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Happy New Year

2022

謹賀新年
輝かしい新 春を迎え
皆様のご 清福をお 祈り申し上げます
本 年も何 卒よろしくお願いいたします
令 和四年

元旦

学校法人 群馬パース大学

2022 年1月 第17号

だより

医療法人社団 ほたか会
株式会社 ヴィラージュ
株式会社 サフラン
社会福祉法人 パースの森
株式会社 パース四方木

その「何かが」は、
・・・分かりません！！
ただ言える事は、果てしない夢である教育に我が人生を賭け、
そのもとで多くの理解者と多くの仲間そして、多くの同志たちを得ました。
その彼らが巻き起こしてくれる「何か？」だと確信しています。

PAZ Group 2022

PAZグループに、大きな「何かが」始まる気配を感じています。

新 年 の ご 挨 拶

「一生懸命に努力し、一所懸命に守り」続けて45年、時を重ねた2 022年春、

2022 年（ 令 和 4 年 ）
新年あけましておめでとうございます。
私は今、大学創りは「男の最高の道楽」と故奥田佳朗病院長に
褒め称えらえたことを改めて男冥利だと喜んでいます。
この道楽をさらに磨き上げるため「医療・教育・研究」の循環を、
徐々に、素早く、時に急いで刷新していかなければならないと
思っています。
教育とは、終わりのない道を進むようなものです。
言い換えれば、そこに懸ける橋は
若者たちの幸せな日々のためのものにすることです。
それを止めないためには、樋口時計の振り子から
PAZ時計の振り子にバトンタッチさせ、
休まず動き続けさせる・・・という継続が必要です。
今後も皆様方のご支援ご理解をお願い申し上げます。
本年もよろしくお願いいたします。
2022年（令和4年）1月 元旦
PAZグループ総長
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教育
群馬パース大学
群馬パース大学大学院

医療・福祉

育

研

〜人には生命ある限り希望がある〜

群馬パース大学福祉専門学校

群馬パース病院

群馬パース病院訪問リハビリテーション

パース整形外科クリニック

パース通所リハビリテーション

こすもすクリニック

こすもすクリニック通所リハビリテーション

介護付有料老人ホーム ヴィラージュ尾瀬

武尊荘通所リハビリテーション

介護老人保健施設 武尊荘

パース訪問看護ステーション

特別養護老人ホーム 小野子ヒルズ

こすもす訪問看護ステーション

軽費老人ホーム ケアハウス沼田

パース居宅介護支援事業所

サービス付き高齢者向け住宅 カペラ

こすもす居宅介護支援事業所

研究
美郷医学研究所
株式会社パース四方木
群馬パース大学附属研究所

その他
株式会社サフラン
ＰＡＺグループ本部
ＰＡＺ資料館
フロール保育園

医療法人社団

Hotakakai

ほたか会

ようやく新型コロナウィルスの勢力が収まりつつありますが油断は禁物です。
2022年も元気に笑って過ごせるよう、
自分の身体は自分で知り、
自分で管理することが様々な
病気から自らを守る最善の方法です！
群馬パース病院では
「自分の基準値」
を知る事で小さな異変を見逃さない当院オリジナルの
『オーダーメイド基準値健診』
の素晴らしさを今年はもっと沢山の方々に知ってもらい、
自分の身体
の変化に気づき、安心した穏やかな日々を送って欲しいと心から願っております。

皆さんが受けている人間ドックや健康診断

の結果の『基準値』とは健康な人々の検査

データを統計学的に算出した数値のことを
指します。

たとえ基準値の範囲であっても

安心してはいけません！

増減幅が大きい場合は、病気が

隠れているかもしれないのです。

病気を未然に防いだり、
早期発見するには、

個人の検査値の変化を短期間で観察していく

ことがポイント！

つまり
「自分の基準値」
を知ることが、
とっても

重要なのです！
！

「オーダーメイド基準値健診」
は

我々が出来ることを積極的に取り組ん
でまいりました。

人間ドックは、全身を広範囲に検査すること

が出来ますが、基本的に年に一度の受診で

あるため、短期間内の小さな変化に気づき
難い点がデメリットとして挙げられます。

おススメは、
オーダーメイド基準値健診に、

3ヶ月ごとに自分の基準値を知る事が

できる当院オリジナルの健診です！

群馬パース病院では新型コロナウィル
ス感染症から地域の皆様を守る為に

医療法人社団 ほたか会
理事長 樋口 奈津子

1回目、2回目合わせて
法人全体で2756回
接種しました。

年に一度の人間ドックで全身を

広範囲に検査をする組み合わせです。

新型コロナウィルスの検査
を13分で行える検査機器
を導入し、
今までに255件の
検査を行いました。

利根沼田地区のワクチン接種
会場へ42名の看護師を
派遣しました。

若い頃はいろいろな医学領域に興味を持ち、沢山の
資格も取得しました。特に白血病やエイズ患者さんを
診療していた頃は臨床にかなりの力を入れていました。
しかし、40代半ばで教授となり、以後は管理関連の
仕事が中心となりました。
2021年4月より、久しぶりに診療の場へ復帰でき、
これからの人生後半は地域の患者さんのお役に立つ事
に力を注いでいきたいと思っています。

医療法人社団 ほたか会
https://www.hotaka.or.jp/

群馬パース大学と連携し最 新の検 査設備を有し、
健診センターを中心に「病人を作らない病院」を目指しています。

群馬パース病院
TEL.0278-52-3000㈹
介護老人保健施設 武尊荘
TEL.0278-52-2141㈹

パース整形外科クリニック
ケアハウス沼田

サービス付き高齢者向け住宅カペラ

TEL.0278-23-0678㈹

こすもすクリニック
TEL.0279-25-1384㈹

学校法人

Gunma Paz Daigaku

群馬パース大学
Message

あけましておめでとうございます。今年もリハ学部をよろしくお願いいたします。
昨年のリハビリテーション学部の開設は、地域社会に貢献する質の高い専門職としての理学療法
士、作業療法士、言語聴覚士の人材育成を目指したものでした。これは、
「Dum Spiro Spero」の基
本理念と「平和で公正な社会への発展」への貢献という建学の精神の実現に向けて、地域に根差
し社会に役立つこと、自分らしい生活や人生を送る権利の再獲得、といったリハビリテーションの
理念を大切にしていくものであります。生活の視点を人生へと広げ、人間として感性高く多様性を
受容することができる者を社会に排出したい、そんな思いでおります。その力が、医療現場や福祉
現場での実践、そして研究に活かすことができ、教育へとつながるものと信じています。ご支援の
ほど、よろしくお願いいたします。
群馬パース大学 リハビリテーション学部長

村田 和香

2021
1

2022

「学校法人群馬パース学園」から
「学校法人群馬パース大学」に法人名を変更しました

2

群馬パース大学1号館ANNEX《別館》竣工

3

群馬パース大学 リハビリテーション学部開設

3月11日

2021年度
卒業証書・学位記授与式、卒業式

4月1日

群馬パース大学

「看護学部」を設置、
「保健科学部」を「医療技術学部」に

【入学定員】理学療法学科：60名 作業療法学科：30名 言語聴覚学科：30名

名称変更し、3学部7学科となります

4

新型コロナワクチンの大学拠点接種の実施

5

学園祭「流星祭」
（ 大学）、
「 PAZ祭」
（ 専門学校）開催

4月7日

2022年度 入学式

「保健科学部」名称変更について（2022年4月） 【入学時と学部名が変更する学科・学年】
群馬パース大学では、
2022年度より
「看護学部」
の設置及び保健科学部を
「医療技術学部」
に名称変更します。
在学中の右記の対象学科・学年において、
入学時の学部名
（保健科学部）
が在籍中に変更
（医療技術学部）
されることとなります。

学校法人 群馬パース大学
https://www.paz.ac.jp/

学部名（変更前）
（現在）
保健科学部

対象学科

放射線学科

全学年

学部名（変更後）
2022年4月より

医療技術学部

臨床工学科
※看護学科に在籍中の全学生については学部名の変更はありません。

建学の精神

PAZは、平和を意味するポルトガル語、パース（PAZ）に由
来します。同時にPAZには、この3文字を頭文字とする
Pessoa（人々・人類）、Assistencia（保健・医療・福祉）、
Zelo（貢献・献身）の意味が与えられています。

群馬パース大学 群馬パース大学大学院
TEL.027-365-3366㈹

対象学年

検査技術学科

PAZ（平和） 平和で公正な社会の発展
Pessoa（人々・人類）
Assistencia（保健・医療・福祉）
Zelo（貢献・献身）

群馬パース大学福祉専門学校
TEL.0279-60-7010㈹

株式会社

Village

ヴィラージュ
Message

明けましておめでとうございます 。
昨年は、新型コロナウイルスワクチンの接種が開始し、また治療薬も開発がされており、ようやく落
ち着きがみられてきました。こうした中、今まで実践できていなかった取り組みや新たな試みが数
多く生み出されました。株式会社ヴィラージュも、入居者が生活しやすく、職員が働きやすい環境を
整えるため、新たな介護機器やIoT機器の導入を進めています。
今年は、入居者が健やかに元気で過ごせるように、住環境をより整えていき、誰からも選ばれる施
設の運営を行っていきたいと思います。
これからも引き続き皆様のご助力をよろしくお願いいたします。
株式会社 ヴィラージュ 代表取締役社長

2021

河上 暢利

2022

1 ヴィラージュ文化祭 1 スマートフォンを
9月26日〜9月28日の3日間文化祭を
開始しました。利用者様と職員の作
品を展示し、仮装しての記念撮影な
ど、久しぶりのイベントは大いに盛り
上がりました。

2 チャレンジウィーク
川場中学2年生の職場体験を受け入
れました。介護施設での仕事だけで
なく、救命救急や群馬パース大学福
祉専門学校の講師による認知症研修
も受講し、福祉の仕事について学ん
でいただきました。

株式会社 ヴィラージュ
https://www.kk-village.co.jp/

美しく 健やかに 元気で老いる
介護付有料老人ホーム

ヴィラージュ尾瀬
TEL.0278-52-3333

活用した
ICT・IoTシステムとの
連携推進

2 群馬パース大学との

連 携による利用者の
健 康 管理向上

社会福祉法人

パースの森

2021

Paz no Mori

1 勤怠システム導入・P C交 換で
仕事がスムーズに

4月から勤怠システムを導入し、
勤務の管理を行っています。
10
月には全 館P Cを交 換しまし
た。記録や情報処理がスムー
ズに行えるようになりました。

2022

1 非常時 、災害 時の対応で被害等を
最 小限に食い止めることを

目的としてB CM ※の5つの構 築を行う
※BCM（事業継続マネジメント）

1
■自らの法
人を理 解・分析をする

人命優先、
顧客のサービス提供の維持、
地域社会への貢献
2 緊急時における影 響を予測する
■

顧客、職員、利益や売上、取引先との信頼、

2

開設当時の 白 がよみがえる
10月に清掃業者によるワック

関係法令や遵守の把握
3 対 策をもとに計画を作成する
■
●

ス掛け清掃が行われました。

災害時に適応した計画やマニュアル

●

円滑な指揮命令系統や連絡手段対応

入居者様と共に過ごしてきた

●

データのバックアップ、訓練計画、更新計画の実施

歴史の刻まれた床が、開設当
時の輝きを取り戻しました。

3 コロナ禍でも納 涼祭
8月に納涼祭を行いました。
コロナ禍のため規 模を縮 小
しての開 催でした が 職 員と
入 居者様みんなで 楽しい時
間を過ごしました。

4 職 員への浸 透を図る
■

BCP勉強会や研修の定期的な実施
5 対応 策のレビューをし、
■
実地に合わせて見直しや改善をする

BCM（事業継続マネジメント）による
「計画・実行・確認・改善」のプロセス確認

2 小 野 子ヒルズの組 織 編成

職 場と職員間の業 務の充実を図る
各課の業 務内容の見直し

介護係の2班体制
（介護1・介護2）

社会福祉法人 パースの森
https://www.paznomori.or.jp/

A comfortable life
〜快適な生活をすべての人に〜

特別養護老人ホーム 小野子ヒルズ
〒377-0312 渋川市小野子3615-1
TEL.0279-26-2626

Safran

株式会社

サフラン Message

PA Zの強さ 、つながりを感じた1年 。

昨年は新型コロナウィルスワクチン接種の拡充に伴う対応や、
緊急事態宣言下でも全国的に増え続ける陽性者
への対応など、
一時は見通しのつかない状況であったかと思います。
私たちメディカルサフランでは、群馬パース大学卒業生を支援し続けている実績、また医療従事者の派遣等を
何年も行ってきた実績がございます。
社会に対し何か貢献できることはないかと、
群馬パース同窓会を通じて看
護学科卒業生中心に声をかけ、
また派遣登録いただいている看護師に声をかけ、
ワクチン接種会場や、
陽性者
が療養しているビジネスホテルなどへ積極的に看護師を派遣することができました。はじめはなかなか引き受
けていただけないことと考えておりましたが、やはり医療従事者である皆さまは使命感が強く、
「何か役に立て
るなら」と、多くの卒業生や派遣登録看護師の方に協力をいただき成し得ることができました。この場をお借り
して御礼申し上げます。安心して過ごせる日を迎えるまではまだまだ時間がかかるかと思いますが、今年も多く
の皆様のお役に立てるよう活動していく所存です。
株式会社 サフラン 取締役

寺澤 英裕

事業案内

株式会社 サフラン

https://www.kk-safran.co.jp/

◆メディカル サフラン（Medical-Safran）
◆その他
●「PAZ Group」各法人
高崎オフィス
TEL.027-381-6002
の税務・労務・法務等の顧
小山オフィス
TEL.0285-37-7560
問契約管理及び人材管理
上越オフィス
TEL.025-530-7678
●有料職業紹介事業 10ユ-300134
●労働者派遣事業
派10-300284

農業生産法人 株式会社

パース四方木
D S S ジュース誕 生 ! !
Dum Spiro Spero

〜人には生命ある限り希望がある〜

●各種研修事業
●不動産賃貸業 etc…

Paz Shihougi
Message

1998年春、
置き去りにした一つの夢
「ワイン」
作りを目指して、
23年の年
月を経て、
2021年秋、
第一弾の
「ナイアガラDSSジュース」
、
第二弾の
「マ
スカットベリーA・DSSジュース」
が誕生しました。
早速、
試飲しました。
様々な思いが一挙に身体中に溢れる中、喉越し良く甘美な味でした。
「美味しい！！」
の一言。
自画自賛ですかね？
このアグリ事業は、近い将来、群馬パース大学に新しい果実を生む好
循環を生み、またそれは地域貢献に繋がると確信しています。この
「DSSジュース・パースワイン」
の夢を発展させるため、
日に新たに、
日々
に新たなりと思える様、
日々精進して参ります。
是非、
今年、
丹精込めた
「DSSジュース」
を飲んで戴きたいと思います。
飲んでご感想をお聞かせください。
楽しみにしております。
農事生産法人 株式会社 パース四方木 代表取締役社長

17

120

赤城山

渋川駅

渋川市小野子字四方木3617番地5

パースの森

353

吾妻線

上越新幹線

農業生産法人 株式会社 パース四方木

関越自動車道

17

上越線

145

子持山
パース四方木

353

樋口 建介
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パースグループは、医療福祉・教育・研究各 分野の施設連携により、
地域貢献・社会貢献を目指す、創業43年を迎えたネットワークグループです。

群馬パース病院
介護老人保健施設 武尊荘
介護付有料老人ホーム ヴィラージュ尾瀬

パース整形外科クリニック
ケアハウス沼田
サービス付き高齢者向け住宅

カペラ

川場

沼田

PAZグループ本部
群馬パース大学福祉専門学校
こすもすクリニック
特別養護老人ホーム

小野子ヒルズ

渋川

株式会社 パース四方木

高崎

群馬パース大学
群馬パース大学大学院

安心と信頼をつなぐ

株式会社 サフラン

ネットワーク

“ PA Z”の由来

PA Z（平和）平和で公正な社会の発展

PAZは、平和を意味するポルトガル語、パース（PAZ）に由

Pessoa（人々・人類）

Pessoa（人々・人類）、Assistencia（保健・医療・福祉）、

Assistencia（保健・医療・福祉）

来します。同時にPAZには、この3文字を頭文字とする
Zelo（貢献・献身）の意味が与えられています。

PAZグループ WEBサイト

PAZ Groupだより 第17号

Zelo（貢献・献身）

https://www.info.pazgroup.jp/
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PAZ Group総長

住

群馬県渋川市渋川1338-4

所

樋口建介
TEL.0279-60-5530

