あなたと大雄会のコミュニケーションツール

発行者 伊藤伸一
編集

広報室

編集協力 H I P コーポレーション

SPECIAL

大いなる飛躍に向けて、
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新しい医療の時代に向けて、
今から必要なことがあります。

医療法人大雄会
理事長
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大雄会クリニックオープン
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法人内の外来機能をより明確にします。
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平成16年は大変暖かく穏やかな一日で始まりました。
そんなポカポカ陽気の中、アウン新年祝賀会では伊藤
理事長が皆様に、ご挨拶をさせていただきました。ア
ウンも元旦の日和のように暖かく、穏やかな一年を皆
様と一緒に過ごしていきたいと願っています。皆様、
よろしくお願いいたします。
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いよいよ大雄会の中核であった南館
の取り壊しが始まりました。寂しく
編集部より もありますが、3 月は第一病院の病
院機能評価認定更新の審査や入職式
と重要な予定が控えています。気持ちを引き締めて業務
に取り組みたいものですね。ＹＯＵ報も次号からリニュ
ーアル。私たちも気持ちも新たに情報誌を制作していき
ます。今後とも皆さんのご協力をお願いいたします。
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私たちは、患者さま中
心で良質の医療を提供
するために、右の項目
を理念として掲げ実践
します。
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