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〈新たな病院整備について〉

2019年春開院に向け、新病院建設工事着工！
新築移転スケジュール
建設工事着工

竣工

開院予定

2017年2月

2018年12月予定

2019年春

当院では、建物の老朽化や新たな医療に的確に対応するため、移転新築による新病院整備を計画しています。2014
〜15 年度の「実施設計」を経て、2016 年末に当院移転新築施工業者との工事契約。2017年 2 月7 日（火）に「芳賀赤十
字病院移転新築工事 起工式」
を執り行い、翌 2 月 8 日（水）から建設工事が着工しました。
工期は、22 か月を予定し、2018 年12 月『竣工』、2019 年春『開院』を予定しています。

芳賀赤十字病院移転新築工事 起工式を開催
2017 年 2 月 7 日（火）、真岡市中郷萩田土地区画整理
地内の新病院移転地で「芳賀赤十字病院移転新築工事 起
工式」を開催しました。起工式では、日本赤十字社栃木
県支部副支部長をはじめとする来賓および当院関係者、
同工事関係者たち総勢 80 名が出席し、厳粛に執り行われ
ました。
式では大前神社宮司が工事等の安全成就を祈願し、安
田是和病院長が、かけ声と共に盛り砂を3 回起こす「鍬入
れの儀（斉鍬）
」を行いました。また、安田院長は「新病院
建設により、病院機能が向上する。
『地域に貢献する病院』
起工式「鍬入れの儀（斉鍬）」安田 是和病院長

という病院理念のもと、芳賀地域の医療を支える役割を
果たせるようにしていきたい」
とあいさつしました。
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新病院の特徴
■高齢の方に配慮した「1 階ワンフロア外来」
外来診療にかかわる部門を全て 1 階に集約化し、高齢の方にもわかりやすく、上下移動の少ない外来とします。

■医療の効率化を図る「ワンフロア 3 看護単位の入院病棟」
患者さんを見守りやすく、すぐに駆けつけられる病棟とします。関連性の強い部門を同フロアに配置することで、
患者さんやスタッフの上下移動を少なくし、医療の効率化を図ります。

■救急医療の充実、災害拠点病院としての役割
将来的な三次救急への機能拡大を想定し、救急病床やヘリポートを設置。災害に強い病院として、建物に免震構
造を採用。被災により受傷された方を受け入れることができるよう講堂等の設置を計画しています。

新病院概要
移 転 場 所 栃木県真岡市中郷萩田土地区画整理地内
許可病床数

364 床

敷地面積

35,000 ㎡

建築面積

8,260 ㎡ 延床面積：29,976 ㎡

構造種別

S 造、基礎免震構造

新病院移転地は、
現 在 の 病 院 より
北に約1.8キロの
場所。

断面構成図
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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、鈴木医院
（益子町）
と鈴木歯科医院
（真岡市）
をご紹介。

鈴木医院（益子町）
〈対象疾患〉 一般内科・小児疾患
〈得意分野〉 生活習慣病

●当院との地域連携について、どのように考えていますか？
患者さんの診断・治療に難渋することも多く、その際にはいつも芳
賀赤十字病院に紹介し、時間外でもスムーズに診療していただき大変
助かっています。地域の医療に芳賀赤十字病院は、なくてはならない
存在です。
●地域の方々へのメッセージ
〈鈴木院長からのメッセージ〉
皆様が老いても病んでも最期まで住み
慣れた居場所で過ごせますよう協力いた
します。

健康寿命（心身ともに自立し健康に生きる期間）を延ばすため、食事、
運動、睡眠など生活習慣に気をつけましょう。かかりつけ医を持ち、気
になることがあれば早めに受診しましょう。

●院
長 ：鈴木 宗弥
●住
所 ：栃木県芳賀郡益子町益子1747-2
●T E L ：0285-72-2032
●診療科目 ：内科、小児科
●休 診 日 ：日曜日、祝日、木曜日午後、
土曜日午後

鈴木歯科医院（真岡市）
〈対象疾患〉 歯科
〈得意分野〉 伵合育成

●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、治療の難しい口腔疾患や全身疾患の患者さんを芳賀赤十字病
院にお願いしています。口腔外科はもちろんですが、他科の先生がたか
らも患者さんの情報提供により安心で安全な医療を提供することがで
きます。
●地域の方々へのメッセージ
〈鈴木院長からのメッセージ〉
１人ひとりの患者さんの気持ちに寄り添
い、患者さんの要望を尊重できる歯 科医
院でありたいと考えています。

定期健診は歯科疾患の予防につながります。また身近なかかりつけ
歯科医をもつことにより、必要なときには紹介受診することができ、円
滑で安心な治療を受けることができます。

●院
長 ：鈴木 憲夫
●住
所 ：栃木県真岡市亀山 464-1
●T E L ：0285-83-1319
●診療科目 ：一般歯科、矯正歯科、小児歯科
●休 診 日 ：木曜日、日曜日、祝日
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Topics
“糖尿病”をテーマに
「芳賀日赤市民公開講座」を開催 〜芳賀町、市貝町〜
1月19 日（木）に芳賀町、2 月2 日（木）に市貝町で「芳賀日赤市民公開講座」を開催。いずれの会場
も、申込みを上回る多くの参加者が聴講しました。
〇健康講話『糖尿病についての正しい知識』
国際医療福祉大学 岡田耕治特任教授が『糖尿病についての正しい
知識』と題し健康講話。岡田教授は、ユーモアを交えながら糖尿病
患者の食事カロリーコントロール・体重管理の必要性について説明し
ました。また、高齢者は特に冬の季節、運動不足になりがちとなる
ことから、適度な運動を呼びかけました。
〇地域医療連携講話『芳賀地域におけるがん診療連携』
安田院長が、年々がん患者が増加傾向にあることや現在のがん治
療法を説明。また、今後の芳賀地域のがん診療のため、
「同地域のが
ん患者は治療のため県南・県央保健医療圏に流出傾向にある。将来
的には、芳賀地域の住民が遠方へ出向くことなく、当院で一連のが
ん診療を受けらえるよう体制を整備していきたい」
と話しました。

△国際医療福祉大学 岡田耕治特任教授

はがクロスアート（壁面アート）完成〜自治医科大学美術部制作〜
患者の皆さまをはじめとする来院者へ安らぎ・癒やしの効果を図る
ため、院内の壁面を開放し、壁面アートとして利用してもらう
「はがク
ロスアート」
を公募。公募により選ばれた自治医科大学美術部が
『ひか
りの窓』
と題するアートを、春休みを利用して病院休日に制作しましま
した。アートは壁一面に描かれ、光が湖面にそそぐ、明るいイメージに
塗り変えられました。
（火）
「はがクロスアート」
披露会を開催。安田病院長が、自治医
3月28日
「病院で患
科大学美術部長 苗加さんに感謝状を贈りました。苗加さんは、
者さんの癒しになる絵画を書きたいと思っていた、これから多くの患者さ
んに見てもらいたい」
と話しました。ご来院の際は、ぜひ、ご覧ください。
（小児科連絡通路）
はがクロスアート：北館1階地域医療連携室側面

△壁面アート「ひかりの窓」
自治医科大学美術部 苗加さん

東日本大震災から6 年・・・私たちは、忘れ
ない。〜これまでの震災を振り返る〜

３月 24 日（金）
（金 臨床研修医修了
修了式を開催し、同

3 月11日（土）で、東日本大震災から 6 年。日本赤十字

研修に関係する開業医の先生をはじめ当院職員
研修に関係する

社（以下、日赤）では、今月、防災啓蒙運動『私たちは、忘

が一同に会しました。安田病院長が船 山陽平医
が一同に会しました。安田病院長が船山
陽 医

れない。
〜未来につなげるプロジェクト〜』を全国展開。

師に修了証書
師に修了証書を
師
師に修了
に修了証書を
修了証
修
修了証書を授与し、船山医師の新たな門出を
了証書を授与し、船山医師の新たな
書を
を
新たな門出を
新
な門出を

当院でも職員がシンボルイメージバッジを着用して勤務

祝しました。
祝しました。
ました。

したほか、
「これまでの震災を振り返る」として阪神・淡路
大震災、東日本大震
災、熊本地震時で日
赤及び当院救護活動
写真や、被 災した方
が た の“今”を写した
笑顔のパネルを赤十
字コーナー（中央館 1
階）に展示しました。

△臨床研修医修了式

△赤十字コーナー

5

vol.6

April. 2017

Information
〈平成 29 年度〉看護師インターンシップ・就職説明会のご案内

多くの方の参加、
お待ちしてます！

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＞

平成 29 年5月6日（土）

7月15 日（土）

8 月17 日（木）

8 月18 日（金）

看護師就職説明会（9：00-13：00）

〇

〇

〇

〇

看護師インターンシップ（13：00-16：30）

〇

〇

〇

〇

>> 看護部パンフレットのご案内
看護部パンフレットをリニューアルしました。ホームページで最新情報を
ご覧いただくことができます。スマートフォンで右記ＱＲコードを読み込む
と、閲覧することができます。
http://www.haga.jrc.or.jp/section/nurse/nurse̲guide/

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、研修医、看護師、コメディカルの
職員たち。いずれも、入職1 〜 3 年目とフレッシュな面々。
写真は、病院案内パンフレット用にプロカメラマンが撮影し、
職員らは緊張しながらも和やかな雰囲気で撮影しました。
当院に勤務するスタッフたちの素敵な笑顔、イキイキとした姿
を映し出しています。

カメラマンが、様々なシ ン撮影！

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

編集協力／㈱松井ピ・テ・オ・印刷
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