
［ ご自由にお取りください ］ 芳賀赤十字病院

芳賀赤十字病院後援会総会を開催
平成30年度もおか木綿踊りに参加、優秀団体賞を受賞！
認知症疾患医療連携協議会を開催

特  集

～地域とつながる～ 登録医情報　小菅クリニック（真岡市）
　　　　　　　　　　　　　　　はやし歯科医院（真岡市）

小児科病棟で「体重コントロールキャンプ2018」を開催！

Topics
芳賀日赤市民公開講座を茂木町、芳賀町で開催
新任医師紹介

Information

当院救護班が栃木県・鹿沼市総合防災訓練へ参加

新病院建設進捗状況
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特  集
新病院建設進捗状況

　現在、新病院建設工事は大詰めを迎えており、外装工事がほぼ終了し、内装工事がおこなわれています。今回は新
病院の外装および内装のデザインについてご紹介します。

　新病院の外装について
　新病院の外装は、建物の構成（外来・管理・病棟の３層構成）をそのまま外観に表現し、シンプルに取りまとめています。
周囲を人が行き来することから、目線に近いことを考慮して塗装の艶感の濃淡を出すことで外壁に奥行き感を出す計画
としています。また、光の当たり方により外壁が変化し飽きがこない外観の実現を目指しています。

　上層部は遠目からもシンボリック
な病棟平面形状が浮き立つような
糠白釉（ぬかじろゆう）のボリューム
としています。糠白釉とは、益子
焼でよく使われる伝統的な釉薬で、
籾殻を焼いた灰から作られるもの
です。

　中層部及び上部の目隠し壁は深
みのある黒色を用い、全体の印象
を引き締める意匠としています。

　低層部は周囲のグリーンとの調和を考えた少し青緑がかった独自の色味としています。
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　新病院の内装について
　新病院の内装は、外来から病棟まで多くのアートを取り入れる予定です。それらのアートは、芳賀郡の５つの地域（真
岡市、益子町、茂木町、市貝町、芳賀町）の横のつながりと、先人から引き継ぐ縦のつながりをクロスさせ、これから
も人とつながり、地域とつながる存在でいる、という熱い思いを込めて、【つなぐ】をテーマに展開します。
　新病院では、１階ホスピタルモールに災害時の対応として、医療ガス（酸素・吸引）を設置しています。通常時、医療
ガスアウトレットを隠す目的として、以下のような芳賀郡各地域のモチーフを抽象的に表現したアートを使用する計画と
しています。

　子どもの肥満が、将来の生活習慣病（高血圧、糖尿病、脂質異常症など）のリスクになることが分かってきてい
ます。生活習慣病予防には、子どものうちに肥満を改善することが大切です。そこで、８月20日（月）～８月22
日（水） に小・中学生を対象として、小児科病棟で２泊３日の検査入院「体重コントロールキャンプ」を開催しました。
　キャンプ中には、血液検査・エコー検査等、いくつかの検査をして、生活習慣病の徴候が出ていないかどうか
を調べました。エコー検査では脂肪肝や早期動脈硬化が見つかった子もいました。栄養指導では、普段の食生活
で気を付けるポイントを学ぶだけではなく、バイキング形式でご飯の量を計測して自分に合った食事量を経験しま
した。また、運動指導で自分に合った運動方法を実践し、カウンセリングでは継続できる目標の立て方を学びま
した。
　今回のキャンプを通じて、自分の食生活や運動習慣を見直し、生活習慣病予防に役立つことを願っております。

小児科病棟で
「体重コントロールキャンプ2018」
　　　　　　　　　　　　を開催！

小児科病棟で
「体重コントロールキャンプ2018」
　　　　　　　　　　　　を開催！

小児科病棟で
「体重コントロールキャンプ2018」
　　　　　　　　　　　　を開催！

真岡市：ＳＬ鉄道 益子町：里山

市貝町：芝ざくら 芳賀町：梨

茂木町：那珂川
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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、小菅クリニック（真岡市）と、はやし歯科医院（真岡市）をご紹介。

登 録 医 情 報
～地域とつながる～

〈小菅周一院長（写真中央）よりメッセージ〉
　「笑顔と親切」をモットーにスタッフ一
同頑張っています。

●当院との地域連携について、良かった点を教えて下さい
　昼夜を問わずいつも快く母体搬送や新生児搬送を引き受けていただ
いております。安心して周産期医療を行うことができ、大変感謝してお
ります。

●地域の方々へのメッセージ
　当院は予約制ですが、お電話をいただければ当日中のご予約も可能
です。心配な症状がある方は是非ご連絡ください。

〈対象疾患〉　産婦人科
〈得意分野〉　周産期

小菅クリニック （真岡市）

〈林浩司理事長（写真後列右端）よりメッセージ〉
　毎日楽しく笑顔で会話し、美味しくお食
事するためにお口の健康は重要です。悪くな
る前に是非、歯科医院に相談に来て下さい。

●当院との地域連携について、良かった点を教えて下さい
　かかりつけ歯科医院として地域の患者さんと関わる中で、一開業医
では全ての口腔疾患を診断・治療する事は難しいと考えています。難
症例の外科治療や診断が難しいケースのセカンドオピニオンとして、芳
賀赤十字病院と連携できる事に大変感謝しております。

●地域の方々へのメッセージ
　実は、むし歯や歯周病は予防が可能な病気です。悪化する前に受診
していただき、きちんと治療して定期的にお口の中を管理する事で、
食事や会話を楽しめる人生を送っていただけることを、スタッフ一同、
サポートしたいと考えております。

〈対象疾患〉　一般歯科、小児歯科
〈得意分野〉　予防歯科、審美歯科

はやし歯科医院 （真岡市）

基
本
情
報

●理 事 長 ： 林　　浩司
●住　　所 ：栃木県真岡市並木町4丁目10-3
●T E L ：0285-82-8611
●診療科目 ：歯科、小児歯科
●休 診 日 ：木曜日、日曜日、祝日

基
本
情
報

●院　　長 ： 小菅　周一
●住　　所 ：栃木県真岡市下高間木1-1-1
●T E L ：0285-84-3511
●診療科目 ：産婦人科
●休 診 日 ：土曜日（午後）・日曜日・祝日
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　７月５日（木）、平成30年度芳賀赤十字病院後援会総会が
フォーシーズン静風で開催され、後援会会員および当院職員合
せて約80名が出席しました。
　総会では、会員数現況報告や平成29年度事業概要報告およ
び決算報告が行なわれました。芳賀赤十字病院後援会からは平
成29年度事業としてバックボード１台、プロジェクター２台を寄
贈いただきました。

＜芳賀赤十字病院後援会会員募集＞ 
　芳賀赤十字病院後援会は、芳賀赤十字病院が適正かつ円滑に運営されるよう支援することなどを目的に、地域
の法人や個人を会員として活動しています。入会をご希望される方は、芳賀赤十字病院後援会事務局（総務課）ま
でご連絡ください。

芳賀赤十字病院後援会事務局（総務課）　Tel 0285-82-2195

芳賀赤十字病院後援会総会を開催

Topics

　７月26日（木）、当院にて認知症疾患医療連携協議会が開催
され、認知症疾患医療に関して地域の関係機関との連携体制強
化を図りました。
　当院では、平成28年に県東地区で初めてとなる「認知症疾患
医療センター」が設置され、もの忘れ・認知症が気になる方やそ
の家族が住み慣れた地域で安心して生活ができるための支援を
おこなっています。
　今年度は、芳賀日赤市民公開講座（10月11日（木）、１月31
日（木）開催予定）と芳賀郡市認知症フォーラム（10月18日
（木）開催予定）にて認知症に関する研修会の開催を予定してお
ります。

認知症疾患医療連携協議会を開催

　８月18日（土）、当院互助会（双葉会）の夏のイベントとして、
「平成30年度もおか木綿踊り（もおか木綿踊り実行委員会：真
岡商工会議所主催）」に参加、優秀団体賞を受賞しました。
　真岡市荒町本通りにて流し踊りがにぎやかに行われ、当院か
らは155名の職員がお揃いのはっぴ姿で踊りを披露し、祭りを
盛り上げました。

平成30年度もおか木綿踊りに参加、優秀団体賞を受賞！

篠原宣之後援会会長挨拶

優秀団体賞を受賞しました

地域の関係機関と活発な意見交換が行なわれました
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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。

　９月２日（日）鹿沼市粟野総合運動公園にて栃木県・鹿沼市総
合防災訓練が行われ、当院の救護班及び救護担当者が参加しま
した。関係機関、奉仕団、防災ボランティアの協力を得て医療
救護をはじめとした各種訓練を実施しました。救護班は医師以下
７名で構成され、日々各種訓練に参加することで、いつ起こるか
わからない大規模災害に備えています。

表 紙 紹 介

　地域住民の皆さまを対象に「芳賀日赤市民公開講座」を、平成30年10月11 日（木）に茂木町、平成31年１月31日（木）
に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
～」などがおこなわれます。ぜひ、ご参加ください。

【茂木町開催】
開催日 ： 平成30年10月11日（木） 
時　間 ： 14：00～16：00
会　場 ： 茂木町　元気アップ館
問合せ ： 茂木町　保健福祉課健康係
　　　     TEL（0285-63-2555）
締切日 ： 10月４日（木）

【芳賀町開催】
開催日 ： 平成31年１月31日（木） 
時　間 ： 14：00～16：00
会　場 ： 芳賀町農業者トレーニングセンター
問合せ ： 芳賀町　住民生活部　健康増進課
　　　     TEL（028-677-6042）
締切日 ： １月24日（木）

芳賀日赤市民公開講座を茂木町、芳賀町で開催

〒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

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

恩田 昌紀
おん   だ　　まさ としProfile

①眼科医師
②栃木県宇都宮市
③精一杯頑張ります
ので、どうぞよろ
しくお願いいたし
ます。

新井 良子
あら　い　 りょう こProfile

①第一産婦人科医師
②埼玉
③はじめまして。９月からお
世話になります。小さな頃
から祖母の住んでいる真
岡が大好きで、この度こち
らで働けることがとてもう
れしく思います。どうぞよ
ろ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

※掲載に同意いただいた方について掲載しています。

平成30年７月～９月に就任した医師を紹介平成30年７月～９月に就任した医師を紹介


