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新年度の始まり
事務部  部長　永山乃丸

平成26年4月から宮﨑社長が代表取締役となり、一
年が経過しました。昨年度は北里大学病院本館のオー
プン、白金本部機能の相模原移転、北里大学東病院
の改修開始など、激動の一年でした。北里研究所を支
える会社の一員として、様々な苦労があったことと思
います。ライフアワード2014の報告は誌面に譲ります
が、楽しいひと時を過ごしていただけたでしょうか……。
さて、平成27年度が始まりました。海外でのテロ、
国内でも様々な事件があり、社会情勢は若干不安定な
状況かと思われます。経済においては、株価上昇や、
大企業の賃金上昇など、良いニュースもありますが、
好景気を実感できるまでには至らず、いわゆるアベノ
ミクス効果を享受するには、今少し時間がかかるので
はないかと思います。
当社においてはどうでしょうか？
まず、北里研究所の顔というべき、北里大学病院の
運営に関して、私たちが支える部分は非常に大きいも
のがあります。平成27年度の北里大学病院は、オープ
ンからほぼ一年を経て、運営に安定度を高める必要が
あり、“不慣れ”では済まされない年になります。それぞ
れの職場において、「こういうときにはこうする」という、
マニュアルのベースとなるような要素をまとめて、次の
世代へ伝えられるような、考え抜いた対応をつくってい
きましょう。
北里大学東病院に於いては、今後、北里研究所の方
向として業務の共通化がありますので、北里大学病院
で培った対応が、活かせるかもしれません。残念なが
ら、東病院における当社の従業員数は減少しましたが、
その中でも私たちが貢献できる点があるはずです。
次に大学の各学部ですが、現在も行っているイベン
ト関係の支援を更にすすめることや、物品の調達など、

さらに深く関わっていき、より関係を強固なものにして
いけたらと思います。能動的にこちらからイベントの提
案などを行っていくのもひとつの方向です。
また、社内に目を向けると、永遠の課題ともいえま
すが、管理体制や教育研修制度の充実、事務作業にお
ける部署間の連携など、整備していくべき事は多岐に
亘ります。
いろいろと列挙をしましたが、固く考えるのではなく、
やりやすくて楽しい、やりがいを感じる充実した仕事と
なるように、全員がよく考えるという姿勢で対応してい
ただきたいと思います。
全社スローガンは、「心を込めて～For Ｙ♥u～」と
しました。ひとつ一つの仕事に心を込めて、毎日を過
ごしていただきたいと思います。
平成27年度も、よろしくお願いします。
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27年度の目標

27年度のスローガン

接遇・応対 基本方針事項

「お先に失礼します」
1日の頑張りのご褒美です。
そして、明日への活力です。   

朝の挨拶

「おはようございます」
明るく元気よく声掛けを。
明るさと笑顔が
今日の１日を元気にします。

帰りの挨拶

職場の『オ・ア・シ・ス』

「お願いします。おそれいります」 

「ありがとうございました」

「失礼いたしました。少々おまち下さい」

「すみませんでした」

オ
ア
シ
ス
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3つの『かんしん』

心を込めて～ For Y♥u
「Ｙ♥ｕ」は、あなたの大事な人（お客様は勿論、職場での同僚・上司・部下など）を指します

北里ライフサービスの社員一同、毎日、これだけは、徹底・実践しましょう

お客様が感服するく
らい、各自が自覚と
自信をもって立派な
仕事が達成できるよ
うチームワークを発
揮する

感心
立派と思われる
出来栄え

各自が歓ぶ気持ち、
嬉しいと思う心を持
つことで、お客様に
も肌で感じていただ
くことにより相互信
頼に努める

歓心
常に歓びを感じる

姿勢

いつでも視野を広く持
ちつつ、何事にも興味
と疑問をもって、自身
の能力向上と他者への
関心・協力意識をもっ
て仕事に取り組む

関心
興味・意欲を
持つ心

心

北里ライフサービス
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北里ライフサービスは、学校法人北里研究所の関連
会社として、北里研究所の目指す、教育・研究・医療の
更なる向上・推進をきめ細かくサポートする。北里研究
所の高等教育・医療機関としての、よりよい人材の輩出、
高度・安全医療の推進等における、教育・医療環境整

備に努め、教育・医療関連会社に勤務する自信と誇り
を持って、広く社会に貢献する。また、そこで働く我々
は、各自が与えられた役割を自覚・認識し、お互いが尊
重・協力しながら、元気で明るく、優しさを持った職場
作りを実践する。

新年度、平成27年度の目標は、昨年の目標を引き
継ぎ、「3つのかんしん」としました。人を動かす、感動
する、自分が行動する、すべて「心」が先にあります。
昨年掲げた目標について、どのくらい意識して行動で
きたか、もう一度見直してみてください。

各部門の目標については、これから具体化をしてい
きます。部署によって「かんしん」の意味合いが変わる
かもしれませんが、「心」を中心おいて、部門の目標、
グループの目標、個人の目標と、それぞれ作成いただ
ければと思います。

今年度のスローガンとして、「心を込めて～For Y♥
u～」を設定しました。「3つのかんしん」の中心となる
のが「心」です。日々の仕事において、心を込めること

を重視していきましょう。「Ｙ♥ｕ」は、あなたの大事
な人（お客様は勿論、職場での同僚・上司・部下など）
を指します。

平成27年度の目標が決まりました！

全社基本方針

目 標

スローガン

お客様が感服するく
らい、各自が自覚と
自信をもって立派な
仕事が達成できるよ
うチームワークを発
揮する

感心
立派と思われる
出来栄え

各自が歓ぶ気持ち、
嬉しいと思う心を持
つことで、お客様に
も肌で感じていただ
くことにより相互信
頼に努める

歓心
常に歓びを感じる

姿勢

いつでも視野を広く持
ちつつ、何事にも興味
と疑問をもって、自身
の能力向上と他者への
関心・協力意識をもっ
て仕事に取り組む

関心
興味・意欲を
持つ心

3つの『かんしん』

心

Annual goals
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2014年12月14日、北里大学病院既存棟はその全ての役割を終え、未来を新病院に託しつつ全機能を停止した。
43年の歳月と何万人にもおよぶ関係者の夢、希望、汗そして涙とともに、大きな歴史の節目は淡々とそして静かに
その時を迎えた。それは、躍動する新病院の状況を隣に、世代交代を如実に現していた。
1971年7月26日、「東洋一の巨大病院」の名の下、北里大学病院が開院した。後に120万人を超す患者さんとと
もに歩む、大病院の記念すべき第一歩であった。その後、1983年に救命救急センター棟を、1998年には丹沢山系
を望む西側に新棟を増設し、関係者の強い志の下弛まぬ歩きを続けた。今日、40数年を数えた建物の老朽化は否
めず、また耐震化の絶対的必要性のため、今回の新北里大学病院の建設となった。
ここに在りし日の勇姿とともに、その功績を讃え感謝の意を表したい。

・昭和46年04月 開設許可　標榜科　13科

  許可病床数　1,051床

・昭和46年07月 開院

・昭和58年03月 救命救急センター指定

・昭和60年12月 特定承認保険医療機関承認

・昭和61年11月 許可病床数変更　1,069床

・平成05年12月 特定機能病院の認可

・平成08年11月 災害拠点病院指定

・平成09年02月 HIV（エイズ）拠点病院選定

・平成10年04月 新棟（免震構造）増設

  心臓血管センター、呼吸器センター、

  脳血管センター、周産母子センター開設

  北里大学健康管理センター設置

・平成11年05月 総合リハビリテーションセンター開設

・平成12年05月 二次被ばく医療施設承認

・平成14年04月 標榜科に小児外科を追加（合計24科）

・平成14年11月 緩和ケア室設置

・平成15年04月 医療安全管理室・遺伝診療部設置、

  患者相談窓口開設

・平成15年05月 診断群分類別包括評価（DPC）導入

・平成15年08月 許可病床数　1,033床

・平成15年09月 病院機能評価認定（第JC40号）

・平成15年10月 経営戦略企画室設置

・平成16年04月 管理型臨床研修病院指定

・平成16年05月 保険診療指導室設置

・平成16年10月 外来化学療法センター部設置

・平成17年01月 神奈川県総合周産期母子医療センター

  指定

・平成18年04月 研修管理センター、移植医療支援室、

  脳卒中診療部門、看護 V系設置

  入院基本料「7対1」承認、内科総合外来

  設置

・平成18年07月 医療情報管理室・患者支援センター部改組

・平成19年01月 地域がん診療連携拠点病院指定

・平成19年04月 感染管理室設置

・平成20年04月 学校法人北里研究所北里大学病院に名称

  変更

・平成21年04月 キャリア形成センター設置

・平成22年08月 放射線画像診断科設置

・平成23年01月 RST・RRT室設置

・平成23年03月 看護コラボレーションセンター設置

・平成26年05月 新病院開院

北里大学病院既存棟に思いを馳せる

（以下、北里大学病院ホームページより抜粋）
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写真提供：北里写真クラブ 放射線部主任 診療放射線技師  此川公紀氏
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平成27年3月13日（金）18：00～

永年勤続者
表彰

平成26年度  永年勤続者表彰
今年度は勤続30年の方はいらっしゃいませんでしたが、
20年の方がおひとり、10年の方が13名いらっしゃいました。
毎年感じることですが、勤続10年以上の方は、当社の顔といっていいと思います。
北里の職員の方からも、ベテランとして接していただいているのではないでしょうか？
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勤続20年
藤田瑞江 環境施設部 環境一課

勤続10年
安藤  守 営業部 寮管理
菊池房子 環境施設部 環境一課
矢萩温子 環境施設部 環境一課
細谷  浩 環境施設部 環境一課
野口ハナエ 環境施設部 環境一課
清原克美 環境施設部 環境一課
三村徳子 環境施設部 環境二課 主任
佐藤夕紀子 環境施設部 環境二課
永松祐子 環境施設部 環境二課 GL
渡邊里奈 人材部 人材一課
鈴木由美 人材部 人材一課
深谷洋明 人材部 人材一課 係長
松村真澄 人材部 人材三課 主任

藤田瑞枝さん

深谷洋明さん

提案制度
年間賞表彰

永年勤続者
表彰

スマイル大賞
表彰

ライフアワード2014
総勢約200名の方にご参加いただき、

楽しい2時間となりました。
今回は歓談の時間を増やしましたが、
ゆっくりお話しができましたでしょうか？
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山室美枝子さん

二見美祈さん

大賞
山室美枝子 環境施設部 環境三課 GL　

準大賞
佐藤夕紀子 環境施設部 環境二課　

ナイススマイル賞
河野範子 環境施設部 環境三課　
姉帯孝枝 人材部 人材一課　
増子可純 人材部 人材一課　

年間最優秀賞 該当者なし
年間優秀賞 該当者なし

年間敢闘賞
二見美祈 営業部 駐車場担当
森屋寿也 営業部 駐車場担当

平成26年  提案制度年間賞 受賞者

平成26年度  スマイル大賞 受賞者

平成26年も
数々の提案がありましたが、
年間賞には６月から仲間になった、
駐車場勤務のおふたりの提案が
選ばれました。
業務で忙しいなか、
思いついたことがあっても、
上司に伝える時間がないときには、
ぜひ提案用紙で投稿して下さい。

平成26年度は
5名の皆さんが受賞となりました。
今回はベテランの方だけではなく、
入社して日の浅い方にも票が集まり、
皆さんよく気づいておられると
感心しました。

提案制度
年間賞表彰

スマイル大賞
表彰
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実行委員の皆さん、お疲れさまでした！

左上から：営業部 中條さん、環境施設部 津田さん、環境施設部 旭谷さん、人材部 遊橋
さん、環境施設部 落合さん、人材部 鈴木さん、人材部 山田さん
前列左から：（事務局）事務部 相馬さん、営業部 藤本さん、環境施設部 松浦さん、環境施
設部 天野さん、（事務局）事務部 永山さん、人材部 野尻さん、（事務局）事務部 中村さん

「じゃんけん大会」はいつもながら、
盛り上がりました。
北里焼酎、北里ワインの争奪戦。
入手困難なお酒です。

「福引き」の特賞は、ディズニーリゾート
ペアチケット宿泊券付き。見事ゲットしたのは、
人材一課の石井さん（写真：P7）でした。
その他、コマーシャルで話題の「ワンダーコア」や、
相変わらず人気の「レイコップ」、
「ノンフライヤー」などなど。

来年もご期待下さい。

平成26年11月に結成された
ライフアワード実行委員会。
5回にわたり実行内容を検討し、
当日を迎えました。
委員会での積極的な意見交換、
当日までの準備や運営……
皆さんのご尽力で、
無事開催できたライフアワード。
本当にお疲れさまでした。

アトラクション



ご存知の方も多いとは思いますが、当社同様、北里
研究所関連会社の北里メディカルサービスにより、ド
ミトリー食堂が運営されています。
オープンは去る1月19日。日替り定食が500円、そ
ば・うどんなどが370円で味わえ、昼11時から夜8時ま
で営業をしています。
また、ドミトリー2階には、自動販売機を設置した談

話室があります。
実はドミトリーへは雨の日でも病院から濡れずに行
くことができます。【1号館2階 → 大学医学部3階の東
端 → 2階に降りる → 連絡通路 → ドミトリー棟2階 
→ 1階の食堂へ】
ぜひ皆さまもご利用ください。私はごはんがおいし
いと思いました！
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ドミトリー食堂のご紹介Topics

事務部  中村  浩



私の「マイブーム」、今一番の楽しみは、一歳になる甥っ子
の成長です。
歩けるようになったり、自分の意思表示ができるように

なってきて、かわいさ倍増中です。
これから暖かい季節になるので、桜を一緒に見たり、公園

で遊んだりするのが楽しみです。
甥っ子を通じて、ひとりの人間を育てる大変さを感じるの

と、母親ってすごいなと思いました。

私
の
故
郷

マ
イ・ブ
ー
ム

My 
Home 
Town 環境施設部 環境一課　菊池房子

やらんば平戸！ 長崎県 平戸市

羽田を朝一番の飛行機で一路福岡
へ向かい、その後、佐世保バスにゆら
れる事５時間。やっと着いたぁー！　
赤い平戸大橋を渡れば、わが母校と平
戸城が迎えてくれてます。
私の故郷は長崎県平戸市。九州の

最西端にあり、“たつのおとしご”の形
をした1島1市です。人口約4万人の小
さな町ですが、島全体オランダ商館の
跡地やザビエルが使ったという井戸な
ど名所が数々あり、海、山、緑に囲ま
れたおだやかな所です。
高倉健さんの遺作になりました『あ

なたへ』の舞台にもなりました。また、

ジャパネット高田代表と同じ町内で、
今では想像もつきませんが、無口でお
となしい人でした。今も実家が時計屋
さんなので、平戸にしては目立つ看板
が立ち、ひときわにぎわっています。
私が小さいころ、弘法大師の像が

立って平戸の海を暖かく見守っている
海で、サザエやミナ（小さい巻き貝で
す。）、ウニなどを採り一日中遊びま
わっていた姿が思い出されます。
平戸の市の花は平戸ツツジで、赤い

花びらが特徴です。平戸には数多くの
教会があり、平戸ザビエル記念教会
の中で卒業式をやってもらった事、貴

重な体験をさせてもらいました。なつ
かしくて帰りたかよー！　まだたくさ
んの有名な場所がありますが、ぜひ平
戸へ行ってみてください。
ほんなこつ　よかとこばい平戸は！

人材部 人材一課　永野  睦
甥っ子の成長が楽しみ！
My Boom
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平戸民芸凧  鬼洋蝶

ライフショップ便り

アシックス ナースシューズ登場！

FMN202

FMN201

FMC700

履きやすい！　足全体を包み込
み支えられている感じで、膝や
股関節に負担がかかりません。

とても軽い！　足にフィットする
まで、多少時間がかかったが慣
れてからは気にならず。側面が
メッシュになっているため通気
性が良く涼しく感じられます。

ファミリーマート北里大学病院店にてアシッ
クスのナースシューズの取り扱いが始まりまし
た｡看護師から人気のFMN201/FMN202（軽
量性：患者さんのもとへ早くかけつけられよう
に）、医師､介護施設の現場で幅広使える
FMC700（着脱性と屈曲性：患者さんの移動を
楽にするように）の3タイプがあります。病院の
仕事にたずさわる全ての方を応援します。

看護部 主任
遊佐浩子さん

看護部 主任
菅野さやかさん
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自動車、自転車、バイクなど、公共交通機関以外で
通勤されている方の、通勤手当が平成27年4月分から
変更になりました。変更内容は右記の通りです。

平成27年から、北里大学スクールバスはキャンパス
東側の立体駐車場横の通路を通っています。職員用自
転車置き場の出入りには特にご注意ください。また、
L1号館付近を通行される場合にも、ご注意ください。 ※電車・バスの方の変更はありません。

事務部からのお知らせInformation

通勤手当が
変更になりました1

スクールバスの
経路が変っています2

編集後記
本誌がお手元に届くころには、もう桜も散っていると思います……。この時期は出会いや別れもなど、時の移ろいに想いを馳せ
ることが多いのではないかと思いますが、今号では北里大学病院既存棟の思い出を、放射線部の此川様にご協力をいただき、
掲載が実現しました。新年度のスタートはいかがでしょうか。楽しく、元気よく、仕事に取り組む一助として、本誌ライフスマイ
ルもお役に立てれば嬉しく思います。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   　  　ライフスマイル編集長  永山乃丸

122015 春号

先輩諸氏は
フレッシュな気持ちを
思い出して、

接してあげてください。
よろしくおねがいします！

外来会計
田村春佳　神奈川県相模原市出身
趣味は映画観賞、特にディズニー映画が好きです。
まだまだ分からないことだらけで、ご迷惑をおかけしますが、
精一杯頑張ります。

入院会計
古髙汐理　愛知県一宮市出身
趣味はピアノを弾くことです。幼稚園に入ってから中学3年生まで
ピアノを習っていました。今は自分の好きなJ-POPやアニメソングなどを
時間のあるときに弾いたりしています。
患者様を笑顔にする明るい対応を心掛け頑張ります。

臨床検査部
豊田朱理　神奈川県厚木市出身
趣味は好きなアーティストのコンサートへ行くことです。
生の歌声が聞けたり、キレのあるダンスが見れて、とても楽しいです。
MCでのトークも面白いです。まだきちんと業務ができない分、
患者様対応を一生懸命笑顔でおこなうことをモットーに頑張っています。

搬送係
井上愛未　神奈川県相模原市出身
趣味はスポーツ観戦、なかでも、野球観戦が好きです。
プロだけでなく、夏には高校野球をテレビで楽しんでいます。
各外来、病棟の方に早く顔を覚えてもらえるよう頑張ります。

片道の距離 平成27年度 従来 引上げ額

2㎞以上5㎞未満 2,000円/月 2,000円/月 改定なし

5㎞以上10㎞未満 4,200円/月 4,100円/月 100円/月

10㎞以上15㎞未満 7,100円/月 6,500円/月 600円/月

15㎞以上20㎞未満 10,000円/月 8,900円/月 1,100円/月

20㎞以上25㎞未満 12,900円/月 11,300円/月 1,600円/月

25㎞以上30㎞未満 15,800円/月 13,700円/月 2,100円/月

30㎞以上35㎞未満 18,700円/月 16,100円/月 2,600円/月

35㎞以上40㎞未満 21,600円/月 18,500円/月 3,100円/月

40㎞以上 24,400円/月 20,900円/月 3,500円/月




