芳賀赤十字病院

［ ご自由にお取りください ］

新病院ではじめての入職式を実施！
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新病院移転の御礼とお願い

特集

当院は、平成 31年３月１日に真岡市中郷の新病院へ移転しました。移転に伴いご協力いただ
きました関係者のみなさまに御礼申し上げます。新病院では急性期医療から退院まで切れ目の
ない地域完結型医療を目指してまいります。地域の方々への感謝の気持ちを大切にして、今後の
病院運営を職員一同でおこなっていきます。

外来診療の流れが変わります
新病院では、診察前のお呼出しは受付票の番号で電子掲示板に表示されます。表示された方は、診察室にお入りく
ださい（順番は前後することがございますがご了承ください）。料金計算は A 〜 E の各科外来受付で計算いたします。診
察が終わりましたら、受診された外来受付にファイルを提出して下さい。

初

診

再

総合案内

診

自動再来受付機

受診申込書・問診票の記入
紹介状の有無
有り

予約状況の確認
無し

6. 患者支援センター
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診察後、受診した外来受付にファイルを提出

A〜E 外来受付で料金計算
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無し

自動精算機（3. 会計窓口でもお支払できます）
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公共交通機関のご案内
バスをご利用の場合
新病院敷地内まで真岡市コミュニティバスが乗り入れしていま
す。主に真岡市街地を循環しており、１乗車 100 円、毎日運行、
どなたでもご利用いただけます。
当院の移転に合わせ、コミュニティバスの「コットベリー号」は

いちごバス時刻表 「芳賀赤十字病院」
左回り

時刻
次は
次は
「北真岡駅→荒町２丁目」
「北真岡駅→荒町３丁目」

利便性を高め、より多くの方々にご利用いただくため運行内容を
変更し、新しく「いちごバス」という愛称を付け運行を開始してい
ます。詳細については真岡市ホームページをご覧ください。
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電車をご利用の場合
新病院の最寄駅は真岡鐵道「北真岡駅」になります。北真岡駅から新病院までは徒歩約５分、いちごバスもご利用い
ただけます。
北真岡駅は、改修工事によりスロープが新設されより使いやすくなりました。また、当院の最寄駅として親しみを
持っていただけるように、北真岡駅の愛称を
「日赤前」としていただきました。
当院にお越しの際はぜひご利用ください。

真岡市休日夜間急患診療所が開設されました。
平成 31 年４月１日、真岡市休日夜間急患診療所の開所式が行
なわれました。真岡市長をはじめ、当院安田院長、各関係者が出
席してテープカットを行ないました。診療所は、比較的症状の軽
い患者（初期救急）を担うものです。
当院は入院や手術が必要な患者さま、救急を要する患者さまを
24 時間体制で受け入れる２次救急病院です。診療所が当院の建
物の南側に位置していますので、今まで以上に芳賀地区の医療充
実が図られます。
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〜地域とつながる〜

登 録 医 情 報

April. 2019

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、医療法人弘真会 二宮中央クリニック（真岡市）とおぬき歯科医
院（真岡市）をご紹介。

医療法人弘真会 二宮中央クリニック（真岡市）
〈対象疾患〉 内科、泌尿器科、外科、皮膚科
〈得意分野〉 総合内科、泌尿器科（癌の診断・加療、排尿障害、ED など）、
在宅医療

●当院との地域連携について、良かった点を教えて下さい
貴院様からは通院困難な患者様や泌尿器科疾患の患者様のご紹介を
頂き、当院からは重症な入院を要する患者様を沢山お受け頂き、大変
助かっております。
〈鈴木理事長・染谷院長からのメッセージ〉
患者様や介護利用者様に信頼されるク
リニックをめざしております。宜しくお
願い致します。

●地域の方々へのメッセージ
地域に密接した医療、介護、福祉環境の充実をめざし、内科、泌尿
器科などの専門的医療の提供を目的に日々診療を行なっております。

基本情報

●理 事 長 ： 鈴木 一実
院
長 ： 染谷 勉
●住
所 ：栃木県真岡久下田712-2
●T E L ：0285-74-5511
●診療科目 ：内科、泌尿器科、外科、皮膚科
●休 診 日 ：日曜日、祝日

おぬき歯科医院（真岡市）
〈対象疾患〉 一般歯科、矯正歯科

●当院との地域連携について、良かった点を教えて下さい
私の歯科医院では治療が難しいと思われる埋伏歯抜歯、全麻下での
歯根膿胞摘出手術、また舌癌、扁平上皮癌の疑い、前癌病変である白
板症や扁平苔癬、難治性口内炎等の患者さんをすぐに受け入れて頂き
大変感謝致しております。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
〈小貫元晴院長からのメッセージ〉
虫歯の治療、歯周病の治療と供に口の
中が「へん」と思われたら、すぐに歯科医院
にお越し下さい。

歯科医院での診療にてはじめて発見される病気があります。芳賀赤
十字病院との連携により地域の皆様の健康の手助けをしたいと思って
おります。

基本情報

●院
長 ： 小貫 元晴
●住
所 ：栃木県真岡市久下田 777-1
●T E L ：0285-74-0155
●診療科目 ：歯科、矯正歯科
●休 診 日 ：木曜日、日曜日、祝日
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Topics
新病院竣工記念式典を執り行いました
２月９日
（土）、新病院にて竣工記念式典が執り行われました。大塚
義治 日本赤十字社副社長、福田 富一 栃木県知事をはじめとした来
賓約 300 名を招待し、新病院の完成を祝いました。安田院長はあい
さつの中で
「急性期医療から退院まで切れ目のない地域完結型医療を
目指す。地域の方々への感謝の気持ちを大切にして、今後病院の運
営を職員一同でおこなっていく。」
とお話しされました。
また、２月 10 日（日）には一般向けの新病院内覧会がおこなわれ、
地域住民約 1,500 名が見学に訪れました。来院された方々には、普
段は入れない手術室や新しく導入された医療機器などを見学していた
だきました。内覧会には想定した人数を超える見学者が訪れ、新病院

竣工記念式典での安田院長の挨拶

に対する地域住民の関心の高さがうかがえました。

芳賀日赤市民公開講座を芳賀町で開催
１月31 日
（木）
に芳賀町で
「芳賀日赤市民講座」
を開催。芳賀町に居
住の方をはじめ、116 名の多くの参加者に聴講していただきました。
当院神経内科部長澤田幹雄先生が「脳卒中について」
と題し、脳梗塞
を引き起こす原疾患についてお話され、原疾患の予防法（油や運動法）
について講演されました。参加者の中からは
「疾患についてよく理解
ができた。」
「脳卒中の予防には本人の心がけが大切だと思った。」
など、
とても参考になるお話だったと感想をいただきました。
また、真岡西部クリニック院長 趙 達来先生による
「住み慣れた家で
最後まで〜これが私の在宅医療〜」
の講演は、在宅医療の事例を通した
分かりやすいお話でした。
「在宅医療は身近な問題として参考になった」

真岡西部クリニック 趙 達来 院長

「在宅医療を増やしてほしい」
「感動した」
などご意見をいただきました。

防災ヘリ・ドクターヘリ合同訓練を実施しました
２月20 日
（水）、移転後の芳賀日赤屋上ヘリポート運用開始に伴い、
防災ヘリ・ドクターヘリ合同訓練が実施されました。両機体が当院ヘ
リポートに着陸し、傷病者の引継ぎ要領を確認することで、病院と消
防、ドクターヘリ、防災ヘリ間の連携強化を図りました。

ドクターヘリからストレッチャーで傷病者を搬送

臨床研修医修了式〜初期臨床研修医の大塚医師が当院を卒業〜
３月25 日
（月）、臨床研修医修了式がおこなわれ、同研修に関わっ
た開業医の先生方や職員たちが、当院での初期臨床研修期間（２年間）
を修了した大塚 英明 先生の新たな旅立ちを祝いました。式では大塚
先生が研修内容の振り返りを発表し、村上 善昭 副院長（臨床研修管
理委員長）
から修了証書が授与されました。

写真左から安田院長、大塚医師、村上副院長
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Information
＜平成 31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。詳細については当院ホー
ムページをご覧ください。
＜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＞

皆様のご参加お待ちしています！

5月2日（木） 6月1日（土） 7月 6 日（土） 7月29 日（月） 8 月 8 日（木）

看護師就職説明会（8：30 ー 13：00）

〇

〇

〇

〇

〇

看護師インターンシップ（13：00 ー 16：30）

〇

〇

〇

〇

〇

新任専門看護師紹介
当院では専門・認定看護師として10分野14名が、それぞれの専門技術・知識を用い活躍しています。
（平成31年４月現
在） 昨年11月より新たに専門看護師に仲間入りした高津戸さんをご紹介します。

慢性疾患看護専門看護師

５南病棟

高津戸

瞳

慢性疾患看護専門看護師は、年齢を問わず、生活習慣病や慢性的な心身の不調と共に生きる
人々とそのご家族に対して、自分らしい生活を送ることができるようなお手伝いをさせていただき
ます。また、これまでの生活の中で培われた価値観や習慣を大切にしながら、今後どのように生き
ていきたいかという思いを寄り添い、多種目と協働しながら支援をさせていただきます。

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。

今号の表紙は、４月１日から採用された新入職員たち。
新病院での入職式を終え、病院や赤十字についての研修を行い
ました。
研修後、各部署へ配属されます。
立派な病院職員となることを期待しております。
※写真は赤十字救急法の実技を実施している様子

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
〒321-4308

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

栃木県真岡市中郷 271

芳賀赤十字病院

※新病院移転に伴い、住所が変更となります。

TEL 0285-82-2195 ㈹ FAX 0285-84-3332 http://www.haga.jrc.or.jp/
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