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表紙写真にご協力いただいた
課職員のみなさん

記　広報企画担当：亀倉

　広報誌『心の笑顔』久々の刊行となりましたが、今号
では 2021 年のはたのグループの「新たなる動き」を
特集いたしました。こうして振り返ってみると、様々な事に
取り組んできたのだなと実感いたします。
　2021年もコロナ禍という状況ではありましたが、動きを
止めることなくチャレンジし続けていることに、はたの
グループの一職員として誇りに思います。
　新一万円札に載る渋沢栄一さんの残した言葉の中に

「不自由を世の常と思わば、別に苦情も起らなければ、
下らぬ心配も起るはずがない。かくてその志すところの
事に従うがよい」という言葉があります。
　まさに、この言葉のようにコロナ禍でいろいろと制限の
多い世の中ではありますが、それを理由に動きを止める
ことはせず、はたのグループの目指すべき『心の笑顔』の
創造に向けて、チャレンジし続けていければと思います。

　毎週水曜または木曜を見学説明会の日と
していましたが、希望者の方がより参加しやすく
なるように、曜日にかかわらず随時受け付け
いたします。
インターネットまたはお電話でご予約ください▼

にこにこパン工房の思わず笑顔になる「おいしいパン」をご用意
してお待ちしておりますので、ぜひお立ち寄りください！

［お問い合わせ：TEL 0463-88-0080］

生活介護事業所はみんぐ
見学体験会随時開催中！

第２回「ISEHARAパン祭」
にこにこパン工房出店いたします！

　利用者募集中！
見学体験会随時受け付けています！
お気軽にご連絡ください▼

［お問い合わせ：TEL 0463-75-8626］

販売期間

1/4(火)～1/6(木)

日　時

1/23(日)
［10：00 ～15：00］

場　所

伊勢原市
総合運動公園

はぁとすまいる「福袋」
販売いたします！

￥800(税込)

所在地
秦野市三屋131番地

発行責任者
秦野病院 経営企画課

栢沼 庸平
病棟看護師 主任

江村 大
秦野病院 副院長

福島 義之
病棟看護師長

弘井裕美子
病棟看護師主任

お
早め

にお買
い求めください

❶食パン

❷ラスク

❸次回使える
　30％off チケット

❹お好きなパンを
　4個選べるチケット
　(※一部のパンを除く )



❷ 生活介護事業所はみんぐ 開設

はみんぐの特長・説明

ストレス解消や爽快感、シェイプ
アップの効果、精神的な安定や
機能回復も期待できます。

土・日曜日も開所する事で他機関が
開所していない時に利用ができて、
ご家族の負担軽減や活動する日も
増加します。

キックボクササイズ(ストレス発散)、
ファンクショナルトレーニング(身体
機能向上)、ヨガ・ピラティス(精神
安定)等、プログラムを実施。

１運動療法 2 土曜日・日曜日も開所 3 ３つのプログラム

　「生活介護事業所はみんぐ」は新たな障害

者福祉の形となる、生活介護と運動療法を

組み合わせた日本初の福祉サービスとなって

おります。生活介護にフィットネスを取り入れ

ることで、脳によい刺激を与え、体力の向上

と心身の健康を保つことを目的としていま

す。また個人ではなくグループレッスンを行う

ことで他者への理解も深まり精神症状の改

善も狙っています。

　「身体機能の維持・向上」「自立の促進」

「社会性、協調性、自主性の向上」が期待

されますので、定期的に通所することで

日々の生活の向上を見込んでいます。

　実際のプログラムではキックボクササイズ

やファンクショナルトレーニング、ヨガ・ピラ

ティスを通してご利用者様はもちろん、スタッフも

ともに健康で楽しく過ごせる事業所にしてい

きたいと思います。

ご挨拶

はみんぐホームページは
こちらからアクセス ▼住 所：

T E L ：

U R L ：

神奈川県秦野市三屋124　(秦野病院ケアセンター内)

0463‐75‐8626

ht tps ://www.hatanohp.o r. jp/ l i fe - care -hamingu/

随時見学体験会実施しております。お気軽にご連絡ください。

※詳細は、お問合せください。
渋沢駅

カルチャーパーク 水
無
川

秦野
病院

秦野駅

246

　精神科急性期治療病棟とは、精神症状（うつ病、統合失調症、認知症等）の急性期に集中的な治療を行うことにより３ヵ月

以内での退院を目指す短期集中の治療病棟です。

　急性期症状の鎮静を最優先に心身安静に努め、患者様の症状や状態を理解・把握し、症状に合った様々な治療を行っていきます。

安全で安心出来る環境と手厚い看護の中で、適切な薬物療法、医師による精神療法を実施し、また、作業療法士、公認心理師、

管理栄養士、精神保健福祉士など多職種からなるチーム医療を展開することで、退院後の社会復帰を視野に入れながら

３ヵ月以内の早期退院を目指します。

　また、急性期症状の方だけでなく、休息目的での入院（レスパイト入院）などの受け入れも行っております。

精神科急性期治療病棟とは？

 ❶秦野病院 病院の変革に向けて
「変革の第一歩～精神科急性期治療病棟開設～」

副院長  江村大

ご挨拶
　私が秦野病院に着任して約８ヵ月が経ちました。
今年度から精神科急性期治療病棟を立ち上げる
ということで、私の多少の経験が何かのお役に
立てればと、病院側からの要請に応える形でやって
参りました。
　前年度から準備に関わらせて頂き、ようやくこの
８月から運用が開始されましたが、立ち上げると
なるとまた今までと勝手が違うことも多く、戸惑う
ことも多々ありました。
　それでようやく軌道に乗ってきた感もあり、今は
少しホッとしています。
　当面はこの状態を維持し、いずれは急性期治療
病棟１（現在は急性期治療病棟２）を目指せれば
と考えています。

　以前のことはあまり分からないので比較は
できませんが、急性期だけでなく病院全体として、
病床の効率的な運用はできているのではないか
と思っています。
　また、よりよいチーム医療を行うためにシステム
に手を加えることで、入院治療の流れもだいぶ
分かりやすくなったのではないでしょうか。
　とはいえ、各所の人員不足・処方のスリム化・
行動制限の最小化・他の医療機関との連携など
まだまだ課題もたくさん残されていると思い
ます。なかなか一気にとはいきませんが、よりよい
治療環境・労働環境にするために今後も取り
組んでいきたいと思いますので、ご協力の程
よろしくお願い致します。

2021年はたのグループ「4つのムーブメント」特集

　「はたのグループ」の今年一番のトピックスは精神科急性期治療病棟の開始です。秦野病院の2病棟がすでに急性期病棟
的な運用をしていましたが、本年8月から正式に運用開始しました。これまでにも検討してきたことではありますが、入院期間の
制限など当院の治療スタイルに合わないのではないかという懸念から見送ってきました。しかし、疾患に対する早期介入、
早期治療を目指すことは、より地域のニーズに合ったサービスに繫がると考え精神科急性期治療病棟の開設に踏み切りました。
　次に大きな事業としては「生活介護事業所はみんぐ」です。これまで私たちのグループで関わっていなかったサービス
ですが、より多くのユーザー様に利用して頂きたいという思いから開設しました。この施設はこれまで「就労移行支援事業
所りんく」が入っていた場所に設置し、「就労移行支援事業所りんく」は渋沢駅前に場所を移動しました。りんくは、これま
でより利便性が良くなりましたので、より多くの方々に利用して頂きたいと思います。
　最後に成和会「にこにこパン工房」のリニューアルオープンです。店内を全面改装すると共にパンの素材を一から見直し
さらに美味しくなりました。利用者の皆様が、活動するスペースも充実し、より一層活気ある事業所になっています。
　医療・福祉・介護一体となってよりよいサービス提供を目指して参ります。これからも「はたのグループ」をよろしくお願い
いたします。 秦野病院 院長　笠原友幸

はたのグループの今年度の動き

▼障害のある方を
対象とした障害福祉
サービスで、障害者
の社会参加、自立の
促進、生活の改善、
身体機能の維持向上
などを目的に、日中
活動の場を提供いた
します。
障害支援区分３以上
（※50歳以上の場合
区分２以上）の方が
利用対象となります。



❸ 就労移行支援事業所りんく 駅前移転 ❹にこにこパン工房 フルリニューアル

リニューアルのポイント

　2015年1月秦野病院ケアセンター開設と同時
に「就労移行支援事業所りんく」が誕生して
もうすぐ7年が過ぎようとしています。
　その間、年間平均7.8名の就職者を輩出し、
合計で53名の方を就職に結びつけることができ
ました。特に、コロナ禍で就職が厳しい中でも、
今年4月から現在までの間に10名を就職に
結びつけられたことは、一事業所当たりの年間
全国平均就職者数が3.7人であることを見ても、
「りんく」の実績は特筆すべきものだと思います。
　就労移行支援事業所は、利用者様の「一般
企業で働きたい」という思いを実現させる場所
です。しかし、「りんく」では就職はゴールや目的
ではなく、自己実現を目指し、就労を通じて

モチベーションをもって楽しい人生を送るための
スタートと考えています。そのため、就職後も利用
者様への直接的な支援に加え、事業主や職場の
従業員様に対しても、職場適応に必要な助言や
職務の再設計及び職場環境の改善を提案しな
がら就労が継続できるように支援しています。
　そこで、一人でも多くの障害をお持ちの方に
就労を通した人生の楽しさを経験していただきたい
思いから、利用者様の利便性が高く、より通いやす
い環境を求めて、今般渋沢駅前に移転しました。
　また、移転に合わせて、利用者様がより就職
しやすくなるように内容も一部変更しました。更なる
発展を目指してスタッフ一同やる気に満ち溢れて
います。「りんく」の今後の活動にご注目を！

ご挨拶

りんく管理者  石川雅一

　決して楽な道のりではなかった。
　なぜ？どうして自ら暗黒の世界へ光を求めよう
とするのか…。
　数百億年前、宇宙を作りだしたビックバン。
　暗い宇宙の中に時を経て青く美しい星地球が
誕生しました。
　そう。改装とはビックバンなのです。
　改装し新しい取り組みに全員、悪戦苦闘の毎日
です。思い通りに行かない日々。できない自分に
怒りを覚え、膝を抱えて泣いた夜もありました。
　それでも光を求め、見直し、改善、迷走、破壊、
再生を繰り返し、未だに模索が続きます・・・。

　あなたの笑顔が見たいから。それだけを原動力
としながら。
　いつか…青い地球のように「にこにこパン
工房」が清水町の、秦野のオアシスになる事を
夢見て、実現していきます。
　今回一番改装できたのはスタッフの心かも
しれない…

　――誰かがささやくよ
　――ねぇねぇ、頑張って疲れない？
　――僕は言う
　――疲れたら休むさ～

改装を回想

にこにこパン工房管理者  屋嘉比康次

りんくのリニューアルのポイント

渋沢駅から徒歩２分という好立地
になり、公共交通機関を利用して
通いやすくなりました。

離職間もない方などに対して、必要な訓練を
短期間で提供するコースを新設しました。

ホワイトボードとして、大型ディス
プレイとして、そしてバーチャルな
臨場体験ツールとして導入。

１通いやすくなりました！ 2 短期コースを新設
短期間での就職を徹底サポート！

3 デジタルホワイトボード導入！

りんくホームページは
こちらからアクセス ▼住 所：

T E L ：

U R L ：

神奈川県秦野市柳町1丁目16‐１　Tビル2階

0463‐88‐0080

ht tps ://hatano - l ink .com

毎日見学説明会を開催しております！また、オンラインでの説明会

も行っております！お気軽にお問い合わせください。
渋沢駅
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柳町 曲松渋沢駅入口

郵便局

Tビル

にこにこパン工房
ホームページはこちら ▼

にこにこパン工房
インスタグラムはこちら ▼住 所 ：

T E L ：

U R L ：

神奈川県秦野市清水町9-24

0463-84-5556

ht tps ://n ikon ikopankoubou . jp

インターネットからの焼き立て予約も

実施しております！
秦野駅

水無川

秦野
市役所

秦野市立本町中学校

就労移行支援
事業所とは？

▼ 就労移行支援
事業所では、就職
前訓練、就職活動、
就職後のサポートを
一貫して行っており
ます。
一般就労を希望する
18歳 ～ 65歳未満
の障害のある方を
対象とした障害福祉
サービスとなります。

「地域の皆様に
　愛される
　『楽しいパン屋』
　を目指して」

就労継続支援
B型とは？

▼障害のある方に、
「働く場」を提供する
サービスとなります。
病状や年齢、体力
などの理由から一般
就労が困難な方を対
象に、軽作業等の
お仕事を通して就労
支援を行います。



生活介護

コロナ禍が明けた後に、
旅行に行きたい場所はどこですか？

今回、アンケートを集計していて「実家へ帰省したい」
「遠方の家族に会いにいきたい」といった回答があった
ことに驚きました。
感染者数は減少してきてはいますが、まだまだ大手
を振って遠方には行けない状況が続いているんだなと
あらためて思いました。
早くコロナ禍が明けることを祈るばかりです。

・おいしいものを沢山食べに行きたい。
・まだ見たことのない所へ行きたい。
・壮大な大地を車でドライブしたいです。

北海道 15人

・毎年子供の誕生日に泊まりで行くのが恒例だったので。
・あの雰囲気が大好きだから。
・ストレス解消。

ディズニーリゾート 12人

・常夏の中でゆったりとしたの時間の流れに浸りたい。
・景色も良く、バカンスに最適！
・綺麗な海をみたい。

ハワイ／沖縄 １0人

非日常を感じられる場所で
リフレッシュ !

北海道
ディズニー
リゾート

ハワイ

沖縄

実家・お墓参り
大阪
箱根

京都

アメリカ
特になし

遠方の友人に
会いに

韓国 温泉

その他
13%20%

10%

8%

8%
8%7%

4%
4%

4%

4%
3%
3%
3%

・

医療福祉に関する総合相談窓口はこちらです。外来受診から入院の調整、退院後の療養生活に
わたり、様々な方からの相談を受け、問題解消やサービス・環境調整を行っています。
どこに相談すればよいか分からない場合、こちらの部署にお問い合わせください。

一番最初に相談する窓口になりますので、患者様やご家族様の不安感を軽減し、安心感を与え
られるような対応を心がけています。経験豊富な精神保健福祉士が、お悩み・お困りごとについ
て、丁寧にお話しを伺います。

初回面談や電話相談、カンファレンス、入退院調整などで、いつも院内 PHS は鳴りやまず、
少数精鋭のスタッフが病院内を駆け回っています。

うつ病やうつ状態でお仕事を休職されている方が、職場復帰に向けリハビリテーションを行う
施設です。プログラムを通して病気について学んだり、休職原因の振り返りなどを行います。

様々な職種が集まっているため、色々な悩み・問題に対応できることです。スタッフは前向きで、
困難なことがあっても皆で協力しながら粘り強く取り組みます。「より良いものにしよう」とする
貪欲さがとにかくすごい！

スタッフは戦隊ヒーローさながらに使命感を持って各自が仕事に取り組んでいます。
それぞれ異なるキャラクターの持ち主ですが、互いを補い合いながら楽しく仕事をしています。

HOSPITAL
TREATMENT

OUTPATIENT
TREATMENT

EMPLOYMENT
SUPPORT

趣味は将
棋と

総合格闘
技を観る

ことです
。

将棋は奥
深さ、

格闘技は
迫力が魅

力的です
。

成和会所属

海澤 徹 KAIZAWA TORU

医療法人社団  秦和会 就労移行支援事業所りんく  主任
職業指導員 / 精神保健福祉士

仕事の楽しさは何ですか？
利用者さんとの関わりの中で役に立てたかな
と感じる瞬間は嬉しくなります。

はたのグループの良さは？
皆優しく、気さくに接してくれるところかなと思います。

最後に皆様に一言どうぞ
好きな事は猫自慢です。自慢させてください。

海澤はるです！

秦和会所属

井上 礼奈 INOUE AYANA

医療法人社団  秦和会 秦野病院
外来看護師  主任

仕事の楽しさは何ですか？
外来に来られた患者さんやご家族の方が
笑顔で帰って行かれる姿を見た時は、
本当に喜びを感じます。

はたのグループの良さは？

最後に皆様に一言どうぞ

病棟や他部署の方とも話しやすく、優しくてあたたかい、
アットホームな雰囲気です。

来て下さる患者様に寄り添える看護を心掛けていきます！

休日は

ウォーキ
ングをし

たり、

新しい料
理にチャ

レンジし
てます。

（お勧め
があった

ら

是非教え
てくださ

い）

石川佳純選手に
似ていると言われます！


