
病院運営と組織「人」 

並木病院は地域の発展を応援しています。 
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理念

愛をもって誠を尽くす
1.相手の立場・心情を尊重し、最善の方法 
　を継続して提供する。 
2.自らの行動に責任を持ち、絶えず評価・ 
　反省を怠らない。 

（シンボルマーク） 
2007.7.25認定されました 

　いつの時代も、政権交代には現状好転の大きな期待を寄せられるが、はたして

医療界は好転するのかといつも疑問に思う。医療法が改正されるごとに医療制度

が一層複雑になり、医療に携わる職員も理解するまで一苦労する。ましてや患者

様やご家族の方には、制度改正について説明してもなかなか理解が得られない、

あげくの果てには、「病院は、儲かっていいですね」と、悲しい返事が返ってくる。

矛盾が多い医療制度の中で何を考えどのようにして、この激変の時代を乗り切れ

ばいいのだろうか。これまでと同じ組織、システム、同じ考えで乗り切れるのだ

ろうかと日々悩む。 

　私自身「激変をのり切る病院運営」で大切に思うことは、目標を定め理念を達成することだと考える。理

念を達成するため、限りなく近づくために、私たち職員は、単年度運営方針・長期的運営方針という目標を

道しるべとし、運営環境の激変に適切に対応し、維持・発展をしていくことを忘れてはならない。この目標

を達成することが、「愛をもって誠を尽くす」という理念の達成へとつながっていくのである。 

 こうした、目標を達成するには組織「人」の確立が大切である。組織は、人で成り立っている。組織は人

のために存在し、人の手によって運営される。組織の中心を担うのは「人」である。したがって、医療組織

においては、人に関するすべてのマネジメントが重要で、かつ必要不可欠である。組織が人を育成し、その

育成された人が組織を発展させる。この繰り返しによって、いかなる時代になろうとも揺るがない組織を築

き上げることができるのではないかと思う。 

　このような時代において生き残れる施設は、変革に必要な人材を育成し、その力を存分に生かす環境を確

保できた施設といっても過言でないと確信している。 

　私たちは、医療組織を運営していくとき地域の情報と、医療ニーズをしっかり把握し、その使命を達成す

る責務を負っている。この責務をしっかりと果たすことができる人材を見極めて戦略、戦術を展開すること

が大切だと思う。では、その情報、ニーズを誰が分析をし業務の中に取り入れていくのか、多種多様な職種

の中で、特に情報が集約されるのは事務部門である。事務部門では、日々刻々と集約される情報を数値化し

てまとめている。そのうえで全国一律の診療報酬体系の中で、病院の運営を維持していくために運営に関す

る収入・収支の分析はもちろんのこと「ベット稼働率、医療区分比較、各病棟の日当点など」各区分ごとの

数値の分析を行い、院内各課と連携し合いそれを冷静な判断力で明確な方向性を示している。今後も、さら

なる医療費削減の重度化対策に自らの組織の潜在的な力を把握し、さらに向上することができなければ情報

を読み解くことは不可能に近い。戦略を誤ると戦術はむなしいものとなる。 

　医療機関の行く末を左右する運営管理、組織運営を担う管理職者（医師をはじめ職員）は、判断材料とな

る情報管理に精通しなければ病院運営の将来は難しい。 

　2011年、新しい年に明るい未来を期待し、将来を担う人材を育てて、全職員が並木会とともに歩んでい

く「道」を切り開いていきたい。 

医療法人並木会　事務局長　酒井　清 
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インフルエンザワクチンと 
肺炎球菌ワクチンの 
疑問解消 

日本医療機能評価機構認定更新 

首を伸ばす首を伸ばす

　本年6月24日午後より26日
午前までの三日間、病院にて審
査が行われ、9月3日に二回目
の認定をいただくことができま
した。初回認定は平成17年7月
25日でした。 
　初回認定からの五年間、その
評価の維持と再認定に向けて努

力をして参りました。この医療機能評価認定病院は平成22年10月1日現在全病院数8,708のうち認
定病院数は2,554病院。愛知県内では109病院です。 
　これからも認定証に恥じることなく地域に根付いた医療に取り組んでいきますのでよろしくご支援
賜りますようお願い致します。 

1Q

1A
インフルエンザワクチンの効果は？ 
インフルエンザワクチンだけでインフルエンザを完全に予
防できるわけではありませんが、重症化や死亡を減らすこ
とができます。 

2Q

2A
肺炎球菌ワクチンをうてば肺炎にかからないの？ 

3Q

3A
毎年うつの？ 
インフルエンザワクチンは毎年接種しますが、肺炎球菌ワクチンは効果5年以上持続します。
再接種は5年以上たってからにしてください。早くうつと副反応が出る心配があります。 

残念ながら全ての肺炎を予防できるわけではありません。肺炎球菌という細菌が原因で起き
る肺炎（市中肺炎の28%）などの感染症を予防します。肺炎にかかっても軽い症状ですむ
効果が期待されます。特に以下の方におすすめします。 

4Q

4A
両方うった方がいいの？ 
より効果的に肺炎を予防できます。併用により、肺炎による入院回数や死亡率が減少したと
いう報告があります。 

5Q

5A
同時にうてるの？ 
ふつうは6日間あけますが、医師が必要と認めれば同時に接種することができます。 

・高齢者（特に65歳以上の方） ・心臓や呼吸器に慢性疾患のある方 

・腎不全や肝機能障害のある方 ・糖尿病の方 ・脾臓摘出など脾機能不全のある方 
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背中を伸ばす背中を伸ばす
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“猫背（ねこぜ）”を直しましょう!“猫背（ねこぜ）”を直しましょう!

　並木病院の向かい、農業センターの入り口にカフ
ェRosa薔薇館があります。カフェRosa薔薇館は昭
和42年開業と歴史があり、薔薇愛好家の中でも有名
なカフェです。 
　5月から6月は、お店の前に植えられた何種類もの
薔薇が咲き誇り、その光景はまさに圧巻。育てられ
ている薔薇は、4年ほど前からすべて無農薬で育て
られており、自家製のローズティーに舌鼓を打ちな
がら薔薇を五感で楽しむことができるお店です。 
　日常のひとときを咲き誇る薔薇に囲まれたすてきなローズガーデンで優雅
に過ごしてみてはいかがですか？ 

カフェRosa薔薇館 

　身にまとう衣服の枚数が増えて、背中も丸くなりやすいこの時期、参考
にしていただきたいストレッチや体操を紹介します。なお、正しい姿勢は、
転倒の予防にもつながると言われています。 

左右の肩口に指先
を触れ、その姿勢
から息を吐きなが
ら肘先を後ろへ持
っていくように胸
を張ります。 

首を伸ばす首を伸ばす首を伸ばす

片方の手のひらを胸に軽く当てて
から、首筋を伸ばすように後方へ
反らします。 
首回しの運動を併用すると効果的
です。 

胸を張る①胸を張る①胸を張る①

後方で両手を組ん
で、腕を伸ばしな
がら胸を張ります。
息を吐きながら背
中も伸ばすと効果
的です。 

肩の運動肩の運動肩の運動

胸を張る②胸を張る②胸を張る②

頭の後ろで両手を組んでから、腕だけを左右にゆっく
りと動かしていきます。 

背中を伸ばす背中を伸ばす背中を伸ばす

頭の上で両手を組んで、天井に向かっ
て伸びをします。 
ゆっくりと、深呼吸をしながら行うと
背中の伸びが感じられます。 

＊無理な運動は痛みを引き起こしたりするなど、
逆効果となりますので、気をつけてください。 
＊内容へのご質問などがございましたら、お気
軽に2階リハビリ室へお越しください!

（052）801－5937 
営業時間：9:00～19:00 
木曜不定休 



並木会では週1回/土コース・週2回/火金コースで 
ホームヘルパー2級講座を開校しております。 
詳しい日程等については随時お問い合わせください。 
 
受講料60,000円　　定員30名 

厚生労働省教育訓練給付制度対象講座 

24時間保育施設あり 充実した 
実習施設 

外来診療 

・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・ 

H２２.１２.１時点。変更する場合もありますので、お問い合わせください。 

ホームヘルパー2級講座開校 職員募集 

■看護師、介護職員 
　（担当　看護部　苅田） 

担当　後藤・加藤　TEL 052‒848‒2000

■交通のご案内 
●公共交通機関でお越しの場合 
　地下鉄鶴舞線、平針駅または赤池駅より徒歩10分 

アクセス 

＊答えは次号にて 

〒468-0013 名古屋市天白区荒池二丁目111番 

ホームページ：http://www.namiki.or.jp/

関
連
施
設 

TEL（052）848-2000  FAX（052）848-2020  

医療法人  並木会  

並木病院 
■並木病院別館地域交流室……… 
■並木クリニック………………… 
■グループホームほっと館なみき 
　 
介護老人保健施設 
■メディコ阿久比………………… 
■メディコ春日井………………… 
■メディコ守山…………………… 
■メディコ平針…………………… 

TEL（052）848-2067 
TEL（052）691-2000 
TEL（052）691-2515 
 
 
TEL（0569）48-1156 
TEL（0568）88-6000 
TEL（052）736-5585 
TEL（052）802-0023

特別養護老人ホームもありますのでご相談ください。 

環境に配慮して大豆油インキを使用 
しています。 

この印刷製品は、環境に配慮した 
資材と工場で製造されています。 

検査 
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午前 Ⅰ 
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Ⅰ 

Ⅱ 
人工透析 人工透析 人工透析 人工透析 人工透析 人工透析 

Ⅱ 
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これなーんだ？ 

たくさんの果実を実らせて
いますが、これ何かわかり
ますか？ 
当院の喫茶“かえる”から
よく見えますよ。 
いきなりかじると酸っぱ
くてびっくりしちゃうか
も？？？ 

院内開催行事予定 

当院では、地域の皆様に向けて健康増進の
一環として、ロビー講演を毎月１回開催し
ております。お気軽にご参加ください。 

詳細は並木病院ホ
ームページをご覧
ください。 

 

■登録ヘルパー 
　（担当　地域交流課　本木） 

http://www.namiki.or.jp/


