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　平成25年6月11日に開催されました北里ライフサービ

ス株式会社の株主総会において、第36期の監査役に就

任しましたので、ライフサービスの社員の皆様や関連す

る会社の皆様に、『ライフスマイル』誌をお借りして、ご挨

拶と抱負を述べさせて頂きます。

　私は本学を昭和54年に卒業し、その後も母校の教員

の一人として相模原キャンパスで仕事をして参りました。

したがいまして、ライフサービスの社員の皆様とはいろ

いろな場面でお会いしていることと思います。この度、私

がライフサービスの監査役に就任した理由には、法人の

管財担当常任理事として関連会社を担当していることに

よる役職上の理由だけではなく、相模原キャンパスの

様々な業務に携わっておられるライフサービスの皆様へ

の感謝の思いも加わっています。病院が常に清潔に保た

れ、キャンパス内の様々な業務が効率的に行われている

理由を、私は職員の一人として実感してきたのです。組

織とはさまざまな役割を担う人々の集合体であり、それ

ぞれの人が役割を果たすことに依って組織は機能します。

ライフサービスが北里のために、これからも然るべき役

割を果たし続けられることを願っております。

　現在、学校法人北里研究所には旧学園が設立に関与

した北里ライフサービス株式会社と旧社団法人が関与し

た北里メディカルサービス株

式会社の2つがあります。こ

れらの関連会社には、人材

派遣や清掃、管理、購買、食

堂などの幅広い領域で本法

人を支えて頂いています。し

かしながら、『関連会社を持

つこと』と『関連会社であるこ

と』の意義が必ずしも明確になっていないのが実情では

ないでしょうか。それぞれの立場と役割を明確にして、北

里の為に自らの役割を全うすることが私達に求められて

います。北里研究所100周年、北里大学50周年を迎えた

今こそ、北里における関連会社の在り方を再度見直し、

法人も関連会社も共に発展することを目指したいと願っ

ています。そのためには、関連会社の皆様と虚心坦懐に

話し合い、勇気を持って改革・改善に取り組み、次の時

代に応える『関連会社の在り方』を創造しなければなり

ません。

　法人にとってもライフサービスにとっても、納得できる

方針と施策が必ずあるはずです。今は見えなくても、視

点を変えれば見えるものが必ずあるはずです。北里に関

わる“北里人”である皆様方のご理解、ご協力をどうぞ宜

しくお願いします。

監査役に就任して 学校法人北里研究所常任理事　赤星  透
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　事務室便り第八回にご指名をいただきました獣医学

部は、衛生学部、薬学部に次いで3番目の学部として昭

和41（1966）年に畜産学部獣医学科及び畜産学科の2学

科をもって発足しました。

　その後、学科増設、組織改組等を経て、現在獣医学部

は獣医学科、動物資源科学科、生物環境科学科の3学科

及び附属動物病院、附属フィールドサイエンスセンター

（FSC）で構成されており、『人と動物の共存を地球規模

で考える』をキーワードに教育・研究・診療を展開してお

ります。

　獣医学部が所在している青森県十和田市は八甲田連

峰、十和田湖、奥入瀬渓流などの自然環境に恵まれてお

り、四季折々の風景や新鮮な食材、豊富な温泉などを堪

能することができます。まだいらしていない方は是非一

度お越しください。

　さて、獣医学部職員ですが、臨時職員等を除き獣医学

部事務室は、事務長、総務課8名・教務課7名、学生課

（保健室含）5名の3課があり、他に図書館2名、動物病院

4名、FSC11名（十和田農場5名、八雲牧場6名）、研究補

助員9名の計47名という大所帯です。掲載しました集合

写真は、人数の関係で事務室3課の職員にお集まりいた

だきました。

　獣医学部事務室3課はＶ1号館1階にあり、建物の構

造上なのか設計段階で意図したものなのかは分かりま

せんが、総務課と教務課・学生課は別の部屋に分散され

ています。このような事務室は獣医学部だけです。なの

で、業務処理や人事交流など多少なり支障があったと思

いますが、現在建築中の獣医学部新棟竣工後は、晴れ

て3課が一つの事務室に収まることになっております。そ

の獣医学部新棟ですが、免震構造を採用し講義・実習室

や研究室及び学生の利便性を考慮したラウンジや共用

セミナー室などのパブリックゾーンなどを効果的に配置

した7階と3階の2棟建てで、平成26年6月に竣工の予定

です。

　北里ライフサービス株式会社様には、附属フィールド

サイエンスセンター八雲牧場で生産しております安心・安

全な『北里八雲牛』を使用した加工食品（ビーフカレー、

レトルトハンバーグなど）の販売を一手に引き受けてい

ただいております。まだお試しでない方は、北里ライフ

ショップや北里ライフサービス様ホームページにて通信

販売も行って頂いておりますので、ぜひ一度ご賞味くだ

さい。

　北里ライフサービスの関根社長をはじめ社員の皆様

には、常日頃、本学部に対し格別のご協力を賜り誠にあ

りがとうございます。心よりお礼申し上げます。今後とも

獣医学部を何卒よろしくお願い申し上げます。

獣医学部 事務室事務長　小泉政男

事務
室

便　
り

第八回

獣医学部

獣医学部新棟 完成予想図

小泉事務長を中心とし
た、獣医学部事務室のメ
ンバー
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　新大学病院は今年の年末に建物が完成し、年明けか

ら機器の整備などを行い、ゴールデンウィーク明けの稼

働に向けて本格的な準備作業が進んでいきます。

　新病院では医事課の体制が大きく変貌し、特に外来診

療に関連する仕事は、患者導線を含めてまったく新しい

体制にすることを医事課全体会にて何度もお話しまし

た。各科の外来受付はブロック受付となり、診療前の受

付業務は1階の医事課中央受付に集約されます。電話予

約の対応を一元化してコールセンターを作り、診断書な

どの文書の発行も院内全てを一括管理する専門部署を

設置します。

　しかし、『変わる』ということだけはわかっているだけ

で…、業務の概要が徐々に決まりはじめているものの、

日常業務の詳細な部分は、未解決の事項や検討課題が

山積です。

　「私の仕事場はどこになるの？」「ブロック受付の仕事

は実際にはどんなカンジ？」「会計の仕事がどうなるの

か、早く教えて欲しい！」と気になっている方が多いと思

います。

　しかし、これらの疑問、質問は『医事課で、皆さん自

身』が、答えを出さねばならないことばかりです。問題集

の最後のページに載っているような正解はありません。

新しい問題の答えは皆さんが新しく作っていかなくては

なりません。更に言えば現場で働く皆さんにしか、正し

い答えは作れません。新しい場所で、新しいやり方で仕

事を始めるわけですから。

　現在の大学病院は40年以上にわたり地域医療の中核

を担ってきました、これからの50年、高度の先進的な医

療を提供し、地域医療を支える新しい大学病院をどうか

皆さんの力を結集し、患者さんに愛され、職員が愛する

素晴らしい病院にしましょう。今がまさにその時です。

　さて、新病院が完成すると、築40数年を経過した現在

の大学病院は取り壊される日がきます。その日は少しさ

びしい気持ちになるだろうと思っています。今から30年

程前、北里ライフサービスの関根社長が医事課中央診

療事務係の係長で私の上司でした。年齢は関根さんが

33歳か34歳、私が25歳になった頃です。「医事課の中央

診療をレベルアップしよう！」という関根さんのメッセージ

に呼応し、「何か新しいことをやりたい！」「何でもいいか

ら新しいことやろう！」と、異常なハイテンションで様々な

取組みに挑戦する日々を送りました。好きなようにやら

せてもらったこと、わがままを聴いてもらったことが走馬

灯のように脳裏をよぎります。あれから幾星霜、東病院

の開設に赴き4半世紀、昨年4月に大学病院に戻ると、

思い出の舞台である大学病院はすっかり老朽化…、しか

しノスタルジーに浸る暇も与えてもらえず、慌ただしい

日の連続で1年半が過ぎました。

　新しいもの作ることは苦労も多く、大変なことです

が、積極的に参加すれば、その過程では高いモチベー

ションを体験し、できあがれば大きな達成感を感じ、ま

た時が過ぎれば楽しい思い出としてよみがえってきま

す。どうか皆さん、この50年に一度の一大イベントを是

非楽しんでください。

　梅雨明け直後に頼まれたこの原稿ですが、猛暑とゲリ

ラ豪雨の夏が終わりそうな時期、締切日も過ぎて…、

焦って書いている今日この頃です。

新しい大学病院の
新しい医事課

特・別・寄・稿
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北里大学病院  事務部次長　武石年弘

新大学病院 完成予想図



ナイス・プレー賞
はじまります！ 事務部

　北里ライフサービスに入社、東病院手術室に配属され、

そろそろ10年になります。手術室には約15名くらいの職

員が常にいます。その他にも数名の業者さんがいます。

　私たちは清掃ですが、清潔区域内に控室があり、手術

終了後、すぐに清掃に入れる様、待機しています。清掃

の仕方も以前と違い、時間短縮でA・B清掃に分けられて

います。色々な面で改善され、補佐さんと協力し合い、

私たちもオペ室の一員としての自覚を持って、努めてい

きたいと思っています。

　平成25年10月1日から、『ナイス・プレー賞』がス

タートします。

　「あ、これはいいなぁ」とか、「相手の人、うれし

かっただろうなぁ」とか、「うわぁ、あの人、気が利い

てる～」とか、感じた時はありませんか？

　そんな人の心を動かすような人をみんなで表彰し

よう！　というのが『ナイス・プレー賞』です。推薦した

い人を見つけた時には、ぜひ上司に話してください。

お互いにいいことを褒め合う社風をこれからつくっ

ていましょう！

東病院 手術室
環境施設部 環境二課　永石房代
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　大学病院一階、輸血センターから救命救急センターに

向かう突き当り左に、メッセンジャー室があります。メン

バーは人材一課の集団で、釣り好きや双子の兄弟と間違

われる二人、話好きや楽天家など、個性豊かな男性6人

と子育て奮闘中の女性2人、計8人でそれぞれ各コースに

別れて、カルテ搬送や薬品搬送、手術室からの検体や病

棟からの検体搬送、フィルムや抗癌剤搬送など、重い物

を中心に、院内の隅から隅まで毎日数々のものを搬送し

て動き回ってます。

　体力勝負なので体調管理に気を付けて、今後も頑張っ

ていきたいと思います。

人材部 人材一課　福地智子

本院 メッセンジャー室
KLS
お仕事拝見

北里ライフサービス

Field Report

仲間たちの日頃の頑張りや
業務の内容を

どれだけ知っていますか？

前列左から木原さん、福地さん、水澤さん、後列左から伊藤さん、

小宅さん、栩原さん、津田さん。撮影日は吉岡さんがお休みでした

手術室担当の吉田さん、永石さん
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ナイス・プレーを推薦してください！



　7月1日より風鈴イベントを開催しました。お客様に風鈴の絵を描いて

いただきベストオブ風鈴を決定、受賞者にはディズニーランドペアチ

ケットを差し上げる企画です。150個の風鈴をお配りしましたが、絵を描

かれて戻ってきたのは１割程度と、少し淋しい結果となりましたが、う

れしいことに戻ってきた風鈴はどれも力作ばかり。選考会は楽しいなが

らも大変難しい時間になりました。

　作品は10月31日まで展示していますので、ぜひライフショップまでお

越し下さい。

　ライフショップもおかげさまで8月に3周年を迎えました。日頃から

のご利用ありがとうございます。後期の授業が始まる9月2日よりライフ

ショップ３周年大感謝祭を開催いたしました。今回も恒例の三角くじ

とオリジナルクリアファイルの配布をおこない、期間中およそ3000人

もの多くのお客様のご来店いただきました。4周年、5周年と続けてい

ければと、考えております。

風鈴イベントの
ご報告

　9月に放送終了しましたドラマ

『半沢直樹』の原作『俺たちバブル

入行組』『俺たち花のバブル組』の

続編、シリーズ第3弾です。

　半沢直樹、ついに飛ばされまし

た。系列子会社にて親会社から

の圧力、嫌がらせを受けるも、知

恵と勇気で倍返し。企業を舞台に

した痛快エンターテイメント小説

です。

　ドラマを観た方、観てない方も

ぜひご一読を。第4弾『イカロスの

銀翼』も週刊ダイヤモンドにて連

載中、単行本発売が楽しみです。

読書の秋～こんな本はいかがでしょうか

i n f o r m a t i o nライフショップ 

おかげさまで３周年を
迎えました
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ご存知ですか？
従業員割引制度
詳しくはライフショップまで

 

EVENT

TOPICS

　今年も北里大学では、オープンキャ

ンパスが行われました。7月20日（土）、

21日（日）の両日と、8月25日（日）でし

た。いつもと違い、家族連れや高校生

が相模原キャンパスを歩き回る姿を見

かけました。印象的なのは、やはり将

来への希望で輝いている高校生の皆

さんの笑顔です。

　ライフショップも臨時営業し、思い出

作りに一役買うことができました。

北里大学
オープンキャンパス

レポート

ロスジェネの逆襲
池井戸 潤
1,575 円（税込）
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　夏号でお知らせしました『新幹線お掃除の天使たち』

の著者、遠藤 功先生の講演会が7月10日に行われまし

た。社外からも多数の方にお越しいただき、笑いあり、

感動ありの、大変中身の濃い講演会となり、終了後や翌

日には「とても良いお話でした」との声を、たくさんの参

加者の方からいただきました。

　感想をお寄せいただいてますので、誌面の都合上一

部になりますがここにご紹介します。

遠藤 功先生の講演を終えてKLS Topics

新幹線お掃除の天使たち
1,470円（税込）
ご注文はぜひライフショップに

環境施設部　鈴木テツ子

　今回、普段聞く事の出来ない遠藤先生のお

話を聞く事が出来て大変勉強になりました。

　成功している企業に少しでも近づけるように

努力していきたいです。

　まずは皆がしっかり挨拶をし、笑顔で働ける

職場環境を作っていきたいです。

人材部　西川節子

　今回の講演会でのテッセイやヤマト等の現場

力は、すばらしく、感動的で、ヤマトの社訓の

DVDでは、思わず涙を誘われました。

　これからは、上からの指示だけでなく、現場

からの意見が大事と言われた看護部長の話を

思い出し、現場力の重要性、現場の一人一人

がどう変わって行くかで現場も変えられると痛

感できました。

　学び多い講演をありがとうございました。

環境施設部　橘川和枝

　新幹線お掃除のことはテレビで見て、すごい

なァーと思っていた所に、今回の講演会。数日

前に本も読み、こんなに清掃のことを取り上げ

られたことで、会社に入った頃の自分を思い出

しました。

　小児科病棟に入った際は、早く元気になる

んだよ、と思いながら作業をしたり、患者さん

が気持ちよくいられるよう、清掃していました。

　現在の自分は、毎日の作業をこなすことで精

一杯です…が！！

　「いずれ　北里病院のお掃除の天使たちに

なれたらなァー」

　とても分かりやすく聞きやすい講演会でした。

人材部　岡田絵美

　今回の講演会で職場の良い雰囲気の作り方

についてのお話を拝聴して、重要な事は“魅せ

る事”なのかなと考えました。現場が良い雰囲

気を作り士気を上げることができれば、それが

周囲に感染し会社全体へも広がることができる。

“ノリを感染させる”ためにも、まず自分の行動

があたえる周囲への影響についてよく考え直さ

なければならないと感じさせられました。
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チョットしたアイデア・工夫が、仕事も職場も変える!!

提案制度 第二期 各賞決定
今年の5月1日から8月31日まで募集した平成25年 第二期の提案について、

先日、審査委員が集まり各賞を決定しました。

現在、平成25年 第三期提案を受付中です。
　期限は本年末の12月31日まで。

皆様からのご提案をお待ちしております！
提案制度審査委員会

各賞の受賞者と提案

福地智子 人材部 人材一課 手術室の検体置場変更

秋山すみ子 環境施設部 環境一課 洗面台排水口にネット設置
  配膳車にドアストッパーを付ける　※二件の受賞です
早稲田 奈緒美 事務部 雇用契約書を入れる封筒を複数回使用する
山田  暢 営業部 会社案内の作成
三枝圭子 事務部 ライフショップ前の自販機増設と周辺整備

期間
優秀賞

期間
敢闘賞

　私は若いころ、40

歳くらいまで、音楽

の仕事をしていました。同世代の方ならわ

かると思いますが、ベンチャーズに憧れて、

音楽を始め、いつの間にか仕事になって

いた、というところです。

　担当は、ベースでした。今はほとんど見

かけなくなったキャバレーなどで、歌謡曲

やポップスなど、色々な音楽を演奏しまし

た。

　時代の流れで仕事が少なくなり、サラ

リーマンになって、今、ライフサービスに

お世話になっております。

　しばらく音楽からは離れていましたが、

三年ほど前から、当時の仲間が集まって、

また練習を始めました。ギター・キーボー

ド・ベース・ドラムの四人編成です。

まだお披露目には至っていませんが、「場

所なら提供するよ。」とおっしゃる方もあり、

そのうちには、お客様をお迎えできるかも

しれません。

　なお、音楽仲間を募集中です。楽器をお

持ちで、演奏したい方、ご連絡下さい。

電話は042-763-6166です。

向井賢次  ベッドセンター
昔は仕事だった音楽
What do you do in your free t ime ?

私の趣味

9月20日に表彰式が行われました。当日、三枝さんはお休みでし
たので、後日あらためて表彰をしました。



夏の思い出そして秋の楽しみ

　わたくし、アウトドア山菜取り派として

は、きのこは手の出しづらい分野で避け

ていました。ある時、山梨県で富士山ガ

イドの人（写真の右端の人）と知り合いに

なってから、山菜取りのコツやきのこの

種類などを山で教えてもらい、その場で

即座に料理して楽しむ事が醍醐味である

と教えていただきました。

　教えていただく中で、春は採りたての

山菜を天ぷらに、秋はもちろんきのこ鍋

が一番で、季節と自然の味と香りを楽し

む事が最高だ、と感じるようになりました。

　写真に写っている当日は、朝７時頃か

ら山に入ってお昼頃にあがり、湧き水の

ある沢におりて、収穫したきのこを選別

し、自然の中で気の合った仲間とワイワ

イやりながらきのこ鍋をいただきました。

気分は、芋煮会の雰囲気である。みなさ

んも、もし機会があれば、おためしあれ。

もちろん、ゴミと火の始末には気をつけ

て。
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河野 東洋一  環境施設部 環境二課

自然の中で、
きのこ鍋だ！！

　全米プロゴルフ選手権が終了し、その

よい余韻が残っている8月14日（水）北里

ライフサービス社員有志による、25年度

夏季ゴルフコンペが山梨県の大月市で

開催されました。

　本大会は、昨年の夏に第1回が開催さ

れ、この3月に2回目と、そして今回が3

回目の開催です。

　当日は、35度の猛暑の中、8人（2組）

でのプレーで、熱戦を繰り広げました。

今回は参加者がライフ部門別に2名いる

ということで、個人戦と団体戦での戦い

でした。　まず個人戦ではミラクル（？）

パット連発の、事務部中村選手が栄え

ある初優勝を成し遂げ、団体戦では中

村・早稲田チームがナイスコンビで優勝

しました。

　優勝候補筆頭の営業部チームは、気

持ちのカラ回りから沈没。環境施設部

チームは夏の特掃の疲れが残っていて、

イマイチ本領発揮できず惨敗。招待選抜

チームは昼食時のビールの飲みすぎで、

これもあえなく沈没。最後はやはり常に

冷静にプレーを進めてきた事務部チー

ムの完勝でした。

　日頃の仕事場を離れ、仲間と一緒に

一喜一憂しながらのプレーは本当に楽

しいものです。大会終了後の表彰式では、

各選手の楽しいため息・言い訳・愚痴を

肴に美味しく冷えたビールが美味し

かったです。次の大会ではこの仲間が一

人、また一人と増え、より楽しい大会を

開催出来たらと思います。さあ、次は是

非あなたも参加しませんか。

※なおスコア結果は、誌面では公表で

きないような……もので非公開とします。

関根 茂 

2013夏 北里ライフサービス有志
ゴルフコンペ開催

事務部・選抜チームの面々 営業部・環境施設部チームの面々 練習では良く入ったパット？

優勝に歓喜する中村選手！！

猛暑に
負けるな！
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　私のふるさと群馬県は、水や

空気が美味しく、緑豊かなところ

です。

　群馬の夏はとても暑いので、

涼を求めて尾瀬散策とか、軽井

沢に遊びに行ったり、冬はス

キーをたっぷりと楽しんだり。遊

び疲れた体は温泉が癒してくれ

てとレジャーにはことかきません。

特に温泉は体だけでなく疲れた

心も癒してくれますよ。

　自然に恵まれたとてもいいと

ころですので、一度お出かけに

なってはいかがですか？

　私のふるさとプチ自慢でした。

私の
故郷

10

W A T A S H I  n o  F U R U S A T O

白川史子  人材部 人材一課
群馬県

軽井沢

実習生
今年も

例年受け入れております、専門学校生の実習が、今年も行われました。
学校も、出身地も様々ですが、「医療にかかわる仕事がしたい」という気持ちは
皆さん一緒で、指導する方も、新たな気持ちで仕事に向かえると思います。
よく言われることですが、教えることは学ぶこと。
指導することで、レベルが上がるのは、皆さん経験されていることと思います。
来年も続けていきます。

人材部

　皆さんの中で「ヘビ」が好きな方は少ないのではないかと思います

が、救命救急センター横に駐車中の救急車のドアにヘビのマークが

あるのをご存知ですか？

　ヘビのマークは世界中で『医療の象徴』とされているそうです。医

療とヘビの由来は、ギリシャ神話に基づいているとのことで、医神ア

スクレピオスは、優れた医術の技で死者すら甦らせることが出来たと

言われています。彼が持っていた杖にはいつもヘビが絡まっていたこ

とから、杖とヘビが『医療の象徴』とされるようになったとのことです。

（ヘビの脱皮には『再生』の意味があるとされています）

人材部 部長　井上浩次

ちょっと物知りに
WHO（世界保健機関）の
ヘビのマークの意味は？



102013 秋号 発行責任者  関根  茂

2 人事のお知らせ

1『さん』付けの実行について

まだまだ暑い日が続きますが、今年の夏は朝から晩まで気温が下がらず、毎日が我慢大会でした。冬の寒さに震え使
い捨てカイロを握りしめていたのも記憶に新しいのに、季節の移り変わりは早い物だと痛感します。ライフスマイルも
あっという間に2桁突入の10号です。次は3桁目指して頑張っていきますので、応援の程どうぞよろしくお願い致します。

藤本順一

編集後記

視聴会の様子

3 ライフアワード 2013開催決定

　6月1日からお互いに『さん』付けで名前を呼びましょう、

とお知らせしましたが、皆さん実行されていますでしょう

か？　『いい職場環境』のための、一つの方法です。遠藤

先生の講演にもありました、『ノリ』を良くするために、定

着させていきましょう。

下記の通り、人事の発令がありましたのでお知らせしま

す。

　平成25年3月に『ライフ

アワード 2012』を開催し

ましたが、引き続き、今

年度も実施します。

　実行委員会で内容の検

討を始めます。詳しい内

容は決まり次第ご報告し

ます。

今年もご期待下さい！

事務部からのお知らせ

　平成24年の提案で最優秀賞に

選ばれた、教育用ビデオ作成で

すが、この度、お披露目すること

ができました。

　準備・撮影・編集と、たくさんの

方にご協力いただき、内容の充

実した、素晴らしいビデオとなりました。なお、タイトル

は、『きれいさは、あなたの笑顔と思いやり。』としました。

　環境施設部の皆さんには、何回かに分けて視聴いた

だきました。清掃の教育用ビデオですが、清掃担当では

ない社員の皆さんにも、ぜひご覧いただきたいと思いま

す。ご希望の方は、本社事務部まで、ご連絡下さい。

教育用ビデオ完成！Try To Change! 

◯平成25年7月1日付
　　　　　環境施設部 環境二課　松原美由起
　　　　　一般職からグループリーダーへ昇任

◯平成25年10月1日付
　　　　　人材部 人材一課　遠山  豊
　　　　　課長補佐から課長へ昇任

　　　　　営業部　藤野政隆
　　　　　課長補佐から課長へ昇任

　　　　　事務部　中村  浩
　　　　　課長補佐から課長へ昇任


