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平成30年度芳賀赤十字病院登録医大会を開催
病院機能評価〈3rdG:Ver.2.0〉の認定を受けました
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芳賀日赤市民公開講座を芳賀町で開催
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芳賀赤十字病院　病院長

安田 是和

特  集

新年のご挨拶
2019

　新年明けましておめでとうございます。皆様におかれましては、清々しい気持ちで新年を迎えら
れた事と思います。

　芳賀赤十字病院も歴史的な新年を迎えることができました。ここに至るまで、土地を提供して
頂いた地権者の方々、地域の皆様、そして栃木県や芳賀地区の行政の方々を初めとして多くの皆
様のご協力とご支援を賜りました。改めて関係各位へ感謝を申し上げます。

　さて、2017年２月７日工事が開始された新病院建設は、昨年2018年12月７日に竣工し、３月
１日の病院移転に向けて準備が進んでいます。設計と建設の方々の多大な努力により、災害拠点
病院として相応しい病院が出来ました。この新しい建物に息を吹きかけ、病院としての新しい生命
を与えるのは、患者様、地域の皆様であり、我々職員です。私達スタッフはここで働くことが出来
ることを誇りに思い、また感謝の気持ちを大切にして今後の地域医療に寄与する事の重さを感じて
います。

　現在の芳賀地区での高齢化のスピードの速さを実感しているのは私だけではないと思います。こ
れからの地域医療にどのような困難が待ち受けているのか、長期的な視野に立ち建設的な議論を
する必要があります。特に救急医療に関しては医療機能の分担が必要であり、地域の方々のご理
解なくして救急医療の継続は困難であるとの危機感を持っています。是非かかりつけ医を持ち救急
医療機関への適切な受診をお願い致します。

　新しい病院は、患者様への快適性や職員の能率的な動線など、現在の病院に比し多くの機能上
の利点を持っています。CT、MRIなど診断機器も新たなものを導入し、災害時には避難場所とし
ても利用できる講堂も完備されました。回復期リハビリ病棟も40床に増床し、感染症病床も４床
設置されています。芳賀郡市の医師会、歯科医師会、薬剤師会をはじめとする芳賀地区の医療機
関とも更に密接な連携を図りたいと考えています。
　移転の前後は一時的に救急医療をはじめ医療機能を縮小しなければならず、その間患者様をは
じめ地域の医療機関の方々にご不便をおかけしますが、どうかご理解のほどお願い申し上げます。

　2019年は新元号に移行する日本にとって歴史的な年です。また当院の歴史においても意義深い
年でもあります。本年も変わらぬ皆様のご支援ご鞭撻をお願い申し上げ新年の挨拶と致します。



January. 2019

3

vol.13

外来

救急外来

2/26
（火）

○

○

2/27
（水）
△

予約診療のみ

△
12時30分まで

2/28
（木）

×

×

3/1
（金）

×

×

3/2
（土）

×

×

3/3
（日）

×

×

3/4
（月）～

△
内科：完全紹介予約制

○

3/8
（金）
△

○

○：通常診療
△：一部制限
×：休診

新病院に関するご案内
　昨年12月７日（金）、新病院建設工事が完了し、建設業者から当院へ新病院の引き渡しが行なわれました。３月１日
（金）移転開院、３月４日（月）外来診療開始に向け、現在は移転準備が進められています。今回は、新病院開院に伴う
お知らせ、新病院で新しく整備される医療機器の一部をご紹介します。

　新病院開院に伴うお知らせ
　新病院移転に伴い、一定期間一般外来や救急外来の診療を制限させていただきます。皆様にはご不便をおかけする
ことになりますが、ご理解ご協力いただきますようお願い申し上げます。

　新しい医療機器のご紹介
　当院では、地域の患者さまへ最新の医療を提供するため、新病院で新しい医療機器を整備します。今回は、CT装置、
マンモグラフィ（乳房撮影）装置、MRI（磁気共鳴画像法）装置についてご紹介します。

　CT装置とは、放射線を利用し身体の輪切り画像を作り出す装置
です。
　高度な検査から、肺がん検診や救急、整形領域の検査まで、日
常的なCT検査のすべてに対応する64列CTを導入致しました。
　Sn（スズ）を主成分とする「Tin filter」を用いた新しい技術により、
被曝線量を通常のCT検査の約1/50 に抑え、一般的な胸部レント
ゲン検査と同等の低線量でCT撮影が行なえる最新の装置です。

　新たにトモシンセシス（3D）を搭載したマンモグラフィ（乳房撮
影）装置を導入致しました。
　通常のマンモグラフィは乳房を圧迫しできるだけ薄い状態で撮影
を行うことで乳腺と病変の重なりが少なくなり内部の病変を観察
（2D撮影）しますが、新しい装置では立体的に観察できる3D撮影
も可能となります。多方向から撮影を行い、3次元化したものを観
察できるので、2Dで乳腺組織と重なって観察しにくかった病変を
よりはっきりと認識することができます。
　また、国内ガイドラインの値の約1/3の低被曝機構、圧迫によ
る痛みの軽減を図るためのしなやか素材の圧迫板で、受診者の方
へ安心して検査を受けていただけます。

　MRI（磁気共鳴画像法）は強力な磁気と電磁波、そして水素原子
の動きを利用して、体の臓器や血管の状態を確認する検査です。
この検査は主に脳・脊椎・四肢・腹部・骨盤・血管・乳房に生じ
た病気の早期発見と診断に有効とされています。
　当院では1.5T（テスラ）の装置が導入されていますが、今回新た
に日本に数台しか稼働していない最新型の3T（テスラ）を導入しまし
た。最新技術を駆使して、騒音や息止めなど検査負担の低減、そ
して、より小さな病変の発見から全身を対象とした広範囲の検査
で、高度な検査結果を提供することが出来るようになります。

CT

マンモグラフィ

MRI
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　地域の先生がたは、地域の患者さんの医療を支える大切なパートナー。
地域医療を支えてくれる医療機関の方々がいるからこそ、地域医療連携
を進めることができます。
　今号は、真岡西部クリニック（真岡市）と、牟田歯科医院（益子町）をご
紹介。

登 録 医 情 報
～地域とつながる～

〈趙 達来 院長（前列左から３人目）よりメッセージ〉
　写真以外にも、事務、外来、通所リハビ
リ、居宅介護支援事業所合せて計30名の
スタッフが在籍しています。

●当院との地域連携について、良かった点を教えて下さい
　いつも沢山の患者さまを有難うございます。芳賀赤十字病院様は、
私の外来の患者さまの急変時には無くてはならない大切な「親病院」で
す。こちらからの突然のお受け入れと同様に、私も貴院様からのご紹介
の患者さまは全例お受けしております。

●地域の方々へのメッセージ
　これまでも、これからも地域の皆様と共に歩み続けるクリニックであ
りたいと考えています。「元気で長生き！住み慣れた家で最期まで」を
モットーに、外来の患者様に接して行きたいと存じます。

〈対象疾患〉　家庭医（地域ドクター）の対応できる疾患、在宅医療
〈得意分野〉　慢性痛、がん性痛のトリアージと治療、在宅医療

医療法人創生会 真岡西部クリニック （真岡市）

〈牟田 紀一 院長（前列左）よりメッセージ〉
　歯とお口の健康な生活のお手伝いをいた
します。

●当院との地域連携について、良かった点を教えて下さい
　個人歯科医院では診断、治療が難しい口腔内疾患の患者さまの紹介
や、急を要する口腔内炎症の対応などしていただいており、いつも大変
頼りにしております。

●地域の方々へのメッセージ
　むし歯、歯周病、入れ歯だけでなく、芳賀赤十字病院と連携してお
りますので、お口の中の病気、気になることがあればどうぞご相談くだ
さい。

〈対象疾患〉　一般歯科、小児歯科

牟田歯科医院 （益子町）

●院　　長 ： 趙 達来
●住　　所 ： 栃木県真岡市長田5-8-1
●T E L ： 0285-82-2222 
●診療科目 ： 内科、麻酔科（ペインクリニック）、
　　　　　   訪問診療 
●休 診 日 ： 祝日、水曜日（午後）、
　　　　　   第２～第５日曜日
　　　　　   （第１日曜日の午前のみ診療）

基
本
情
報

基
本
情
報

●院　　長 ： 牟田 紀一 
●住　　所 ： 栃木県芳賀郡益子町大字益子2289 
●T E L ： 0285-72-3174 
●診療科目 ： 歯科
●休 診 日 ： 水曜日、日曜日、祝日 
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　10月11日（木）、「第９回芳賀日赤市民公開講座」を茂木町元
気アップ館で開催。地域住民を中心に100名以上の方々にご
来場いただきました。

〇「住みなれた家で最期まで～これが私の在宅医療～」　
　真岡西部クリニックの趙達来院長より、現場での看取り症例
の解析結果等をふまえ、在宅緩和ケアについて講話していた
だきました。

〇「認知症の人との上手な付き合い方」　
　当院の久保 明子 認知症看護認定看護師が、認知症の人と
の上手な付き合い方について講話しました。

〇「茂木で死ぬということ～茂木で育ててもらったからわかること～」 　
　茂木町出身の当院の河又 典文 循環器内科部長が、高齢化が進んでいる茂木という土地ならではの病気の特性を、
歴史を交えながらわかりやすく講話しました。参加者からは「講師の先生が茂木にゆかりのある方だったので、親しみ
があり、また力強さを感じました。」といった感想が寄せられました。

　平成31年１月31日（木）芳賀町で同講座を開催します。詳しくは６ページをご覧ください。

「第９回　芳賀日赤市民公開講座」を茂木町で開催

Topics

　11月８日（木）、「平成30年度 芳賀赤十字病院登録医大会」
を開催。当院との地域医療連携に支援いただいている53名
の登録医の先生がたに参加いただきました。 
　大会では、登録医の先生がたと当院の医師・看護師、メディ
カルスタッフによる意見交換をおこないました。参加者からは、
「日赤の先生方と顔の見える関係が構築できた。」、「たくさんの
方とお話、情報交換ができました。」といった感想が寄せられ
ました。 
　今後も、芳賀赤十字病院は登録医の先生がたとともに「顔
と顔の見える連携」づくりをめざし、地域医療連携を推進して
いきます。

平成30年度芳賀赤十字病院登録医大会を開催

　病院機能評価とは、病院において組織全体の運営管理およ
び医療の提供が適切に実施されているか、財団法人日本医療
機能評価機構が第三者機関として中立的な立場から評価する仕
組みです。受審病院は、評価の結果明らかとなった問題点の改
善に取り組むことで、医療の質のさらなる向上を目指します。

　芳賀赤十字病院は、同機構の審査を受け、平成30年10月
５日付けで病院機能評価〈3rdG:Ver.2.0〉主機能「一般病院２」
および副機能「リハビリテーション病院」の認定を受けました。

病院機能評価〈3rdG:Ver.2.0〉の認定を受けました

顔と顔の見える連携づくりを目指します

病院機能評価認定シンボルマーク

河又 典文 循環器内科部長
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芳賀赤十字病院の理念及び基本方針

＜ 理　　念 ＞ ＜ 基本方針 ＞地域に貢献する病院
１．患者中心の医療
２．安全で質の高い医療
３．赤十字の使命に基づいた社会貢献

〒321-4306　栃木県真岡市台町 2461
TEL 0285-82-2195 ㈹　FAX 0285-84-3332　http://www.haga.jrc.or.jp/

芳賀赤十字病院
詳しくは 芳賀赤十字病院公式HP http://www.haga.jrc.or.jp

　　芳賀赤十字病院公式 facebook
どちらも「芳賀赤十字病院」で検索

編集協力／㈱松井ピ・テ・オ・印刷

芳賀赤十字病院 検 索

Information

読者の方に「読みたい！」と手に取ってもらえるよう、表紙は当院の行事などで
撮影した「イチ押しの1枚！」を掲載しています。

　昨年12月７日（金）、新病院建設工事が完了し、新病院にて竣工引渡
し式が執り行われました。竣工引渡し式には、安田是和院長や建設関
係者ら約50人が出席。建設業者から当院への新病院の引き渡し手続
き、院長直筆の定礎板の壁への埋め込みなどが行われました。

表 紙 紹 介

　平成 31年１月31日（木）、地域住民の皆
さまを対象に「芳賀日赤市民公開講座」を
芳賀町で開催します。 
　真岡西部クリニック 趙 達来 院長による講
演「住みなれた家で最期まで～これが私の
在宅医療～」や、芳賀赤十字病院 澤田 幹
雄 神経内科部長による脳卒中についての講
演などがおこなわれます。ぜひ、ご参加くだ
さい。

〈開催日〉 平成 31年１月31日（木） 
〈時　間〉 14 時～16 時（受付開始13 時 30 分～） 
〈会　場〉 芳賀町農業者トレーニングセンター
〈内　容〉 「住みなれた家で最期まで～これが私の在宅医療～ 」
 　講師 真岡西部クリニック 院長 趙 達来 
 「認知症の人との上手な付き合い方」 
 　講師 芳賀赤十字病院 認知症看護認定看護師 久保 明子 
 「脳卒中について」 
 　講師 芳賀赤十字病院 神経内科部長 澤田 幹雄 
〈問合せ〉 芳賀町　住民生活部　健康増進課
 　TEL：028-677-6042

芳賀日赤市民公開講座を芳賀町で開催

定礎板は正面エントランスに
設置されました

久保田 香菜
く　 ぼ　 た　　か　 なProfile

①循環器内科医長
②群馬県前橋市
③2015年～2016年
にも一度お世話に
なり、今回が２回
目の勤務です。精
一杯勤めますの
で、よろしくお願
い申し上げます。

岡　健介
おか　　　けん すけProfile

①第一小児科副部長
②東京
③専門は小児心臓で
す。趣味はマラソ
ンですが、最近サ
ボってたので、ま
た鍛え直したいと
思ってます！

佐藤　信
さ　とう　　 まことProfile

①脳神経外科医師
②埼玉県
③よろしくお願いし
ます。

新任
医師紹介医師紹介

●氏名 
①役職 ②出身地 
③ひとこと
の順に掲載

平成30年10月に就任した医師を紹介平成30年10月に就任した医師を紹介



外来のご案内  

「１階ワンフロア外来」 

外来診療室と検査及び画像診断など、外来診療

にかかわる部門を全て１階に集約し、わかりやすく、

上下移動の少ない外来となっています。 

「総合案内」 

正面エントランス入ってすぐ お困りの際はこちらへ 

「おもいやり駐車場」 

「駐輪場」 

「外来駐車場」 

駐車可能台数が327台→398台に増えました。 おもいやり駐車場も整備しています。 

  

時間外入口 

車両入口 

正面エントランス 

駐車場入口 

駐車場出口 

真岡市休日夜間急患診療所 

外来駐車場 

駐車場出口 

HEART CROSS Vol.13（新病院開院拡大版 ）          

新病院での住所は「〒321-4308 栃木県真岡市中郷271」になります。電話番号は変更ありません。 



～

○：通常診療 △：一部制限 ×：休診

新病院移転にともなう診療体制
2/26
(火)

2/27
(水)

2/28
(木)

3/1
(金)

3/2
(土)

3/3
(日)

3/4
(月)

3/8
(金)

3/11
(月)

外来 ○ △ × × × × △ △ ○

救急外来 ○ △ × × × × ○ ○ ○

予約診療のみ

12時30分まで

～

内科：完全紹介予約制


