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特  集

地域の皆様の入院支援・
退院支援を行っております。

患者支援センターが新設されました。
新任医師および研修医紹介
～地域とつながる～ 登録医情報　医療法人　弘真会　二宮中央腎・健診クリニック（真岡市）
　　　　　　　　　　　　　　　木代歯科医院（真岡市）

Topics
医学生向けのガイダンスに当院の研修医が参加
マイチャレンジ推進事業中学生が職場体験
第27回芳賀病診連携懇話会を開催

後援会よりベンチが寄贈されました。
芝桜を植えていただきました ！
今年度の主な資格取得者
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特  集 患者支援センターが新設されました。
患者支援センターとは？患者支援センターとは？

事務部長就任挨拶

　このたび、2019年４月１日付けにて事務部長を拝命いたしました柳澤智宏と
申します。私は、昭和58年に芳賀赤十字病院入職し30数年、事務部門で勤務
させていただきました。
　その間、顕著な医師不足による病院機能の低下など厳しい時期もありましたが、
諸先輩や地域の皆様の支えがあって現在の病院がある事を実感しております。
　また、旧病院は建物の老朽化が著しいことと東日本大震災での被災等の影響
等もあり、新病院の建て替えが急務であることから、多くの関係者のご理解と
ご協力のもと３月１日に開院の運びとなりました。
　今後は、新病院での多くの機能を効率的に活用し「地域完結型医療」の実現を
果たすため、職種間の連携による経営の健全化を図り、地域の皆様が生活の拠
り所となれる病院作りに取り組む所存でございます。どうぞよろしくお願いいた
します。

柳澤　智宏 事務部長

　入院・外来受診から退院後の外来
通院や在宅医療まで切れ目のない療
養支援、患者相談、病院内外の医
療連携、チーム医療などを行い、患
者さまへの医療・保健・福祉を含め
た包括的なサービスを提供するた
め、「患者支援センター」を運営して
います。

他の医療機関からの紹介状をお持ちの患者さまの受付・業務を行っております。紹介患者受付

入院が決まり、安心して入院生活が送れる様に手術や治療など目的にあった説明
や入院生活についてオリエンテーションを行います。そして、日頃の生活について
お話をうかがい、入院生活がスムーズに送れる様に支援します。

入 院 支 援

病棟看護師や専任の看護師が入院中の患者・家族さまと面談し、主治医・担当
看護師・その他関係職種と相談しながら、退院後の療養について方針を決定し
ます。そして、かかりつけ医やケアマネジャーなど院外の支援スタッフと退院後の
生活環境の調整を行います。

退 院 支 援

各専門スタッフが、社会保険制度や
入院や外来通院にかかる不安や困り
ごとについて相談をお受けします。

医 療 相 談
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小林 卓真
 こ  ばやし  たく　まProfile

①消化器内科
②栃木県
③芳賀地区の医療に貢
献できるよう頑張り
たいと思います。
　これからもよろしく
お願い申し上げます。

齋藤 俊祐
さい とう　しゅんすけProfile

①循環器内科
②宇都宮市
③自治医大から赴任しました
齋藤俊祐と申します。芳賀
地区の循環器診療（心不全、
虚血性心疾患）をさらに前進
させていければと存じます。

　よろしくお願いします。

森田 裕介
もり　た　  ゆう すけProfile

①第一小児科
②下都賀郡壬生町
③日頃より大変お世話になっておりま
す。小児科入局２年目で１年間研修
させていただきます。先生方には、
様々な場面でお世話になると思いま
す。一生懸命勉強させていただき
ますので、よろしくお願いします。

佐々木 崇洋
 さ　 さ　 き　  たか ひろProfile

①放射線科
②茨城県
③自治医大から画像診断＋血
管内治療で来ました。外病
院は初めてで慣れないこと
もあり、ご迷惑かけること
もあるかもしれませんが、
何卒よろしくお願いします。

大舘 花子
おお たち　はな  こProfile

①第一産婦人科
②群馬県
③早く慣れて地域医療
に貢献できるよう頑
張ります。

木村 明徳
 き　むら　あき のりProfile

①整形外科
②宇都宮市
③外傷と関節をメインにやっ
ています。明るくフット
ワーク軽くがんばりますの
で、何でも相談して下さい。
　ちなみにYouTuberではな
いです。

松本 裕大
まつ もと　ゆう　たProfile

①整形外科
②小山市
③地域医療に貢献でき
るよう頑張ります。

倉田 佳彦
くら　た　　よし ひこProfile

①第一外科
②滋賀県
③2019年４月より芳賀赤十
字病院外科に赴任すること
になりました。芳賀地域の
外科医療に貢献できるよう
頑張りたいと思います。よ
ろしくお願い致します。

山下 眞穂
やま した　  ま　 ほProfile

①第一小児科
②大田原市
③一人一人の患者様と真
摯に向き合い丁寧な
診療を心がけていき
ます。これからよろし
くお願いいたします。

福田 直
ふく　だ　  なおProfile

①麻酔科
②宇都宮市
③地域医療に貢献でき
るよう頑張ります。

米田 誠
よね　だ　 まことProfile

①研修医
②東京都
③早くできることを増
し、病院に貢献でき
るように頑張ります。

加納 進太郎
 か　のう　しん　た　ろうProfile

①研修医
②兵庫県
③今年度より初期研修医としてお
世話になっている加納進太郎と申
します。早く医師として独り立ち
できるよう励みつつ、学びの多い
濃い研修にしていきたいと思いま
す。よろしくお願いします。

大西 央
おお にし　あきらProfile

①第三内科
③がんばりますので、
よろしくお願いしま
す。

手塚 正幸
 て   つか　まさ ゆきProfile

①脳神経外科
②宇都宮市
③芳賀地区の医療に貢
献するよう頑張りま
す。

山上 彩香
やま かみ　あや　かProfile

①第一小児科
②栃木県
③精一杯頑張りますの
でよろしくお願いい
たします。

斗澤 昇平
 と　ざわ　しょうへいProfile

①第一産婦人科
②千葉県野田市
③スタッフのみなさんの雰囲気
が良く、充実した生活を過ご
すことができております。こ
れからみなさんの足を引っ張
らないよう頑張っていきます
のでよろしくお願いします。

塩澤 徹也
しお  ざわ　てつ　やProfile

①第一外科
②市貝町
③地域医療に貢献でき
るよう頑張ります。

早坂 純一
はや さか　じゅんいちProfile

①第二歯科口腔外科
②真岡市
③故郷の医療水準向上
のため、口腔がん専
門医としての使命を
果たしていく決意で
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

４月に就任した医師を紹介４月に就任した医師を紹介
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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、医療法人　弘真会　二宮中央腎・健診クリニック（真岡市）と木代
歯科医院（真岡市）をご紹介。

登 録 医 情 報
～地域とつながる～

〈鈴木理事長・石川院長からのメッセージ〉
　患者様が安心して外来通院透析を受け
られるよう努めてまいります。宜しくお
願い致します。

●当院との地域連携について、良かった点を教えて下さい
　平素より透析患者様をご紹介頂き、誠に有難うございます。貴院様
には入院が必要な患者様や、緊急時に当院で対応が困難な患者様をで
きるかぎり迅速にお受け頂き大変感謝しております。

●地域の方々へのメッセージ
　患者様やご家族様の通院への負担を少しでも減らせるよう、無料送
迎サービスを行っております。お気軽にご相談下さい。

〈対象疾患〉　内科・外科・人工透析
〈得意分野〉　腎不全による人工透析

医療法人　弘真会
二宮中央腎・健診クリニック （真岡市）

〈木代宏院長からのメッセージ〉
　安心して受診の出来る医療機関を目指し
ています。お口の中に異常を感じたらご来
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
　埋伏智歯の抜歯や口腔粘膜疾患、外傷等、当院での治療が困難と思
われる疾患についての治療をお願いしています。対応が早く治療経過に
ついてもお知らせいただき、開業医にとって大変心強く思い感謝して居
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常に連携を取ることにより安心
して通院していただき地域医療に貢献出来るよう心掛けています。

〈対象疾患〉　一般歯科

木代歯科医院 （真岡市）

●理 事 長 ： 鈴木 一実
　院　　長 ： 石川 暢夫
●住　　所 ：栃木県真岡市久下田708-1　　　 
●T E L ：0285-74-5500
●診療科目 ：内科・外科・人工透析
●休 診 日 ：火曜日・木曜日・土曜日午後、
　　　　　　日曜日、祝日

基
本
情
報

基
本
情
報

●院　　長 ： 木代 　宏
●住　　所 ：栃木県真岡市久下田767
●T E L ：0285-74-0318
●診療科目 ：歯科
●休 診 日 ：木曜日、日曜日、祝日
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　医学生向けに開催されているガイダンスに当院の研修医が参加し、
来場をした医学生に当院のプログラムなどの説明を行いました。今年
度は、５月26日（日）、東京ドームシティプリズムホールで開催された
「eレジフェア2019in東日本」と６月23日（日）に幕張メッセで開催さ
れた「レジナビフェア2019東京」の２つに参加しました。どちらにも、
当院からは３名の研修医（小堀篤也研修医［２年目］、加納進太郎研修
医［１年目］、米田誠研修医［１年目］）が出席し、医学生からの質問に
も熱心に回答していました。

医学生向けのガイダンスに当院の研修医が参加

Topics

　７月４日（木）19時から「第27回芳賀病診連携懇話会（病診連携推
進のための学習会）が開催されました。
　芳賀郡市医師会の先生方をはじめ、歯科医院の先生、訪問看護師、
薬剤師、ケアマネージャーなど、様々な立場の方々にご参加いただき
ました。
　内容は、「紹介症例の報告と検討」として、当院研修医から内科症例
を１例、当院登録医から在宅医療について発表いただきました。また、
「専門医からのメッセージ」として、当院第二口腔外科部長より「かか
りつけ医・歯科医による口腔がん早期発見のポイントと口腔がん手術
の実際」と題して、口の中の診察のポイント、手術の様子を動画を使っ
てわかりやすく説明ありました。
　参加者からは、「在宅医療で、どのような連携を図ったらよいのか、
また、在宅調整する上のポイントを知ることができた」「口腔がんの早
期発見のポイントを知ることができた」等々、感想が寄せられました。
《発表内容》
 【症例報告と検討】
 　『感染性肝嚢胞に深部静脈血栓を合併した１例  芳賀赤十字病院　研　修　医  小堀　篤也　先生
　　　～下腿浮腫を呈する症例についての一考察～』 　　　同　　　　第三内科部長 大西　　央　先生
  　「住み慣れた自宅で最期まで」
　　　～ ICTと持続皮下注を駆使する、 これが私の在宅医療 ～ 

真岡西部クリニック院長 趙　　達来　先生

 【専門医からのメッセージ】
 　『かかりつけ医・歯科医による口腔がん  芳賀赤十字病院　第二歯科口腔外科部長
　　　早期発見のポイントと口腔がん手術の実際』  早坂　純一　先生

「第27回芳賀病診連携懇話会（病診連携推進のための学習会）」を開催

当日のようす

　マイチャレンジ推進事業で中学生が職場体験を行いました。３日間
の限られた日程で院内を見学したり、患者さまの話し相手や手浴・
足浴・車椅子移動時の介助、ベットメイキングなど様々な体験をしま
した。
　患者さまからの「ありがとう」との言葉に笑顔で応えていました。ま
た、救護倉庫を見学し、照れながらも救護服に身を包みました。将来、
「医師」「看護師」「薬剤師」になりたいという思いにつながる貴重な体
験となりました。

中学生が職業体験を行うマイチャレンジ推進事業を実施

会場でのようす

検査のようす
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　後援会よりベンチの
寄贈がありました。
　これは、後援会の平
成30年度の支援事業
の一環として贈られた
ものです。
　大変ありがとうござ
いました。
　今後ともご支援賜り
ますようよろしくお願
いいたします。

後援会よりベンチが寄贈されました。

　病院西側に、芝桜を植えていただきました。
　毎年、４月頃になると、見頃を迎えます。
　お近くに来た際に、ぜひ、ご覧下さい。

芝桜を植えていただきました！

　当院職員は、よりよい医療を提供するため、様々な資格取得を行っております。今年度の主な資格取得者は以下の表の
とおりです。

 所属名 氏名 資格名
 臨床工学技術課 廣瀬　猛 認定臨床実習指導者
 栄養課 藤田　真弓 日本糖尿病療養指導士
 理学療法士 山下　翔 認定理学療法士（脳卒中）
 透析センター 川又　裕美 慢性腎臓病療養指導看護師
 救急外来 石山　亜矢 日本消化器内視鏡技師
 管財課 亀倉　和亮 第一種衛生管理者

今年度の主な資格取得者

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

〒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

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、新病院開院に伴って、新設された「患者支援セン
ター」です。当院に入退院される方々の不安を少しでも解消できる
よう様々なご相談をお受けしています。

表 紙 紹 介

正面入口南側に設置


