
も完成し、患者さま・職員をはじめ皆様のご協力により順調に稼働しております。待ち時間などまだまだ課題がありますが

医療法人大仲会は「優しい医療・楽しい職場」を理念として、さらに地域に貢献していきたいと

地域のお役に立てればと考えております。他方、COVID-19による感染拡大は７波を数え、

喚起などを行い、院内にウイルスが侵入するのを防いでいます。

開催し感染状況に応じた対策をとっています。具体的には院内の環境整備、全職員へ向けた注意

本年4月に医療法人大仲会は創立20周年を迎え、第21期として新たなスタートをきることとなりました。昨年は新外来棟

考えております。これからも温かいご支援をよろしくお願いいたします。

医院より大仲ファミリークリニックに変更し、院長として平尾亮人医師（消化器内科）が就任いたしました。

当クリニックではその名称にもあるようにお子様からご高齢の方まで幅広い世代の患者さまの診療をさせていただき、より

医療法人　大仲会　理事長　佐藤俊昭

行政からの指示含め医学的根拠に基づいた最善の対応を継続してまいります。

検討を重ね順次改善していく所存であります。お気付きの点がありましたら気兼ねなくご指摘のほどよろしくお願いいたし

ます。また昨年6月より当法人としては初めて内科クリニックを運営することとなりました。本年1月にはその名称を古田

社会全体に大きな影響を与えました。大仲さつき病院では週一回のペースでコロナ対策会議を

幸い関係各位のご尽力により院内でのクラスター発生をみることなく経過していますが、今後も

さつき通信 第54号
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4病棟

3/30（水）4病棟の3月レクはひな祭り会を

かんの3種類から好きなものを選んで頂きました。半年かけて

いちご狩りができるくらい、たくさ

トラ、ひな祭り、チューリップ…

全て手と指で丸めた色紙で作られ

ています。丸くした色紙を下絵に

貼り付け、作品を作っていくので

すが、色紙を丸める時も下絵へ貼

春をイメージして、チューリップの切り絵を

作りました。色とりどりのチューリップの周

りを蝶が飛んでいるようにバランスを考えな

            （あべ　ひろたか）

   《名前》      阿部  浩崇

がら貼りました。

Q1。趣味は？

筋トレ、漫画を読む、動画をみる、TVゲームをする

Q２　休みの日の過ごし方

今は婚活をしています

Q3、挑戦したいこと

スキューバダイビングのライセンス取得、キャンプ、積立投資

Q4、一言自己紹介

地域医療のためにがんばりますのでよろしくお願いします

り付ける時も皆さん楽しそうに作品を作られていました。季節を

熱！終始笑い声のたえないレクとなりました。

患者さんに優しく寄り添う看護を心

鬼の顔にデコレーションしたおやつも準備し

入職日：令和3年8月1日

氏　　名： 宇 佐 見　健

した。豆を掴んだ時に滑ってしまい苦戦する

方もいましたが楽しんで頂けたようです。

医療とは無縁な職場から来ました。

桜もち

入職日：令和3年8月1日

＜春の和菓子といえば・・・＞

に「健康に過ごせますように」「アイスクリー

職　　種： 薬 剤 師

り、少し遅い初詣。壁面に鳥居も作ったので絵馬

初心にかえってがんばります。

＜自己PR＞

 いちご大福

が登場し皆さん大盛り上がりでした。(大爆笑?)

神主役の職員が賽銭箱を持って患者さんの所を回

5病棟

お雛様とお内裏様の見守る中行った輪投げも白

ム」といった願い事も書き飾りました。その後

大きな絵本の昔話を読むと「懐かしかった」と

喜んでいただけました。

節分にちなんで豆つかみゲームを行い、箸やトン

グを使用して一生懸命取り組んでいらっしゃいま

氏　　名： 岡 田　美 香

職　　種： 看 護 師

令和4年4月4日より、当院に新しく

阿部 浩崇先生が入職くださいました

患者さんも喜んでくださいました。

3病棟

「うれしいひなまつり」がBGMに流れる中ひな

祭りレクがスタートしました。美味しいプリンを

食べた後、拍手が沸き上がる中お雛様とお内裏様

・－・－・－・－・－・－・－・－

をみんなで合唱しました。締めのデザートは

行いました。夏から毎日お昼の時間に練習し

練習してきたので、素敵な歌声が響いていました。

掛けたいと思います。

＜春の和菓子といえば・・・＞

2病棟

てきた『えがおのまんま』『めだかの学校』

プリンアラモード、コーヒーゼリー、水よう

＜自己PR＞

感じさせる作品はデイルームの中に飾ってあり、目を引きます。

んのいちごを作りました！ヘタの部

おいしそうないちごが窓いっぱいに

分が細かく大変でしたが、かわいく

でき、とても華やかになりました。

ので、ご紹介させていただきます。

壁面飾り〈 5病棟 〉

先生紹介

レクリエーション

２

月

い

ち

３月

チューリップ

デイケア 作品紹介

質問コーナー！



診療科目は内科・小児科・消化器科・禁煙外来です。

ることとなり、桑員ホームニュース編集・中川様の取材を受けま

らどんどん話題を引き出し、はじ

めは考えてお答えしていた中村さ

(平尾亮人院長)を新規開院いたしました。

プロの技をおしえていただき、広

報委員の私も本紙作成の大変参考

かさんコーナーに当院の作業療法士　中村慎太郎さんが掲載され

お子様からご高齢の方まで、また、風邪

長・大仲さつき病院　院長・そして、昨年度より大仲会に加わ

りました大仲ファミリークリニック院長の4名で力を合わせて

になりました。

行いました。その後永年勤続表彰を行い、職員代表挨拶では、

協力を誓いました。記念品の贈呈では代表して、上村地域連携

や体の不調から生活習慣病など、何でも

気軽に相談できるかかりつけ医を目指し

ております。分かりやすい説明を心掛

け、地域の患者様にとって最も適切な

治療を提供したいと考えておりますので

らい？！楽しい時間となりました。

取材が終わり、次は撮影。逆光を

逆手にとらえた撮影法や機材など

医療法人大仲会は2022年1月4日、大仲ファミリークリニック

した。取材は事前のアンケートに沿って

進められましたが、答えたことにすかさ

ず追加の質問をいただいたりまた、答え

に悩む時には、「友達に聞かれてると

思って答えてみて！」など、中村さんか

者を代表して、勤続40年の渡邉本部長が表彰状と記念品を受け

取りました。今年度の永年勤続の方々は下記の通りです。

んも終盤にはしゃべり足りないく

医療法人　大仲会

日頃よりご指導ご鞭撻を

20周年記念式典の中で、今年度の永年勤続表彰が行われ、受賞

当院の労働組合分会長が祝辞とともに今後の大仲会の発展への

賜っている近隣病院はじめ、行政の方々、当院をご支援頂いて

いる関係者様をお招きし、パーティを行う予定でしたが、まだ

まだ強いコロナの影響力を考え、院内で、また参加職員も各部

当院外来棟大会議室にて

お気軽にご相談ください。

3/26発行の中日新聞に折り込まれる桑員ホームニュースさわや

支援部長が受け取り、式典後には各部署長より全職員に贈呈

南部篤志さん 大賞に選ばれました。杉野恵美子さん

当院では、「努力している職員

を仲間が認め、褒める」「良い

働きを認め合う」ことが習慣と

なるよう、グッジョブカードを

活用し、半期に一度投票を行っ

ています。今回はこちらの2名が

となって努力してまいります。

代表のみとし、つづまやかな式典を行いました。

加藤会長の20年を振り返る挨拶に始まり、佐藤理事長の謝辞挨

されました。今回は職員が参加できませんでしたが、次回の

式典では今回の分も盛大に祝えるよう、今後の10年も職員一丸

令和4年4月6日（水）

創立20周年記念式典を

開催致しました。本来は

行いましたアニバーサリーケーキの入刀を、今回は会長・理事

拶、そして院長の挨拶と続き、10周年の際には当時の理事長が

クリニック開院のお知らせ
医療法人 大仲会 20周年

中日新聞～桑員ホームニュース取材～

グッジョブ表彰

永年勤続表彰



5月14日（土）に予定しておりましたさつき祭は、秋（10月の　日
にちは未定）に延期とさせて頂きます。
また、10月においてもさつき祭の開催が困難であると判断される場
合は、再度予定変更させて頂く可能性もあります。
ご了承下さい。

外来掲示表か当院のホームページにて確認をお願いします。

※土曜日診察(伊藤・井上・古濱・松林・阿部)は

R4年4月より阿部先生が入られ、予定表が新しくなりました！

隔週交代となりますので

阿部二診 伊藤 阿部 松林 古濱

受付時間　月～金　8：30～11：30　　土　8：30～11：00

阿部三診

金木水

井上伊藤井上一診

火月

伊藤 古濱井上古濱

松林松林

※土(隔週交代)

くしゃみ・鼻水・目のかゆみがいっぺんにやってきました。これも春の訪れの一つ、

　土(第１・第３）9:00～12:00

        料　   金：初回　45分6,600円

ここ2年は、コロナでマスク生活のおかげか、花粉症の症状が全く出ず、もしやもう

ださい。

当院では、患者様のご希望で、臨床心理士によるカウンセリングを受けていただく

ことができます。誰かに話したい、話をきいてもらいたい、そんなときにご利用く

診療時間：月～金9:00～12:00・13:00～17:00

いただくことです。

               (予約受付時間 平日9：00～17：00）

※完全予約制です。あらかじめ、お電話で予約をお願いします。

が解決策を見つけるために、臨床心理士がじっくりお話を伺い、お手伝いをさせて

カウンセリングは、人間関係や性格の悩み、気持ちの落ち込みなどで困っている方

　　　               2回目～　50分4,400円・25分2,200円

日本の四季を体感しています。花粉症対策の豆知識：花粉は静電気によって引き寄せ

られるため、洗濯の際は柔軟剤を使って静電気を防止するといいそうです。《多湖》

すっかり治ったのでは！！と期待していたら、今年、それも3月中頃にはいり、急に

　　さつき通信

　発行元
　　医療法人大仲会
　　大仲さつき病院　広報委員会

　発行日　　令和4年4月19日

診察のご案内（外来診察予定表）
喫茶メイ土曜診察

4/23（土） 古濱 井上 阿部

4/30（土） 伊藤 松林

R4.4月

R4.5月
5/7（土） 古濱 井上 阿部

5/14（土） 伊藤 松林

5/21（土） 古濱 井上 阿部

5/28（土） 伊藤 松林

カウンセリング

予約電話番号 0594-76-5511 

カウンセリングを

予約したい。と

言っていただけると

スムーズです

さつき祭延期のお知らせ

※健康保険・医療費控除の対象外です

R4.6月
6/4（土） 古濱 井上 阿部

6/11（土） 伊藤 松林

6/18（土） 古濱 井上 阿部

6/25（土） 伊藤 松林

7/2（土） 古濱 井上 阿部

7/9（土） 伊藤 松林

7/16（土）古濱 井上 阿部

R4.7月


