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2018

新年のご挨拶
安田 是和

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も恵まれ、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お喜び申し上げます。またこの正月休みの間、病棟業務
や救急外来をはじめとして、年末・年始の忙しい期間、職員や地域の方々に支えられ、芳賀赤十
字病院は新年を迎えることができました。
さて、昨年は 2 月に新病院の工事が開始され、本年はいよいよ竣工を迎える年になります。現
在工事は順調に進んでおり、12 月には免震装置の基礎の上に初めての鉄骨を建てられ、日に日に
病院の形が見えてくるにつれ、地域の方々から大きな期待が寄せられ、身の引き締まる思いです。
新病院開院日は平成 31年、西暦 2019 年 3月1日を予定しています。本年は当院にとりまして大
きな区切りの年となり、また課題の多い年でもあります。
今年の目標ですが、まず第一に経営のさらなる改善をはかりたいと思います。現在の医療政策
の中で当院規模の病院経営は大変厳しく、今年は特に償還（診療報酬で各種健保から支払われる
物品）されない物品や薬剤の購入を根本から見直していく必要があります。また各種の査定なども
可能な限り少なくする努力が必要です。今年の 4月には、医療と介護の診療報酬が同時に改定さ
れるという厳しい年でもあります。今後新病院に移転し、多くの患者さまを治療しても、高収益な
体質へと改善できなければ、病院の収支は改善しません。また新病院の建設に伴い同時に多額の
債務を背負う事も認識する必要があります。また昨年から準備を進めている病院機能評価受審を
通して当院の医療に対する日常の姿勢を見直す事ができる年でもあります。
当院の芳賀地区の方々からの期待は想像以上に大きなものがあります。健全な病院経営なくし
ては、地域の病院としての機能を発揮することはできません。
年の初めにあたり、“Believe

Yourself”という言葉を今年も皆さまと共有したいと思います。こ

れは錦織圭選手のコーチであるマイケル・チャン氏が錦織選手を叱咤激励した言葉です。選手と
コーチが互いに信頼しあい、またそれぞれが努力する必要を表していると感じています。当院もこ
の言葉を通して安全で質の高い医療を提供するべく努力を続けます。本年もどうぞ宜しくお願い致
します。
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新病院建設進捗状況〜2017年を振り返って〜
２月
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９月

着工

10 月
免震見学会

免震装置見学会
10 月26 日（木）、27日
（金）の2日間、新病院の免震装置見学会を開催しました。
関係者や職員など約150 名が参加し、免震装置の特徴などの説明をうけたのち、
設置過程を見学しました。新病院の重量は約 3万トンとなる想定で、地震の際はこ
の免震装置で室内の物の倒壊、被害を防ぐことができます。

2017 年末時点での建設状況
現在の建 設 状 況は免 震 装置
の設置工事が終了し、鉄骨の工
事が始まっています。建物の骨
組みが出来上がるにつれ、新病
院のかたちが確認できるように
なってきました。
安 全 最 優 先で工事は順 調に
進んでいます。

今後のスケジュール

竣工

開院
準備

2018 年12 月

開院
2019 年 3 月1日（予定）

新病院建設 Facebook 開設
芳 賀赤 十 字 病 院 Facebook に「芳 賀赤 十 字 病 院

新 病 院 建 設」

ページを開設しました。新病院建設工事の進捗状況など随時発信し
ていきます。是非 ご覧下さい。
Facebook もチェック
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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、渋谷整形外科（真岡市）
と、塚原歯科医院 （真岡市）をご紹介。

渋谷整形外科（真岡市）
〈対象疾患〉 整形外科、内科
〈得意分野〉 運動器疾患、関節リウマチ

●当院との地域連携について、どのように考えていますか？
手術の必要な症例を芳賀赤十字病院にお願いし、外来診療に特化し
ております。高齢者は他科にわたる疾患を抱えており、病診連携では
助かっております。
●地域の方々へのメッセージ
〈渋谷 聡 院長（前列左から3人目）よりメッセージ〉
痛みや治療の悩み事を相談して下さい。
一番良い治療法を一緒に考えましょう。

赤ちゃんの臼蓋形成不全 から、80 歳代の脊椎圧迫骨折まで診療し
ております。薬物療法・注射療法・装具療法・理学療法を駆使して治
療します。

基本情報

●院
長 ：渋谷 聡
●住
所：栃木県真岡市荒町 1180-3
●T E L ：0285-83-7566
●診療科目：整形外科、内科、外科、皮膚科、
リウマチ科、リハビリ科
●休 診 日 ：木曜日、日曜日、祝日

塚原歯科医院（真岡市）
〈対象疾患〉 歯科
〈得意分野〉 義歯などの補綴処置

●当院との地域連携について、どのように考えていますか？
歯科と口腔外科あるいは歯科と医科の連携により、病気の情報を共
有することで、患者さんの負担を軽くし診療がスムーズに出来ると思い
ます。
●地域の方々へのメッセージ
地域の皆様の口腔内を把握し、常に健康な状態でいられるよう助言
〈塚原達也 院長（左から2 人目）よりメッセージ〉
患者さんに十分な説明をし、納得して頂
いてから治療を進めております。

や診療を行っています。オンリーワンの歯科医を目指し、誠実な対応で
がんばっております。

基本情報

●院
長 ： 塚原 達也
●住
所：栃木県真岡市長沼 1768
●T E L ：0285-74-2722
●診療科目：歯科
●休 診 日 ：木曜日 日曜日 祝日
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Topics
「平成 29 年度 芳賀赤十字病院登録医大会」
を開催〜地域医療連携 顔の見える関係を〜
11月２日（木）、
「平成 29 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約 57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、
「顔の見える関係が作れた」、
「今後も続けてほしい」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。
安田

是和

院長

「第８回 芳賀日赤市民公開講座」を開催 〜真岡市・益子町〜
11月1日（水）に真岡市、12 月14 日（木）に益 子町で「第８
回芳賀日赤市民公開講座」を開催、真岡西部クリニックの趙先
生、当院の医師、看護師による講演がおこなわれました。い
ずれの会場も、地域の多くの方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の講話をし
ていただきました。参加者からは「母を在宅で看取れなかった
ことが悔やまれていましたが、お話を聞き気持ちが楽になりま
した。」といった感想が寄せられました。
真岡西部クリニック

趙 達来

院長

「第９回 芳賀日赤ふれあいＤＡＹ」を開催！〜地域の方々とのふれあいの場〜
10 月21日（土）
、地域の方々との交流を通し、赤十字活動への理解を深めるとともに、当院についてもっと知ってい
ただくことを目的に、
「第 9 回

芳賀日赤ふれあいＤＡＹ」を開催しました。今年のテーマは「地域に開かれた病院」。ボ

ランティア、ＪＲＣ（青少年赤十字）
、JA はが野など地元の方々の協力のもと、多くの来場者でにぎわいました。
会場では、体脂肪測定や骨密度測定、栄養相談などの健康チェックや、赤十字講習受講体験、認定看護師によるが
ん・糖尿病相談支援などを実施しました。フードコーナーでは、フランクフルトやチョコバナナを提供、売上金は国内
災害義援金に寄付しました。
総合受付ではお楽しみ抽選会や風船配布などが実施され、お年寄りから子どもまで、幅広い年齢層の方々に楽しん
でいただけるイベントとなりました。

健康生活支援講習指導者によるハンドケア

真岡女子高等学校ＪＲＣ部の協力によるフードコーナー
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Information
病院全体の質改善活動の取り組み〜病院機能評価受審にむけて〜
当院は、公益財団法人日本医療機能評価機構による病院機能評価の受審、認定の取得に向け、病院全体の質改善
活動に取り組んでいます。病院の基本理念である「地域に貢献する病院」のもと、地域住民の方々が安心して医療を
受けられる場を提供するために、よりよい病院への取り組みを継続していきます。
病院機能評価とは……
病院が組織的に医療を提供するための基本的な活動（機能）が適切に実施されているか、第三者機関（公益財団法
人日本医療機能評価機構）が公平な立場から評価する仕組みです。病院が日々の業務を見つめ直し、さまざまな課題
を抽出し改善していくことで、よりよい病院を目指していくことが出来ます。

平成29年10月に就任した医師を紹介

新任
医師紹介

Profile

よこ やま

み

き

横山 美樹
①第一産婦人科医師
②神奈川県
③地域の産科医療に貢
献できるよう頑張り
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。

12 月15 日（金）新病院建設現場にて「立
柱式」を執り行いました。
「立柱式」とは、建
設工事期間中に最初の柱を立てる際、こ
れからの工事の安全を祈願する儀式です。
工 事現 場では全ての工 事を一 時 中 断し、
厳 粛な雰囲気の中、式がおこなわれまし
た。今後、鉄骨工事が 始まり建物の骨組
みが出来上がっていきます。
大前神社の宮司をお招きし、
立柱式を執り行いました。

芳賀赤十字病院の理念及び基本方針

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

編集協力／㈱松井ピ・テ・オ・印刷
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