
［ ご自由にお取りください ］ 芳賀赤十字病院

栃木県・真岡市総合防災訓練に参加しました！
登録医大会を開催しました！
芳賀赤十字病院後援会より「傘のしずく取り」の寄贈がありました！
新任医師紹介

特  集

～地域とつながる～ 登録医情報　社団医療法人　弘全会　芳賀中央クリニック（芳賀町）
　　　　　　　　　　　　　　　しぶや歯科クリニック（真岡市）

もおか木綿踊りに参加

Topics
芳賀日赤市民公開講座を真岡市で開催します！
芳賀日赤ふれあいＤＡＹを２年ぶりに開催します！

Information

ドローンで空撮を行いました！
令和元年台風15号災害
当院から救護班１班を派遣しました。
認定看護師紹介
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特  集
当院から救護班１班を派遣しました。
令和元年台風15号災害

被害の状況
　９月５日に発生した台風15号は、９日には勢力を維持したまま、千葉市付近に上陸し、関東地方において非常に強
い風や非常に激しい雨をもたらしました。この影響で、床下・床上浸水や一部損壊などの住宅被害のほか、倒木等によ
る停電やそれに伴う断水が発生し、ライフラインの供給が受けれない等の甚大な被害をもたらしました。
 救護活動日　　令和元年９月16日（月）～９月18日（水）
 活動内容　　千葉県館山市・南房総市を中心に、健康相談や巡回診療等を実施
 救護班員　　医　　師　　林　　浩史
 　　　　　　看護師長　　平石　慶美
 　　　　　　看 護 師　　橋本　明子
 　　　　　　看 護 師　　石川　祐一
 　　　　　　薬 剤 師　　秋葉　啓寿
 　　　　　　主　　事　　島田　俊昭
 　　　　　　主　　事　　佐藤　正輝

 活動詳細
　日本赤十字社では、直ちに現地の医療調整本部に日赤災害医療コーディネーターを派遣し、他医療機関等との連携
をとりながら、13日より医療救護班を派遣し、医療ニーズの調査及び巡回診療等を実施しました。当院は、日本赤十
字社栃木県支部からの要請により、16日～ 18日の期間に千葉県に救護班１班を派遣しました。館山市の安房健康福祉
センターを中心に健康相談や巡回診療等を中心に実施し、18日に引継ぎを行い、芳賀赤十字病院に帰院いたしました。

 活動報告
　私たちは、発災から７日目、大雨警報・警戒レベル４が発令された９月16
日被災地に入りました。支部での事前ブリーフィングでDMATが撤収し医療
ニーズが少ないことを知らされ、この雨の中、どんな活動ができるのか？車
中でそれぞれが自分のできること・するべきことに思いを巡らせていました。
　前任のさいたま赤十字病院救護班から引継ぎを受け、立ち上がり始めた
南房総市の保健機関の支援（避難所のアセスメント、保健相談、安否確認等）
を行うことになりました。発災後の保健・福祉のニーズは、医療ニーズより
はるかに膨大で複雑でしたが、近県から応援の保健師が派遣されるまでの、
のりしろの役割を果たせたと思っています。
　防災放送が止むことがない非日常のなか、５時の時報チャイムにX JAPAN

のForever Loveが流れたとき、日常のありがたさと、その日常を取り戻そうとする行政機関の意思を感じました。一日
でも早い復旧と日常の回復を心よりお祈り申し上げます。

林　浩史班長

打ち合わせを実施している様子
（林医師：写真中央）
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特  集
認 定 看 護 師 紹 介
～臨床現場における看護のエキスパート～

　認定看護師とは
　高度・専門分化する医療をはじめ、変化する保健医療福祉環境の中で、看護
の役割が拡大し、臨床においても質の高い看護ケアが求められている。認定看
護師とは、ある特定の看護分野において、熟練した看護技術と知識を用いて、
水準の高い看護実践の出来る者として、日本看護協会による認定と免許を受け
た看護師のことである。

　新任認定看護師紹介
　当院では認定看護師として10分野15名が、それぞれの専門技術・知識を用い活躍しています。
　今年度より新たに認定看護師に仲間入りした佐々木さん、岡田さんをご紹介します。

　摂食・嚥下障害看護認定看護師は、
摂食嚥下障害を有する患者さまとご家
族に対して、食事について支援してい
きます。摂食嚥下障害は、病気や加齢
の影響により誰でも起こります。入院
中から退院後の食生活を考え、患者さ
まがより安全に美味しく食べるお手伝
いをさせて頂きます。

　８月24日（土）に真岡市内で「もおか木綿
踊り」が開催され、当院からは、互助会（双
葉会）として総勢約200名の職員が参加し
ました。当日は、お揃いの法被でお祭りを
盛り上げ、表彰式では、優秀団体賞を受賞
いたしました。

摂食・嚥下障害看護認定看護師　岡田　真由美
　認知症の方やご家族の気
持ちに寄り添い、その人の
個性や生き方を大切にした
看護を行っていきたいと考
えてます。認知症の方やご
家族が、安心して生活でき
る環境作りを一緒に考え、
支援していきます。

認知症看護認定看護師：佐々木　恵

～もおか木綿踊りに参加～

優秀団体賞を
　受賞しました！
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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、社団医療法人　弘全会　芳賀中央クリニック（芳賀町）と、しぶ
や歯科クリニック（真岡市）をご紹介。

登 録 医 情 報
～地域とつながる～

〈中野　智文 院長（写真）よりメッセージ〉
元気だけ がとりえですので、これからも
患者さんに元気を分けられるよう頑張り
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
悪性疾患や緊急手術が必要な患者さんをほぼ断られる事なく受け入れ
ていただいて大変感謝しています。

●地域の方々へのメッセージ
今後、新病院を設立し、ますます地域医療の充実の一端を担える様に
頑張りたいと思います。

〈対象疾患〉　外科一般、内科一般
〈得意分野〉　消化器、循環器をメインに診療しています。
　　　　　　日帰りヘルニア手術等にも力を入れています。

社団医療法人　弘全会
芳賀中央クリニック （芳賀町）

〈渋谷光子院長（写真中央）よりメッセージ〉
お口のなかで心配な事がありましたら、ご
来院ください。

●当院との地域連携について、良かった点を教えて下さい
私の医院で抜くのが難しい症例や、全身疾患をもっている患者さんの抜
歯などをいつも口腔外科にお願いしています。
対応が迅速で、お返事等の連絡もきちんとしていてとても感謝しており
ます。

●地域の方々へのメッセージ
当院は、芳賀赤十字病院登録医として連携を取る事により地域医療に
貢献できるように努めております。

〈対象疾患〉　歯科全般

しぶや歯科クリニック （真岡市）

基
本
情
報

●院　　長 ： 渋谷 光子
●住　　所 ： 栃木県真岡市荒町1180－3
●T E L ：0285-83-7577
●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 ： 中野 智文
●住　　所 ： 栃木県芳賀郡芳賀町上延生534－1
●T E L ：028-677-5581
●診療科目 ： 外科、循環器内科、整形外科、
　　　　　　胃腸科、内科、肛門科、
　　　　　　皮膚泌尿器科、リハビリテーション科、
　　　　　　放射線科
●休 診 日 ： 日曜日・祝日
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　９月１日（日）に鬼怒自然公園で栃木県・真岡市総合防災訓練
が実施されました。当日は、関係機関など130団体1,300人が
参加し、当院からも医療救護班やＤＭＡＴなどが訓練に参加し
ました。当日は、直下型地震が県南東部で発生し、建物の崩壊
や道路・ライフラインが甚大な被害が発生したという想定で実
施され、各関係機関と連携して、医療救護活動等を実施いたし
ました。

栃木県・真岡市総合防災訓練に参加しました！

　９月26日（木）に「令和元年度 芳賀赤十字病院登録医大会」を
今年は初めて院内のスタッフラウンジで開催しました。立食形式
だったため「自由度が高く、いつもより多くの先生方とお話がで
きた」と感想をいただきました。また、当院が保有する高額医療
機器の共同利用について説明があり、「是非利用したい」「いざと
いうときに頼れるのが安心」と回答いただきました。
　当院医師の紹介と登録医の先生方の紹介も行われ、日頃の連
携等につき活発な交流の機会となりました。

登録医大会を開催しました！

Topics

　令和元年度の芳賀赤十字病院後援会の記念事業とし
て、「傘のしずく取り」２台の寄贈がありました。防災セ
ンターと正面玄関それぞれに設置し、雨天時等に来院
者向けに使用させていただきます。ありがとうございま
した！

芳賀赤十字病院後援会より
「傘のしずく取り」の寄贈がありました！

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

近藤 由佳
こん どう　  ゆ　 かProfile

①眼科医師
②福島県
③今年７月より常勤と
なりました。
　至らない点も多々あ
るかと思いますが、
今後ともどうぞよろ
しくお願い申し上げ
ます。

令和元年７月～９月に
　　　就任した医師を紹介
令和元年７月～９月に
　　　就任した医師を紹介

※掲載に同意いただいた方に
ついて掲載しています。
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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。

　当院北側方面に広がる田んぼの稲に穂がつき、お米の収穫が
始まりましたので、その風景と新病院の建物をドローンを用いて
撮影を行いました。

表 紙 紹 介

　令和元年11月７日（木）に地域住
民の皆さまを対象に「第10回芳賀
日赤市民公開講座」を、真岡市で開
催します。 
　モオカ 内科・糖尿病クリニック　
柳　一徳院長が「糖尿病 ココだけ
のはなし ～メタボとロコモと新世代
のくすり～ 」について講演を行いま
す。また、「認知症の人との上手な付
き合い方」「大腸がんについて」それ
ぞれ講演を行います。参加費は無料
ですので、ぜひ、ご参加ください。

開催日：令和元年11月７日（木） 
時　間：14時～16時（受付開始13時15分～） 　　　　　　
会　場：芳賀赤十字病院　講堂（ハートクロスホール）
内　容：講演１「糖尿病　ココだけのはなし
　　　　　　　　　～メタボとロコモと新世代のくすり～」
　　　　　　　　講師：モオカ　内科・糖尿病クリニック　院長　柳　一徳
　　　　講演２「認知症の人との上手な付き合い方」
　　　　　　　　講師：芳賀赤十字病院　認知症看護認定看護師　久保　明子
　　　　講演３「大腸がんについて」
　　　　　　　　講師：芳賀赤十字病院　第二外科部長　佐藤　寛丈

問合せ：真岡市　健康増進課　TEL（0285-83-8122）

芳賀日赤市民公開講座を真岡市で開催します！

　地域の皆様を対象に広く赤十字事業全般の普及啓発を図るため、また、芳賀赤十
字病院をより身近に感じていただく機会として「芳賀日赤ふれあいDAY」を開催い
たします。当日は、病院見学や当院の認定看護師による健康相談のほか、赤十字奉
仕団による救急法の体験などが実施される予定となっています。新病院移転後、は
じめての開催となりますので、是非ご来場ください。

芳賀日赤ふれあいＤＡＹを２年ぶりに開催します！

〒321-4308　栃木県真岡市中郷 271
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

日時 ： 令和元年11月16日（土）
　　　　　　　　10時～16時
場所 ： 芳賀赤十字病院　２階
　　　　　　講堂「ハートクロスホール」


