部

（埼玉県所沢市）

常務理事

高見

啓仁会

（埼玉県所沢市）

院長

修也

啓仁会の Sustainability
栄光会は今年で 27 年目を迎え
皆様、あけましておめでとうご
ました。昨年は、コロナ禍という
ざいます。一昨年、昨年と新型コ
中ではありましたが株式会社西武
ロナに見舞われ、一時は法人存続
鉄道様のご支援ご協力のもと、所
の危機を心配しましたが、職員皆
沢駅のグランエミオ所沢内に駅ナ
様のご尽力で乗り越えることがで
カ保育園として「Nicot 所沢」を開設し、法人
きました。深く御礼申し上げます。
としては３か所目の保育園を運営することとな
昨 今 Sustainability や SDGs い う 言 葉 が 盛
りました。
んに言 わ れ て い ま す が、 啓 仁 会 に と っ て の
既存の高齢者施設を含め、地域に根ざした施 Sustainability とは何かということを考えさせら
設づくりを目指すとともに、選ばれる施設とな れます。今年は「新」豊川さくら病院が開院し
るよう努力してまいります。また、様々な自粛、 ますが、福祉医療機構様からの融資審査の面接で
制限を強いられる施設運営に対し、ご利用者様、 「少なくとも 30 年の長いお付き合いになります
ご家族様にはご理解とご協力を賜り、心より感 から」と言われました。即ち最低 30 年続く法人・
謝申し上げます。本年もまだまだ予断を許さな 病院であるように、と念を押されたわけです。
い状況ではありますが、ひと工夫した感染対策
医療・介護施設は、地域の皆さんに貢献できな
等を講じ、安心・安全な施設運営をしていきた ければ存続できません。また、存続できなければ、
いと考えています。
「持続可能な社会」の実現に貢献することができ
本年も変わらぬご指導、ご支援を賜りますよ ません。地域の皆さんにとって役立つ医療・介護
うお願い申し上げます。
を続けることこそが啓仁会の Sustainability では
ないか、と考える今日この頃です。本年もよろし
くお願い申し上げます。

医療法人

ロイヤルこころの里病院

井川

真理子

新年明けましておめでとうございます
昨年４月１日に病院名を平沢記
念病院から「ロイヤルこころの里
病院」に変更し、すべて療養病床
としました。
（認知症療養 120 床、
精神科療養 57 床）
緊急の入院を受けることは難しくなりました
が、看護・介護・相談業務をきめ細やかに行い、
作業療法等を充実させることで患者様によりよ
い入院療養生活を提供出来るようになりました。
外来部門では、昨年 11 月に美装工事をしまし
た。また、会計待ち時間の短縮（待合室の密も
防止）のために処方箋発行や予約の手順を見直
しました。
病院の改革を進めながら、スタッフ一同で研
鑽し協力し、より一層地域の皆様に貢献してい
きたいと思っています。どうぞ宜しくお願いい
たします。

平成クリニック

（埼玉県所沢市）

院長

構木

睦男

コロナとトランプと
（埼玉県所沢市）
世界を席巻したトランプ現象で
所沢ロイヤル病院
理事長代行 富島 隆裕
（埼玉県所沢市）
偽情報がここまで世界に害をもた
院長 金子 正二
らすことを示しました。コロナ禍
吉祥寺地区の統括責任者として
寒さが日に日に身体に沁みる季 新年のご挨拶
での彼の失敗が重ならなければ、
新年あけましておめでとうござい
節になって参りました。
寧ろトランプが再選されたでしょ
ます。本年もよろしくお願い申し上 う。トランプが勝ってもその後のコロナ禍で今
一昨年より続くコロナ禍は、夏
げます。昨年は、コロナウィルス感 頃打ちのめされているのかも知れませんが、後
のオリンピックの時期の大流行を
染拡大期にあり、ニュースの新規感 三年で合法的に復活して来る可能性がありま
思い出すと、今はびっくりするく
染者数に一喜一憂し、緊急事態宣言 す。誰がやっても難しいコロナ対策の全責任を
らいの落ち着きとなっていますが、第６波を想
定して我々医療者は、油断なく日々を過ごすこ も長く続いて STAY HOME の一年となりました。
バイデンに押し付けて復活して来る危険があり
ワクチン接種、新薬の開発などもあり、コロナ感 ます。
とが重要と考えております。
さて、東京都吉祥寺地区は、啓仁会にとって 染は下火になっています。しかしヨーロッパでは、
コロナは人類に等しく害を与えましたが、ト
唯一急性期病床を有する地区です。急性期病院 再び感染が増加しており油断できません。今後は ランプは誰しもが持っている悪い心を挑発しま
では、特に冬季は患者増が想定されますが、新 WITH コロナの中で、いかに感染リスクを減らして す。その点でトランプ現象はコロナ以上の人類
型コロナに対する対策を取りながらの急性期対 行くかが、重要になってきます。
への試練ではないでしょうか？私の根拠無き直
ワクチン接種、コロナ治療後の患者さんの受け入 感では、コロナはそろそろ収束するような気が
応はより大変なことは想像に難くありません。
まずは病院スタッフ全員の力でこの時期をのり れなど、この地域に根差した療養病院としてできる します。正夢になりますように！
こえなくてはなりません。一方、この事と同等 限りの地域貢献を行ってまいりました。今後もしっ
あるいはそれ以上に重要なことは、喫緊に吉祥 かり行ってまいります。
所沢ロイヤル病院は、地域に信頼される療養型病
寺地区の「長く続く冬」を乗り越え「真の春」
を迎えることであり、これが今回私が担う責務 院として回復期、慢性期を担う病院としてこの地域
で貢献して行く責務があると思います。職員全員が
だと考えております。
吉祥寺地区の医師や全スタッフだけでなく、 その覚悟で頑張っております。本年も皆様方のご指
啓仁会に所属する全ての方々のお力を頂きなが 導、ご支援をよろしくおねがいします。
新しい年が、希望に満ちた年であるよう祈ります。
ら、「真の吉祥寺地区の春」を迎えられるよう、
微力ながら全力を尽くさせて頂きますので、こ
れから何卒よろしくお願い致します。
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介護老人保健施設

所沢ロイヤルの丘

（埼玉県所沢市）

施設長

秋本

（埼玉県川島町）

院長

坂井

平成の森

（埼玉県川島町）

施設長

塚田

院長

俊彦

新年明けましておめでとうございます
この２年間は医療も経済も新型
コロナウィルスに翻弄されまし
た。しかし、現在ではワクチンや
ウィルス治療薬が開発され、少し
明かりが射してきたように感じま
す。今後もさらに新たな変異ウィルスが現れる
かも知れませんが、予防法や治療法がさらに進
み、皆が力を合わせてこの災いを克服したいも
のです。また、今回のコロナ禍においては、偽
情報による混乱も問題になりました。テレビや
インターネットに流される情報を鵜呑みにせ
ず、真の有識者によるコメントを参考にして、
慎重に行動することが必要と思われます。我々
も人の命を預かる者として、常に冷静かつ科学
的でありたいと思います。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。

中村

介護老人保健施設

いとうの杜

（静岡県伊東市）

施設長

西村

公孝

新年のご挨拶
新年あ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慶び申し
上 げ ま す。 い と う の 杜 は、 老 健
施設として比較的規模が大きく、
療養病床的なお部屋から認知症棟、有料老人
ホームのような雰囲気のスペースまで揃ってお
り、様々な地域の要望にお応えしております。
ショートステイも併設しており、通所リハビリ
テーションも盛況です。老健施設では人員配置
や設備面から、病院の真似をしても勝ち目はあ
りません。看取りやリハビリのあり方などケア
を基本とした対応で、病院ではできないことを
老健で実現する！という気迫を持って精進して
参ります。本年も皆様のご指導、ご支援のほど
よろしくお願い申し上げます。

石巻ロイヤル病院

（宮城県石巻市）

院長

石橋

吉祥寺南病院

淳

二〇二二年に向けて
明けましておめでとうござい
ます。
一昨年、昨年は新型コロナウイ
ルス対応に明け暮れた年でした
が、今年こそ、皆様にとって良い
年になる様にと思っております。
当クリニックは、地域性もあり、発熱時の患
者様の問い合わせ、診療等も多く、万全な感染
対策で診療を行ってまいりましたが、本年も引
き続き気を引き締めて診療を行う所存でござい
ます。在宅・訪問診療に関しましても、同様な
感染対策、川島病院をはじめ、介護老人保健施
設・平成の森、近隣の医療機関等と連携を取り、
診療を行ってまいります。
本年も引き続きご指導、ご鞭撻のほどよろし
くお願い申し上げます。

誠

新年のご挨拶
コロナ禍２年が過ぎても、終息
にむけた光は見えているのでしょ
う か。 一 方 で 昨 年 夏 の 第 ５ 波 の
ピークアウトはワクチン接種率の
上昇が一因と思われます。川島町
唯一の病院である当院では昨年５
月末日から約５ヶ月間、町民の集団接種に職
員（医師・看護師・薬剤師・事務）が全面的に
協力し、特に看護師は週５日接種業務に携わり
ました。その結果、２回接種率は 65 歳以上約
95％、12 歳以上約 87％と集団免疫獲得に有効
な接種率を達成し、かつ事故なく終えることが
でき町長より多大な感謝の言葉を戴きました。
今年も３回目のワクチン接種や院内感染防止
対策に継続して職員一同邁進致しますのでどう
ぞよろしくお願いします。
介護老人保健施設

（埼玉県川島町）

芳太郎

令和４年新年のご挨拶
あけましておめでとうございます。
令和３年も新型コロナウィルス
感染症に振り回された１年となり
ました。昨年で落ち着くと思って
いましたが残念な結果になりまし
た。デルタ株に続いてオミクロン
株の出現に世界は慌てている状態です。しかし
昨年と違ってワクチン、内服薬、注射薬の助け
があるのは救いではないでしょうか。又電車、
バス等の公共の乗り物内でのマスクの装着率は
ほぼ 100％なのも日本の PCR 陽性の件数減少
に貢献しているのではないでしょうか。
当施設では新型コロナウィルス感染症は昨年
度ゼロでした。今年も新型コロナウィルス感染
ゼロを目指し地域に根差した信用、信頼される
老健施設でありたいと職員一同願っています。

平 成 の 森 ・ 川島病院

川島クリニック

清人

新年明けましておめでとうございます
新しい年が始まりました。昨年
は、新型コロナウィルスの影響に
より、様々な行事や、企画が中止
となり、皆様も不自由な生活を強
いられたことと思われます。その
ような中、今年の干支、寅（虎）は、決断力と
才知の象徴としてとらえられ、厳しい冬を乗り
越え、春の草木が芽吹き始め、新しい成長の礎
となるイメージがあるそうです。
石巻地区におきましても、新たな事業展開を
模索しながら、さらなる成長を目指して、職員
が一丸となり、地域社会へ貢献してまいりたい
と考えております。本年も、法人の皆様方から
の、益々のご指導、ご鞭撻のほどをよろしくお
願い申し上げます。

（東京都武蔵野市）

院長

山下

重雄

新年のご挨拶

2022
新年明けましておめでとうござ
います。前回、この原稿を提出し
た直後にクラスターが発生しその
対応にほぼ１ヶ月かかり、年明け
と共に新規入院受け入れを開始し
ました。新年からは同じ轍を踏ま
ぬよう、簡易遺伝子検査機器を導入し、新規緊
急入院患者は個室に数日間隔離を行い対応しま
した。そのため、個室が満床になると救急が受
け入れられず、救急応需率も低下し、近隣のク
リニックの先生方のご依頼にもお応えできない
ケースも増えてしまいました。
８月の猛烈な第５波の中、東京都からの感染
症法に基づく入院受け入れの要請を受け当院も
少しでも多くの救急患者さまを診られるよう病
棟の再編成を行い緊急入院の受け入れベッドを
増やしました。第５波が終息した後もそのまま
の体制で救急受け入れを行なっており引き続き
地域医療に貢献していきたいと思います。

豊川さくら病院

（愛知県豊川市）

院長

髙岡

徹

新年あいさつ
あけましておめでとうございま
す。現時点で日本の新型コロナは
激減し、ミラクル・ジャパンとま
で賞せられています。しかし、ま
だまだ決して気を抜くことなく、
手洗いの励行など一見凡事と思わ
れることを愚直に徹底し続けることが大事かと
思っております。今年の干支は壬寅です。「壬」
は「妊に通じ、陽気を下に姙（はら）む」、
「寅」
は「螾（ミミズ）に通じ、春の草木が生ずる」
という意味があると聞きます。「壬寅」は厳し
い冬を越えて、芽吹き始め、新しい成長の礎と
なるイメージでしょうか。新病院移転という大
イベントを控えている我々にとって、こんなに
心強い言葉はありません。職員一丸となって頑
張っていきたいと思っています。今年もよろし
くお願いします。
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

年頭のご挨拶
新年あけましておめでとうござ
います。
依然として変異株などが出現
し、 新 型 コ ロ ナ の 話 題 が 続 い て
気を緩めることはできませんが、
徐々に落ち着きを取り戻してきているようで
す。さて、昨年は当施設では新型コロナ対策に
加え空調設備不調などにより利用者様にはご迷
惑をお掛けし心苦しい次第でした。更に今年も
建物の老朽化に伴い種々の対策が必要な状態で
すが、皆様より頂いた信頼を守り、地域に愛さ
れる施設として更に発展できるように職員一同
努力してまいりますので、今年も相変わらずの
ご指導、ご支援を頂けますようお願い致します。
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社会福祉法人
特別養護老人ホーム

栄光会

特別養護老人ホーム

高野澤

一夫

による緊急事態宣言等の発令が

であっても大丈夫。必要以上に心配

あった中、感染者が発生しなかっ

することないですよ。何かあったら

た事に胸をなでおろしています。

考えましょう。
」と言ってくれた人。

所沢ロイヤル病院の協力により、

ご入居者のために天ぷらを山ほど揚

入所者・職員がワクチン接種を２

げてくれた人、特技を披露し行事を盛り上げてくれ

回実施出来た事が大きな予防対策になったと

た人、新しいチャレンジに協力してくれた人。急な

思います。対応していただいたスタッフの皆

勤務変更にも応えてくれた人、私に小言を言われな

様に感謝申し上げます。また、４月には法人

がらも成果を出そうとしてくれた人。

本年度は、変異株の今後の状況がまだわかり

そして楽しみのある暮らしを守っていけるよう、ケ

ませんが、引き続き感染予防に努め、職員が

アの質の向上を目指します。本年もどうぞよろしく

安心して働ける環境づくりを目指します。こ

お願いいたします。

特別養護老人ホーム

服部

明德

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

平穏への願いを込めて

新春の幕開けにあたり、謹んで

明けましておめでとうございます

ここ数年、気候変動・新型コロ

お 慶 び を 申 し 上 げ ま す。 時 候 の
挨拶には、しばしば「健勝」を喜

ナと暗い話ばっかりです。
最近は飲み会もないので、正月

ぶ言葉が続くものですが、このコ

気分を出そうと井伏鱒二の訳詩を

ロナ禍において、第５波までを何
とか乗り切り新年を迎えられたことには本当

読んでみました。
「この盃を受けてくれ。どうぞなみなみ注がせ

に感謝しかありません。振り返れば、あちこ

ておくれ。花に嵐の例えもあるぞ。さよなら

ちでクラスターが発生しているころは、どん

だけが人生だ。」

なに感染対策をしても施設での発生を抑える

「家を出てみりゃ、あてどもないが、正月気分

ことは難しい問題でした。皆さまにもご不自

がどこにも見えた。ところが会いたい人もな

由を強いるかたちとなり、面会や外出の自粛、

く、阿佐ヶ谷あたりで大酒飲んだ。」

入館者の制限など、今も従来どおりには戻っ

昭和ののんびりした正月風景です。早く、飲

ていません。ワクチンの３回目接種は暖かく

み会が自由にできる良い時代が来るとよいで

なるころに予定されています。劇的な効果が

すね。今年も宜しくお願い致します。

あるかどうかはこれからですが、対抗する手

介護老人保健施設

四季の里

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

（埼玉県新座市）

院長

今年はそんな心優しい職員が増々伸びていける
よう、組織作りに努めます。ご入居者の安心、安全、

援を賜りますようお願い申し上げます。

院

新年明けましておめでとうございます
乗り切ることができました。
「コロナ

れからも、皆様方のより一層のご指導、ご支

病

施設長

柿原

稔

新年あけましておめでとうございます

気兼ねなく会える年になるよう願っています。
特別養護老人ホーム

かわぐちロイヤルの園
施設長

令和３年６月１日に四季の里の

施設長として赴任以来、あっとい
う間の６か月でした。
令和４年の年頭に当たり、改め

（埼玉県川口市）

鈴木

一登

新年のごあいさつ

新年あけましておめでとうござ

います。

てワムタウングループの皆様のご

最近、SDGs という言葉を耳に

健康とご活躍を祈念いたしますとともに、自

する機会が随分増えました。国連

らも老健「四季の里」の施設長として陣頭に

において掲げられた 17 項目の目

立って、ますますの発展を願い邁進努力して

標は、世界各国で達成に向けて取り組みが実

いく所存です。

践されています。また、この環境や人を思う

さて、約２年間のコロナ禍もようやく終息に
近い状況となり、これを機に一時減少した利
用者様方の増加が急務であると切に感じてい

利他的な考え方は、厳しい新型コロナウイル
スの克服につながるとなると思います。
当施設においても、「相手を思う気持ち」を

る次第です。そのためには職員一丸となって、

大切にし、職員一人ひとりが広い視野をもっ

地域に根ざし、そして開かれた老健施設とし

て行動をふり返り、小さな取り組みを積み重

ての取り組みを加速させていきたいと考えて

ねながらサービスの質の向上に努めてまいり

おります。

ます。本年も皆様のご指導、ご支援のほど、

今後ともよろしくお願いいたします。

よろしくお願い申し上げます。

原田

2021 年は、みなさんにとってどの

ような年でしたか。昨年は、当施設
でも新型コロナウィルスの影響を受
け、行事の縮小やオンライン面会に
より、ご入居者の皆様には大変なご
無理をお願いしてしまいました。その中でもユニッ
ト単位でアイデアを出し合い、これまでとは違った
趣向で季節行事を楽しんでいただけるよう工夫し
てまいりました。また、思うように行事やイベント
ができない分、
ケアを見直し、
園内での研修、
勉強会、
ミーティングに力を入れてきました。オンラインで
の講座をうまく活用して、現場で生かしてゆきたい
と考えております。なみきロイヤルの園は、今年開
設して５年目を迎え、一つの節目を迎えることとな
ります。今年も皆様によろこんでいただける施設を
目指してスタッフ一同頑張ります。

ケアハウス ロイヤルの園

（埼玉県所沢市）

施設長

下村
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崇

年始あいさつ

新年明けましておめでとうございます。
昨年は新型コロナウィルスの影響

で、社会全体が疲弊し、本当に大変な
１年となりましたが、ワクチン接種が
進んだこともあり、少しずつ日常を取
り戻せつつある状況になってきました。
新たな変異株の出現によって決して油断はできま
せんが、様々な制限をされる生活から少しずつ日常を
取り戻せつつあるのは、日本という国の底力を示して
いるように思います。まだ暫くは警戒を緩められる状
況ではありませんが、これまでの流れを止めることな
く、以前のような日々の生活が取り戻せるよう、皆で
引き続き努力していきましょう。
私どものケアハウスでは、幸いなことにこれまで
一人の感染者も発生しておりません。
今後も警戒を怠ることなく、その中でも入居者
の皆様に充実した生活を送っていただけるよう引
き続き努力して参りますので、今後ともご指導、
ご支援を賜りますようお願い申し上げます。
本年もどうぞよろしくお願い致します。

第129号

裕史

新年あけましておめでとうございます

段は確実に増えてきています。会いたい人に
（埼玉県新座市）

悦子

昨年度は、新型コロナウィルス

無事開園しました。

昭仁会

齋藤

昨年は多くの人に支えられ何とか

として市内３番目の認可保育園 Nicot 所沢も

野

施設長

（埼玉県所沢市）

新年明けましておめでとうございます

北

（埼玉県坂戸市）

ロイヤルの園
施設長

医療法人

さかどロイヤルの園

