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医療法人羊蹄会

広報誌

Medical Corporation Youteikai Group

Nakagawa Taku

令和 4 年 8 月 1 日より医療法人 羊蹄会 理事長に就任する事に
なりました中川拓と申します。これまでも地域の方々のお役に立てる
医師を目指して奔走して参りましたが、今後は理事長としてより一層
精励する所存です。
就任にあたり当法人の歩みやこれまでの取り組みについて御紹介
させていただきます。
当法人は、創設者である前理事長中川浩により平成 7 年 1 月に中
川クリニック(岩倉市)としてスタートしました。その後、療養病棟である
アネックスようていや介護保険制度の制定に伴い岩倉東部デイサー
ビスセンターや介護老人保健施設るるどの泉岩倉を開設しました。平
成 16 年には中川クリニックからようてい中央クリニックへ名称を変更
し、平成 17 年には北名古屋市師勝医療介護施設群としてようていフ
ァミリークリニック・介護老人保険施設るるどの泉北名古屋・デイケア
センターしらゆりの里北名古屋を開設し、北名古屋市西春医療介護
施設群・名古屋市藤が丘医療介護施設群・平成 31 年には小牧ようて
い記念病院を開院しました。その運営の基本理念として地域の方々
へ安心と信頼を与えられるように努力し、安全で良質な医療を提供、
医療人として誇りと向上心を持って行動することを掲げています。昨
今、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の猛威に直面し経済・産
業が著しく影響を受けることとなりました。羊蹄会として、運営理念に
則り地域における新型コロナウイルス感染症に対するワクチン接種
の普及や発熱外来に対し職員一丸となって取り組んで参りました。
そして今後、少子高齢社会がますます進み、若者が減り介護が必
要な高齢者の方が急速に増加する見込みです。羊蹄会として、より深
く地域の方々と繋がり地域医療・介護において社会的役割を果たして
いきたいと考えています。まず、現在の社会を支える現役世代の健康
管理として企業健診や各種の市民健診といった健診事業への取り組
みをより一層行っていきます。癌や生活習慣病の予防・早期治療は、
今や国を挙げて取り組むべき課題となっていますが、その受診率は
依然として高いとは言えません。そのため地域の健診受診率の向上
や二次健康診断該当者の方への受診を積極的に推奨していきます。
次に、医療・介護を必要とする状態になった時にできるだけ地元地
域で効率良くサービスを受けられ、社会復帰・適切な療養環境を提供
できるように医療・介護の連携を強化していきます。しばらく医療は医
療機関、介護は介護事業所と各々でサービスが提供されてきました。
しかし、要介護度が上がる程に医療必要度は増し、両者を組み合わ
せたサービスの提供が必要不可欠となっています。近年、国は医療
費を抑制し介護分野での人材不足も深刻化している状況です。両者
を効率良く組み合わせた事業展開が必要であり、できる限り良質な医
療・介護を提供する事が私の使命であると認識しています。
今後も世の中の時流に沿い変化に柔軟に対応出来る様に取り組
んで参ります。羊蹄会の全スタッフが一丸となって地域の皆様が安
全・安心して過ごせる様に力を尽くしていきます。
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会長就任挨拶
会長

中川

浩

「自分の信念を貫いてまいりました」
医療法人羊蹄会は平成７年１月に岩倉市に中川クリニックを開設し、産声をあげました（法人化は平
成９年 12 月）。開設以来、患者様・利用者様の目線に立って、安心・安全を提供させていただき、信頼い
ただける医療法人となるように努めてまいりました。
外来だけのクリニックから始まり、病棟、介護老人保健施設、通所リハビリテーション、通所介護、居
宅介護支援事業所、サービス付き高齢者向け住宅、そして平成 31 年 4 月には小牧ようてい記念病院の
開設に至りました。急激に医療機関や施設を増やしていったと思われがちですが、地域住民の方や患
者様の言葉に耳を傾けて、その地域に必要な施設を必要な分だけ増やしていった結果です。
私の目指したものに選択ができる医療・介護があります。生まれ育った環境はそれぞれ異なるのに、
病気になったり、介護が必要になったりしたら、同じ施設で同じ時間の過ごし方をする個性がない生活に
なっていました。選択肢のある住まいを作ることができ、ダイヤモンド社の高齢者住宅ランキングで日本
一の住宅に選ばれたことにも良い思い出です。

介護付き高齢者向け住宅
るるどの風西春

サービス付付き高齢者向け住宅
ロイヤルレジデンスるるどの風藤が丘

私は一線から退き、中川 拓に理事長を委ねます。新理事長は、新しい目線で羊
蹄会を変革していってくれます。よい法人とするためには、皆さまからの叱咤激励
が不可欠です。ご意見を反映させて、更に信頼していただける羊蹄会になるように
努めていってくれると確信しています。これからも羊蹄会へのご支援をよろしくお願
いします。

小牧ようてい記念病院 セミナー
ようていファミリークリニック セミナー

小牧ようてい記念病院 竣工式
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よ う て い か い

羊 蹄会 の あゆみ

中川クリニック

1995.01

中川クリニック開院

1998.04

老人デイケアセンターしらゆりの里開設

1999.04

岩倉東部デイサービスセンター開設

2009.10

シルバープランてんとうむし開設

2004.04

アネックス病棟(岩倉)開設

デイケアセンターしらゆりの里

アネックス病棟(岩倉)

2002.09

介護老人保健施設るるどの泉(岩倉)開設
リハビリセンター併設

介護老人保健施設るるどの泉(岩倉)

2004.02

｢中川クリニック｣から｢ようてい中央クリニック｣に名称変更

2004.04

デイサービスセンターしらゆりの里師勝開設

2005.06

北名古屋師勝医療介護施設群開設
・ようていファミリークリニック
・アネックス病棟(北名古屋)
・介護老人保健施設るるどの泉北名古屋
・デイケアセンターしらゆりの里北名古屋

北名古屋師勝医療介護施設
群

デイサービスセンター
しらゆりの里師勝

2009.12

デイサービスセンターしらゆりの里九之坪開設

2010.03

あかいてんとうむしケアプランセンター開設

2011.09

デイサービスセンターしらゆりの里豊山開設

2012.12

北名古屋西春医療介護施設群開設

デイサービスセンター
しらゆりの里九之坪

・ようてい健康増進クリニック
・介護付き高齢者向け住宅るるどの風西春
・デイケアセンターしらゆりの里西春

北名古屋西春医療介護施設群

2013.04

デイサービスセンター
しらゆりの里豊山

名古屋市藤が丘医療介護施設群開設
・ようていファミリークリニック藤が丘
・サービス付き高齢者向け住宅
ロイヤルレジデンスるるどの風藤が丘
・デイケアセンターしらゆりの里藤が丘

名古屋市藤が丘医療介護施設群

デイサービスセンター
アクティブしらゆりもりやま

2017.02

デイサービスセンターアクティブしらゆりもりやま開設

2017.10

岩倉市医療介護施設群 リニューアルオープン
・ようてい中央クリニック
・介護老人保健施設るるどの泉（岩倉）

2019.04

小牧ようてい記念病院開設
小牧ようてい記念病院デイケアセンター併設

小牧ようてい記念病院

ようてい中央クリニック

医療通信

を丈夫にして
健康に長生きを

小牧ようてい記念病院
整形外科部長 伊藤 靖

🦴骨粗しょう症はどんな病気
骨の強度が低下して、骨折しやすくなる骨の病気を「骨粗しょう症」といいます。骨粗しょう症の主な原因は、
「加齢」「閉経」「その他」です。骨密度は２０歳頃にピークに達し、40 歳代くらいまでは維持できますが、その後
は徐々に低下します。閉経すると骨密度を維持する働きがあるエストロゲンという女性ホルモンの分泌が減少
します。そのため女性は加齢に加えて閉経に伴うエストロゲンの減少により骨密度が急激
に低下し、骨粗しょう症が起こりやすくなります。喫煙、多量飲酒、過度なダイエットなども
骨の健康に悪影響を及ぼします。がんや脳卒中、心筋梗塞のように直接的に生命をおび
やかす病気ではありませんが、骨粗しょう症による骨折から、介護が必要になってしまう人
も少なくありません。骨粗しょう症は痛みなどの自覚症状がないことが多く、定期的に骨密
度検査を受けるなど、日頃からチェックが必要です。

🦴骨粗しょう症により折れやすい部位
骨粗しょう症により骨折しやすい部位は、背骨、脚の付け根（大腿骨近位部）、手首（橈骨遠位端）、腕の付け
根（上腕骨近位端）です。背骨は最近テレビでしばしば耳にする「いつのまにか骨折」を起こす部位で、痛みを
感じなかったり、単なる腰痛として見過ごすことにより,その周囲の骨にも負担がかかり連鎖的骨折につながる
ため、早期発見・早期治療が重要です。腰が曲がることによる姿勢の悪化、運動機能の低下、胃もたれなどに
よる食欲不振も生じます。また大腿骨近位部は骨折すると歩行が困難になり、要介護状態になるリスクが高く
なる骨折部位です。

🦴骨粗しょう症の治療
骨粗しょう症の治療の目的は、骨折を防ぐことです。そのためには骨密度を増やして骨を丈夫にすること、骨
折の原因となる転倒をしない体づくりが大切です。治療の基本は運動と食事の改善で、必要に応じて薬を使い
ます。
カルシウム

ビタミンⅮ

🦴骨粗しょう症と健康寿命の関係
日本は世界でもトップクラスの長寿国ですが、日本人の平均寿命と健康寿命の差を比べる
と、男性は約 9 年、女性約 12 年もの差があります。骨は私たちの体や日常の活動を支える大切
な器官です。骨粗しょう症を予防し、骨を健康に保つことは、健康寿命を延ばすことにもつながる
のです。丈夫な骨を作り、健康に長生きしましょう。

ビタミンＫ

小牧ようてい記念病院 新任看護部長のご紹介
小牧ようてい記念病院 看護部長

令和 4 年 4 月より看護部長となりました長谷川しとみです。よろしくお願いいた
します。
医療法人羊蹄会の基本理念に共感し、私はこの病院を第 2 の人生のステージ
に選びました。医療人の基本である「患者の視点に立つこと」「患者さま本位であ
ること」そして「信頼される安全で良質な医療を提供するために向上心を忘れないこと」組織が変わり、病院の
機能が変わっても変わることのない大切なものです。
少子高齢化社会の進展を止めることはできません。コロナの影響を大きく受け社会が変化したように、今後
の医療情勢も社会の変化で大きく変わっていくと思います。それに合わせて、先読みして変わることが組織に
は求められます。常に羊蹄会の基本理念を念頭において、職員ひとり一人が誇りをもって働くことができる組織
に変えていく必要があります。その一翼を担っていきたいと決意しております。

病 院 トピックス
小牧ようてい記念病院の
Instagram アカウントを
開設しました
スタッフが働く様子・院内の雰囲気・最新情報など
当院をより身近に感じていただける情報を発信し
ていきます。ぜひフォローしてください！
フォローは QR コード・もしくは検索から

小牧ようてい記念病院

事業推進課の

診察医のご案内

健診のすすめ！

ようてい中央クリニック

午前

内科

9:00～12:00

整形外科

午後
4:00～7:00

溝口

内科

ようていファミリークリニック

午前
9:00～12:00

内科

午後
4:00～7:00

どんな大きな病気でも、はじめは「ちょっ
と調子が悪いだけ」と感じる程度から。
しかし、その「ちょっと」こそが「未病」とい
われる状態で、病気になる前の状態を指
柳澤
します。「未病」の内に身体の不調を見つ
け、治療へ繋げていくことも健康診断の目的となります。
定期的な健康診断で「未病」を見つけ、生活習慣病やがん
にならないように心掛けましょう！
事業推進課では健康診断を希望される方や
企業様へ健康診断のご案内や日程調整など、
様々なサポートをさせて頂きます。
どうぞ気軽にご相談ください♪
近藤
◆◆◆ 健康診断・人間ドックのお問合せ先 ◆◆◆
医療法人ようてい会

事業推進課まで

Tel 0 5 8 7 - 6 6 - 6 6 5 5
「健診の件」でとお伝えください

こんな時ご相談ください
◆
◆
◆
◆
◆

家族の介護で困っている
生活の介助や見守りが必要になってきた
認知症のような症状がでてきた
介護サービスを使いたいが、手続きがわからない
現在の介護サービスに満足できない

シルバープランてんとうむしはお一人おひとりに
あったケアプランを作成し充実した在宅生活を過ご
していただけるよう努めています。
ご相談は
居宅介護支援事業所

シルバープランてんとうむし

0587-66-6655

月

火

水

木

金

土

芳野
中 川拓

芳野

芳野
成田
宮田眞

芳野

河田
笠原
宮田眞

芳野

芳野

芳野

菱田
芳野
宮田雅

吉田
笠原

内科
整形外科

ようてい健康増進クリニック

火

水

木

金

土

河田
笠原

河田
笠原

河田
笠原

芳野
中 川拓

告野
笠原

久野
伊藤

菱田
河田
多和田

河田
橋本

5:30～7:00

笠原
鈴木雄

河田

菱田

月

火

水

木

金

土

長谷川

長谷川

長谷川
中 川拓

長谷川

長谷川

長谷川

豊泉

堀米
鶴澤

鶴澤

鶴澤

鶴澤

午後

内科

長谷川

長谷川

長谷川

4:00～7:00

小児科

鶴澤

笠原
鶴澤

今津

第1・3・4・5週

新型コロナウイルスの終息が見えずモヤモヤした日々
が続いていますが、いかがお過ごしでしょうか。

ちょうど１年前は東京オリンピックの真っ最中でした。コロナの中での開
催に疑問視されることもありましたが、国内外のアスリートからすばらしい
感動を与えられたことを記憶しています。２年後にパリオリンピックが開
催されますが、平和の祭典としてより多くの国が参加できるように世界情

小児科専門医 小児科専門医
代務
代務

長谷川

月

火

水

木

金

土

宮田雅

宮田雅

宮田雅

宮田雅

宮田雅

宮田雅

中 川拓
第2週

小牧ようてい記念病院

午前
9:00～12:00

内科

月

火

水

木

金

告野
鈴木淳

吉田
中 川拓

告野
坂本

告野
中 川拓

吉田
関

赤井

第1週

午後

1:00～4:00
2:00～5:00

特殊外来

内科

寺嶋
痛み

痛み

尾張

笠原

整形外科

白井
リハビリ

関

鈴木淳
伊藤

尾川
橋詰

伊藤
痛み

牛田

吉田

白井

西川
第2週

消化器 井上 糖尿病 鈴木淳

宮田雅

告野
伊藤

【岩倉市医療介護施設群】
ようてい中央クリニック
デイケアセンターしらゆりの里（岩倉）
介護老人保健施設るるどの泉（岩倉）
シルバープランてんとうむし

℡0587-66-5133
℡0587-38-2223
℡0587-65-7577
℡0587-66-6655

【北名古屋市師勝医療介護施設群】
ようていファミリークリニック
デイケアセンターしらゆりの里北名古屋
介護老人保健施設るるどの泉北名古屋

℡0568-80-7124
℡0568-80-7131
℡0568-80-7130

【北名古屋市西春医療介護施設群】
ようてい健康増進クリニック
デイケアセンターしらゆりの里西春
介護付き高齢者向け住宅るるどの風西春

℡0568-23-3355
℡0568-23-3337
℡0568-23-3633

【名古屋市藤が丘医療介護施設群】
ようていファミリークリニック藤が丘
デイケアセンターしらゆりの里藤が丘
サービス付き高齢者向け住宅
ロイヤルレジデンスるるどの風藤が丘
デイサービスセンター
アクティブしらゆりもりやま

℡052-771-6688
℡052-771-6622
℡052-771-6665
℡052-726-5537

【北名古屋市サテライト】
℡0568-25-7622
℡0568-27-2611

【豊山町サテライト】
デイサービスセンターしらゆりの里豊山

℡0568-29-1113

【小牧ようてい記念病院】
小牧ようてい記念病院
℡0568-65-7517
医療相談室
℡0568-65-7515
小牧ようてい記念病院通所リハビリテーション ℡0568-65-7512
よ う て い かい

勢が好転することを望んでいます。

医療法人 羊

ご自身の健康管理をしっかりとして暑い日々を乗り切っていきましょう。

【本部】愛知県岩倉市曽野町郷前 17 番地

（文責 山田 靖）

土
橋本

膠原病・リウマチ

松井 第1・3・5週
鈴木淳 第2・4週

春日井
整形外科

デイサービスセンターしらゆりの里師勝
デイサービスセンターしらゆりの里九之坪

編集後記

河田
宮田雅

菱田

小児科

内科

第2・4週

第2週

内科

9:00～12:00

田中

第1・4週

豊泉

午前

午前

菱田

芳野

月

9:00～12:00

ようていファミリークリニック藤が丘

消化器内科
医師

河田
笠原

美容形成
整形外科

2022.4 より

R3 年 8 月より

蹄会

ＴＥＬ：0587-66-6655
ＵＲＬ：http://youteikai.com
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