
［ ご自由にお取りください ］ 芳賀赤十字病院
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「第10回　芳賀日赤市民公開講座」を当院で開催
芳賀日赤ふれあいDAYを開催
第50回真岡市駅伝競走大会へ参加

Information
院内における様々な展示物を紹介します。
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　新年明けましておめでとうございます。今年の正月は天候に恵まれ皆様におかれましては

穏やかで清々しいお正月を迎えられたことと存じます。

　昨年は当院にとりまして新病院への移転という大きな変化の年であり、元号が変わる年に

新たな病院で医療を開始できたことは大きな喜びであります。これも、地域の皆様のご支

援があってこそ成し遂げられた事であり、ご協力を頂いた方々に改めて御礼を申し上げます。

　今年はこの新しい病院をさらに成長・発展させることが当院の課題であり目標です。お

陰さまで診療も順調に経過しております。高性能な医療機器を備え、災害に強い病院とし

て、職員も効率的に働くことができる病院になり、理念である地域の方々に安全で質の高

い医療を地域の皆様に提供できる体制が整えられました。この新病院をいかに有効に活用

するかの真価が私達職員に問われる一年であると気を引き締めています。

　地域の皆様におかれましては、変わらぬご指導、ご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い

もうしあげ新年のご挨拶と致します。

本年もどうぞ、よろしくお願いいたします。



winter. 2020

3

vol.17

芳賀赤十字病院でのお産
　　平成31年３月に新病院に移転後、様々な施設や設備が新しくなり、より患者様が利用しやすい病院となるよう努
めております。今月号においては、特集として、当院の地域周産期母子医療センターについてご紹介します。

退院後のママの心配事や不安を軽減し楽しく育児が
できるよう育児相談をお受けします。個別対応（1人
30分）ですのでゆっくりお話を聞かせていただけま
す。パパのお付き添いも大歓迎です。

当院の地域周産期医療センター

センター内の紹介

特徴
産婦人科医と小児科医が24時間常駐

分娩室とNICU，GCUが隣接

　当院は地域周産期母子医療センターの役割をもち、産科病棟・NICU・GCUの３つの病棟が連携しています。常に母体や赤ちゃ
んの緊急入院に備え、近隣のクリニックからの搬送受入れも行っています。産科とNICUは定期的に赤ちゃんの救命のための合同
訓練を行い出生直後から集中ケアを開始しています。※（NICU〔Neonatal Intensive Care Unit 〕：新生児特定集中治療室、
GCU〔Growing Care Unit 〕：新生児治療回復室）

個室にはトイレ・シャワー・ソ
ファーを完備し小さなお子様

がいるご家族向けにファミリールームを
イメージしたフローリングタイプの個室
もご用意しました。夜間は赤ちゃんをお
預かりすることもできます。

病室 できるだけ安心してご出
産ができるように助産師

が側でしっかりと経過を観ていきます。
LDR（分娩室）では経過中・分娩・出産
後2時間を過ごしていただきます。ご家
族立会いのご出産も大歓迎です。

分娩室

早く小さく生
まれた赤ちゃ
んや何らかの
治療が必要な
赤ちゃんの集
中医療と看護
を行う病棟で
す。赤ちゃん
の苦痛を軽減し成長や発達をご家族と
一緒に見守っていきます。
※写真：NICUの保育器内での当院小児科医師

NICU

その他の当院の特徴として……
食事産後 ２週間検診

常にスキルアップ！新生児蘇生法の訓練中

当院の助産師と栄養士が産後
の身体にやさしい献立を考え、
“産後お祝い食”として提供して
います。

ある日の昼食
メニューです！

【コメント例】
妊娠中に増えた体重やお腹周り
が気になる産後。しかし、しば
らくは身体をいたわり、栄養も
摂らなくてはなりません。ダイ
エットは無理なく始めましょう！ 

毎回変わる
「メッセージカード」
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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、くしま内科医院（真岡市）と、おぐら歯科クリニック（市貝町）を
ご紹介。

登 録 医 情 報
～地域とつながる～

〈九嶋　敦 院長よりメッセージ〉
　カゼのあと長引く咳、季節の変わり目の
咳などがあるときは早目に受診しましょう。

●当院との地域連携について、良かった点を教えて下さい
　いつも重症患者さんや治療困難な患者さんを受け入れていただき、ま
た治療後再紹介いただき大変感謝しております。

●地域の方々へのメッセージ
　小児～大人まで幅広く、ていねいな診察、わかりやすい説明をこころ
がけています。
　特に専門の呼吸器・アレルギーに関しては、花粉症～気管支喘息ま
で詳細な治療を心掛けています。

〈対象疾患〉　一般内科・小児疾患
〈得意分野〉　呼吸器・アレルギー疾患

医療法人 池崎会 くしま内科医院 （真岡市）

〈小倉　浩 院長（前列）よりメッセージ〉
　お口の悩み事がありましたら小さな事で
もご相談ください。

●当院との地域連携について、良かった点を教えて下さい
　見極めの難しい口の中のでき物の診断や、難しい抜歯などを口腔外
科の先生にお願いしています。いつも的確に対応していただき、感謝し
ております。

●地域の方々へのメッセージ
　地域の基幹病院としての芳賀赤十字病院と常に連携を図り、地域医
療に貢献していきたいと思います。

〈対象疾患〉　一般歯科

おぐら歯科クリニック （市貝町）

●院　　長 ： 九嶋 　敦
●住　　所 ： 栃木県真岡市寺内1386-1
●T E L ： 0285-83-7011
●診療科目 ： 内科、呼吸器科、アレルギー科、
　　　　　   胃腸科、循環器科、小児科
●休 診 日 ： 第２、第４木曜日・日曜日・祝日

基
本
情
報

基
本
情
報

●院　　長 ： 小倉 　浩 
●住　　所 ： 栃木県芳賀郡市貝町市塙1608-6
●T E L ： 0285-68-4177 
●診療科目 ： 歯科、小児歯科
●休 診 日 ： 木曜日、日曜日、祝日
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　11月７日（木）、「第10回芳賀日赤市民公開講座」を当院講堂にて開催。地域住民を中心に約150名以上の方々にご来
場いただきました。

〇「糖尿病　ココだけのはなし
　　　　　　　　　　～メタボとロコモと新世代のくすり～」
　モオカ　内科・糖尿病クリニックの柳一徳院長より講話して
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「大腸がんについて」　
　当院の佐藤寛丈第二外科部長より予防や検査・治療法などの講話がありました。

市貝町で同講座を下記のとおり開催します。

　日時：令和２年２月７日（金）午後２時～４時（受付開始　午後１時30分）
　場所：市貝町役場　多目的ホール
　内容：講演１　「糖尿病について」　講師：関澤内科クリニック　関澤　大輔
　　　　講演２　「認知症のことをもっと知ろう」～あなたのために　大切な人のために～　
　　　　　　　　     講師：芳賀赤十字病院　認知症認定看護師　佐々木　恵
　　　　講演３　「最近の胃がんについて」　講師：芳賀赤十字病院　消化器内科福部長　沼尾　規且

「第10回　芳賀日赤市民公開講座」を当院で開催

Topics

　新病院移転後初となる「芳賀日赤ふれあいDAY」が、11月
16日（土）当院の講堂にて開催されました。昨年度は新病院移
転のため中止したので、２年ぶりの実施となります。当院の職
員のほか、真岡女子高等学校JRC部や赤十字奉仕団もスタッ
フとして参加されました。当日は、認定看護師や健康測定の
コーナー、赤十字の事業紹介のコーナーなどを設け来場者に
様々な体験を通して、当院をご理解いただけるような内容にし
ており、多くの地域の皆様にお越しいただきました。また、敷
地内でJAはが野農業協同組合様による物販も行われ、こちら
も盛況でした。

芳賀日赤ふれあいDAYを開催

　11月10日（日）に真岡市総合運動公園を発着
点する、第50回真岡市駅伝競走大会が開催さ
れ、渡辺副院長や岡第一小児科副部長、小堀
研修医等当院の職員がチームを作って参加しま
した。当日は天候にも恵まれ、出場19チーム
中、12位という結果でした。参加した職員か
らは「来年度も出場して、精一杯頑張りたいと
思う。」という感想をいただきました。

第50回真岡市真岡市駅伝競走大会へ参加

当日のようす

精一杯頑張りました。

佐藤　寛丈　第二外科部長
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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

〒321-4308　栃木県真岡市中郷 271
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。

地域の皆様に支えられながら、新病院に移転して
きて、もうすぐで１年を迎えます。本年も芳賀赤
十字病院をよろしくお願いいたします。

表 紙 紹 介

　１階外来スペースにて、当院に来て
いただいた人に楽しんでもらえるよう、
様々な展示物を置いております。
　10 月～ 11 月にかけて自動精算機付
近に職員による華道の展示を実施しま
した。
　また、外来の B、C ブロックの間に、
クリスマスのイルミネーションを展示し
ました。

院内における様々な展示物を紹介します。

天気の良い日にとった
病院の朝です。

光庭に設置しました 正面入り口付近に展示

＜ラジオCMが放送されます＞ 

栃木放送（CRT）にて、３月２日（月）～
３月31日（火）の期間当院のPRを兼
ねたCMが流れます。機会ありました
ら、ぜひ、ご視聴ください。

菱田 英里華
ひし  だ　    え　 り　 かProfile

①第三内科
②東京都
③2019年10月から
勤務開始となりまし
た。皆様の期待に
沿えるよう、診療に
全力を尽くしたいと
思います。宜しくお
願い致します。

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

令和元年10月に就任した医師を紹介令和元年10月に就任した医師を紹介


