芳賀赤十字病院

［ ご自由にお取りください ］

12 月竣工に向けて
新病院建設、順調に進行中 !!
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【新病院における災害対策の取り組み】
当院は、平成８年11月29 日（1996 年）に栃木県より災害拠点病院に指定されております。

今回は、新病院の取り組みの一つである“災害対策”についてご紹介します。

災害拠点病院とは
災害拠点病院とは、1995 年（平成７年）の阪神・淡路大震災における反省をもとに、1996 年の厚生労働省令で定め
られたもので、地震・火災・津波・テロなど大規模災害発生時に地域の初期救急の中心となる病院であり、都道府県
が指定します。
中心となる病院は原則、都道府県に１か所の基幹災害医療センター、二次医療圏に１か所地域災害医療センターが
指定されています。
栃木県では、平成 29 年４月１日現在 11施設が指定されており、災害時における医療体制の一層の充実強化を図る
必要があり、被災された傷病者の受け入れや DMAT（災害派遣医療チーム）の派遣などが求められています。

建築・構造
①免震構造の採用
施設のダメージを最少に抑え、災害直後から医療活動を再開できる
よう計画しております。

②屋上ヘリポートの設置
救急専用エレベータと直結するこ
とにより、救急室、救急病棟、手術
室等にスムーズに移動が可能です。

③１階正面エントランスホールや講
堂に、災害時における多数の傷病者
に対応できるよう、非常用電源、医
療ガスを整備します。

④十字型平面を活かした採光・通風
計画となっております。また、殆ど
の部門が外部に面し、災害時にも省
エネルギーで運用可能な計画です。

⑤建物周囲のマウンドアップ
１階床レベルを現状より１ｍ高く設定し、病院内及び免震層への浸
水を防止する構造です。

⑥エネルギーセンターを６階に設置
免震建物の６階に設置することで、被害を最少に留めスムーズな
BCP（事業継続計画）・MCP（医療継続計画）
が可能となります。

2

vol.10

April. 2018

電気・機械設備
①市水と井水との併用
井水の給水ポンプを非常用電源供給とすることにより、市水の途絶時でも院内の水回りを概ね使用可能となります。
市水は受水槽までの配管を耐震性に富んだ配管にすることで破断するリスクを軽減します。

②電力引き込みのバックアップ確保
２回線受電とすることにより供給遮断リスクを低減します。

③非常用発電機の電源供給が可能な計画
3 日分の燃料確保、想定最大電力の 60％以上の確保が可能です。

④バックアップ機能を備えたボイラ設備
給湯用の貫流ボイラは、都市ガス専燃機器、油専燃機器の相互バックアップ体制となります。
地震にも十分に耐えられる中圧ガスを引き込んでいます。

⑤災害時の給排水機能の担保
災害時の公共下水道破断に備え、排水を７日分貯留できる貯留槽を設置します。

臨床研修医修了式を開催〜研修医の峯積医師が卒業〜
３月 20 日（火）、臨床研修医修了式を開催し、同研修に係わった 開業医の先生をはじめ当院職員が一同に会しまし
た。安田院長が、峯積 拓巳 医師に修了証書を授与し、新たな旅立ちを祝しました。峯積医師は、当院での初期臨床
研修期間（２年間）を修了し、後期研修へと進みます。

〜峯積医師からメッセージ〜
２年間大変お世話になりました。
学年でたった一人の研修医ではありましたが、芳賀日赤の皆さんのおかげで寂しい思いをせず、充実した２年間を
送れました。さらに経験を積んで、また戻ってきたいと思います。
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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。

〜地域とつながる〜

登 録 医 情 報

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、飯野医院
（真岡市）
といしざきデンタルクリニック
（真岡市）
をご紹介。

飯野医院（真岡市）
〈対象疾患〉 内科、小児科

●当院との地域連携について、どのように考えていますか？
診断・治療・救急対応等、芳賀赤十字病院との連携により、地域医
療に貢献できますことを深く感謝申し上げます。今後とも宜しくお願い
致します。
●地域の方々へのメッセージ
小児から高齢の方まで幅広く診療しています。話をよく伺いながら、
〈飯野理事長からのメッセージ〉
患者さまやご家族に喜んで頂けるよう
に、スタッフ一同、笑顔で優しくあたた
かな診療・支援に努めています。

患者さまやご家族に寄り添えるような診療を心がけています。ご心配な
こと等がありましたら気軽にご相談ください。

基本情報

●院
長 ： 飯野 篤
●住
所 ：栃木県真岡市長沼730-1
●T E L ：0285-74-0290
●診療科目 ：内科、小児科
●休 診 日 ：木曜日、日曜日、祝日

いしざきデンタルクリニック（真岡市）
〈対象疾患〉 歯科
〈得意分野〉 義歯関連

●当院との地域連携について、どのように考えていますか？
診断の難しい口腔疾患や難抜歯症例の患者さまを紹介させていただ
いております。随時、経過報告いただけるので安心です。
●地域の方々へのメッセージ
お口の健康を保つには、毎日の正しい歯みがきと定期的な健診を心
がけましょう。
〈石﨑院長からのメッセージ〉
お子様からご高齢の方までリラックスして
治療を受けられるように心がけております。

基本情報

●院
長 ： 石﨑 敬志
●住
所 ：栃木県真岡市東大島 590-9
●T E L ：0285-84-6484
●診療科目 ：歯科
●休 診 日 ：木曜日、日曜日、祝日
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Topics
第８回小児医療連携の会「アレルギーシンポジウム」を開催
２月１日
（木）、第８回小児医療連携の会「アレルギーシンポジウム」
を開催しました。行政、教育関係者、開業医の方々
も参加され、小児医療に関する実践的な講義やパネルディスカッションがおこなわれました。参加者からは
「病院としての
取り組みが理解でき、大変有意義でした。」
との感想が寄せられました。
「気管支喘息の最重症型、知っていますか？」

齋藤 真理 第三小児科部長

「学校でのアレルギー対応」

深谷 亜矢 看護師

「食物経口負荷試験」

宮内 美香 看護師、栗畑 江実 管理栄養士、堀田 久美 薬剤師

「パネルディスカッション
保育園、幼稚園、学校での対応」

菊池 豊 第一小児科部長

齋藤 真理 第三小児科部長

臨床病理検討会
（CPC）
を開催
２月９日
（金）、臨床病理検討会（CPC）が開催、院内外から多くの方
が参加されました。
「病理解剖により重複癌を否定しえた中部食道癌の一例」
と
今回は、
題して、当院にて２年間の初期臨床研修を修了した船山 陽平 医師が、
同症例の入院所見や臨床経過、臨床上の疑問点等について症例発表
を行い、活発な質疑応答が行われました。
発表に続いて、自治医科大学病理学講座の天野 雄介 医師が病理
画像を示しながら、剖検の診断結果について解説しました。
天野 雄介 医師による解説

平成 29 年度５Ｓ活動報告会を開催〜整理整頓から職場環境改善〜
２月27 日
（火）
、５Ｓ委員会主催の
「平成 29 年度５Ｓ活動報告会」
を開
催しました。全部署で各部署から選出された５Ｓ推進担当者を中心に５
Ｓ活動を実施、委員によって選出された５部署が活動の成果を報告しま
した。
５Ｓとは“整理・整頓・清掃・清潔・しつけ”の頭文字をとったもので、
職場環境の維持改善活動として行われていますが、新病院への移転
時における大切な準備作業にもなります。来年の新病院への引っ越し
に向けて、全職員の５Ｓ活動の意識を高めていく必要があります。
５Ｓ活動報告会の様子
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Information
＜平成 30 年度＞看護師インターンシップ・就職説明会のご案内
当院に入職希望の方はもちろん、将来入職を目指す学生の方、就職先を悩
んでいる方、１度当院の看護を体験してみませんか。
＜看護師インターンシップ＞
インターンシップでは、病院の雰囲気や看護の実践を病棟などで体験する
ことが可能です。また、先輩看護師との対談もあり、先輩看護師に直接質問
することができます。
＜看護師就職説明会＞
福利厚生をはじめ看護部の赤十字活動・教育体制、当院での勤務などにつ
いて説明をします。先輩看護師と昼食をとりながら懇談し、入職後への心配
や悩みごとを相談することができます。
＜開催案内＞

皆様の参加お待ちしています！

４月21日（土）

７月７日（土）

８月８日
（木）

８月９日（金）

看護師就職説明会（８：30-13：00）

〇

〇

〇

〇

看護師インターンシップ（13：00-16：30）

〇

〇

〇

〇

平成30年３月に就任した医師を紹介

新任
医師紹介

Profile

こ ばやし

ゆ

か

こ

小林 由香子
①第一産婦人科医師
②栃木県日光市
③患者さまに寄り添っ
た医療を提供できる
よう頑張ります。

●氏名
①役職 ②出身地 ③ひとこと
の順に掲載

表 紙 紹 介

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。

今号の表紙を飾ったのは、２月 28 日（水）新病院建設現場に
ておこなわれた上棟イベントの様子です。上棟イベントとは、新
築の建築物の骨組みが完成した際に、高所作業が増えるため作
業員の安全を祈願して祈願しておこなわれる儀式です。関係者
の会社名・氏名を記入した梁が無事に設置され上棟となりまし
た。今後は建物の外装工事が始まります。

最後の梁を設置することで骨組みが完成しました。

芳賀赤十字病院の理念及び基本方針

＜理

念＞

地域に貢献する病院

１．患者中心の医療
＜ 基本方針 ＞ 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
詳しくは

芳賀赤十字病院

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

〒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

検索
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