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笠岡第一病院広報誌(No.65) 

医療法人社団清和会笠岡第一病院 

〒714-0043 岡山県笠岡市横島1945 

TEL(0865)67-0211 FAX(0865)67-3131 

 

2020年1月 

基 本 理 念 

1. 「豊かな健康」 それが私たちの願いです。 

2. 全人的視野に立ち、質の高い専門医療・ 

看護に取り組んでいきます。 

3. 明日を担う子供達の「子育て支援」から、 

充実した「高齢者福祉」まで見つめます。 

4. 生活習慣の改善・疾病の予防を提案し 

健康で明るい家庭作りに役立ちます。 

5. 安全な医療を提供します。 

笠岡市神島出身、池田清明先生の新しい絵画が病院の1階 

ロビーに展示されています。（詳細は2・３ページをご覧ください） 

青衣のヴァイオリニスト 桃を描く 

ふるさと風景 

*** もくじ *** 
新年のご挨拶（理事長・院長） 2・3ページ 

特集 地域と共に育ち学びあう 

 医療・福祉の協同体を目指して 4・5ページ 

特集 医療法人社団 清和会の活動 6・7ページ 

健康レシピ・スキンケア 8ページ 

透析について学ぼう会・防災訓練ほか 9ページ 

職員研修旅行 10ページ 

ロビーコンサート・サンタクロース来訪 11ページ 

診療日割表 12ページ 
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  理事長 宮島 厚介 

 新年明けましておめでとうございます。 

 近年、日本は大きな震災に見舞われ、世界的には地球環境の変化から風水害

の規模も拡大しています。東南海トラフ地震、首都圏直下型地震など危険が迫っ

ていることが報道されています。無事に1年が過ごされることを願わずにはいられな

い新年の門出です。その東京ではオリンピックも開催されます。新たに日本が世界

に羽ばたく年ともなります。若い方々にとって、素晴らしい未来が開かれますよう願って止みません。 

 医療・介護も今年の医療費改定から次第に患者の皆様の負担が増大してきます。若い世代の負

担軽減から、限られた医療・介護の資源を無駄なく有効に利用する努力は常に続けていかなければ

なりません。医療現場の働き方改革も大きな課題です。私たちには限られた職員で安全な医療を提

供する使命があります。病院の仕事の中にIT化を進める以外に方法はないように感じています。当

院は早い時期から電子カルテ、画像システムなど電子化に取り組んできました。今年はさらに患者

の皆様には直接見えない部分ですが、病棟での入院患者の方々と看護師の連絡網に IT機能を導

入し、安全で無駄のない迅速な看護ができますよう見守りシステムを構築していきます。また、

カルテ記載の自動化を図り、激務の看護業務ですが勤務時間内に仕事が終了する職場

環境の改善を計画しています。 

  また、入院患者一人一人のプライバシーが保たれますよう多床室の環境改善を

予定しています。地域の中小病院ですが医療の質を高め安全な 

医療を提供するよう職員一同、惜しみなく努力を続けて参ります。 

ご意見をいただきながら、今年も皆様に寄り添った医療・介護を

提供して参ります。どうぞ宜しくお願いいたします。 

新年のごあいさつ 

1階Aエレベーター前廊下と、外科診察室待合に展示をしています。清々しい絵画をどうぞお楽しみください。

1階ロビー

池田清明画伯の作品 
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院長 橋詰 博行 

 新年明けましておめでとうございます。令和2年の新春を迎え

お慶び申し上げます。 

 昨年は令和（beautiful harmony）に改元され、新しい時代の萌芽

の年でした。私共中小病院における問題点の帰趨は以下の通りです。

①消費税：ついに昨年10%に増税されました。次の診療報酬改定にどう

反映されるか？ ②地域医療構想：再編統合の議論が必要として、近隣でも公立・公的病院名が

公表されました。③働き方改革：本年3月末に向けて有給休暇消化中です。④新専門医制度：県地

域枠医師を含めた専攻医の先生方による実働のお陰で、救急を断わらない病院を目指して救急患

者増加につながりました。 

わが国は地球温暖化の影響か、2年続けての豪雨災害にあって多くの方々が被災されました。心よ

りお見舞い申し上げます。私共の病院も海のすぐ近くに隣接しており、日頃からの準備が欠かせませ

ん。ご苦労された方々のご講演は本当に参考になります。何事もいざというときに自然に対応できるた

めにも、日頃の訓練が大切になってきます。もちろん救急・災害医療に限らず、日頃の診療や手術で

の対応においても修練が必要です。Exercise makes excellence, excellence makes freedom（訓練

で上手くなり、洗練されると自由を得る）。このセンテンスは修練が単なるスキルの習得ではなく、それ

以上の内的自由の獲得につながることを表現しています。そして、日頃からしっかりと型を身につけれ

ば、ハプニングに順応できる心身を磨くことになるわけです。 

本年は当院でも災害拠点病院や社会医療法人に向けての検討を続ける年になります。昨年のラグ

ビ-ワ-ルドカップで選手の方々が見せたone teamとしての自己犠牲の精神は、われわれ医療人にも

励みになる点は多いと思います。本年はオリンピックイヤーでもあり、新しい年の幕開けとして希望を

持って日々の診療に当たりたいと考えています。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

 

【プロフィール】 

1951年  岡山県笠岡市神島に生まれる 

1974年  大阪芸術大学を卒業 

1975年～  大阪府立高校美術教師(～2000年)

 をしながら一水会、日展を中心に 

 絵画活動 

2016年  大阪芸術大学教授（～2018年） 

 

一水会文部大臣賞、日展特選・審査員 

三越、高島屋、天満屋等で個展多数 

郷里では ワコー文化賞（2001年） 

 竹喬美術館池田清明展（2015年） 

現在 一水会運営委員 日展特別会員  

郷里の画家：池田清明画伯 

一水会文部大臣賞、日展特選・審査員 

三越、高島屋、天満屋等で個展多数 

郷里では ワコー文化賞（2001年） 

 竹喬美術館池田清明展（2015年） 

現在 一水会運営委員 日展特別会員 

エレベーター前廊下と、外科診察室待合に展示をしています。清々しい絵画をどうぞお楽しみください。 

階ロビー 
  アヴェ・マリア 

 母子像  
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地元の患者の方々の熱意により

開設した透析専門施設 

笠岡第一病院の専門スタッフや大学病院など基幹病院と医療連携し、最新の医療機器と 

高品質の透析材料を用い質の高い安全な医療を提供します。 

所在地：井原市高屋町3丁目24-10 

電 話 ：0866-67-0011 

診療科目：腎臓内科(月～土曜 9時～14時) 

   ※人工透析はこの限りではありません 

ベッド数：46床 

医療法人と社会福祉法人との複合施設 

ご高齢、介護が必要な状態となられても、住み慣れた地域で“自分らしい暮らし”を続けられるよう、医療・

介護の連携に努めています。 

地域と共に育ち学びあう医療・福祉の協同体を目指して 

瀬戸ライフサポートセンター  2016年10月1日 運営開始 

1994年4月 瀬戸内荘開設 

1996年2月 瀬戸いこい苑開設 

 透析専門施設 

タカヤクリニック 

2011年10月 開設 

【2019年患者数】 85人 

【４階】 

● 特別養護老人ホーム 瀬戸内荘 

 【30床：従来型個室4、 
        多床室（4床室×5、2床室×3）】 

● ユニット型地域密着型 
   特別養護老人ホーム 海    
 【20床：ユニット型個室】 

● 瀬戸内荘ショートステイ 
【16床：併設型・従来型個室】 

 

【３階】 

● 介護老人保健施設 瀬戸いこい苑 

 【70床：多床室（4床室×13） 
        従来型個室18】 

 
【２階】 

● 瀬戸内荘 デイサービスセンター 

● 瀬戸内荘 居宅介護支援事業所 

● 瀬戸いこい苑  
    通所リハビリテーションセンター 

● 訪問看護ステーション 瀬戸いこい苑 

● 笠岡第一病院いこい 
  指定居宅介護支援事業所 

瀬戸ライフサポートセンター 

 瀬戸ライフサポートセンター 
瀬戸いこい苑・瀬戸内荘 

特集 
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病気の予防や健康の 

 維持・増進を目的とした施設 

        健診センター では、人間ドックや特定健診、ガン検診など各種健康診断や特定保健指導        

      を行っています。健康増進クラブONE では、子どもから高齢者まで幅広い年齢の皆様が、各々 

            に適した運動メニューで楽しく汗を流して運動に励んでいます。 

 

所在地： 笠岡市二番町2-9 

電 話 ： 健診センター 0865-62-6900 

 健康増進クラブONE 0865-62-6511 

【2018年度利用者数】 健診 年間：3,386人、1日平均：約12人 ONE 年間：30,121人、1日平均：約104人 

地域の健康増進を支援、保健・福祉事業に積極的に貢献する医療施設 

質の高い専門医療・看護に取り組み、「子育て支援」 

から「高齢者福祉」まで見つめる病院として、多職種 

で連携を図り、チーム医療を大切に取り組んでいます。 

また、近隣病院・診療所よりの紹介患者にも対応し、 

地域医療に貢献すべく努力しています。 

 
病床数：148床（一般病床 94床、地域包括ケア病床 54床） 

診療科目：（28科） 

内科 呼吸器内科 循環器内科 消化器内科 肝臓内科 腎臓内科 神経内科 

糖尿病・内分泌内科 血液内科 人工透析内科 ペインクリニック内科 リウマチ科 

皮膚科 小児科 外科 血管外科 心臓血管外科 消化器外科 乳腺・内分泌外科 

泌尿器科 脳神経外科 整形外科 形成外科 眼科 リハビリテーション科 

放射線科 麻酔科 歯科 

【2018年度患者数】 外来受診 年間：162,053人、 １日平均：548人 

                          入   院 年間： 42,373人、 １日平均：109人 

1952年9月 藤井医院を開設 

1960年12月 医療法人清和会設立 

1971年4月 笠岡第一病院と名称変更 

1988年1月 医療法人社団清和会と組織変更 

● 人工透析センター 

● リハビリテーションセンター 

● 手外科・上肢外科センター 

● 創傷治療センター 

● 予防接種センター 

● 画像診断センター 

● 生理機能センター 

● 臨床検査センター 

● 地域医療連携室 

● 診療情報管理室 

 笠岡第一病院 

 笠岡第一病院健康管理センター 
健診センター・健康増進クラブＯＮＥ 

1966年1月 笠岡第一病院附属診療所開設       

2019年4月 健康管理センター改修 
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医療法人社団 清和会の活動 

医療の質の向上 

社会貢献健やかライフ メンバーズ 
健康教室・意見交流会 

健康教室(年10回/通算115回) 

意見交流会(年1回/通算11回) 

院長橋詰医師と健康運動 
指導士によるミニ講話 

健康増進の推進のため 

定期的に開催 

     業務改善・軽減 

【電子カルテ】 
医療･介護情報 
の一元化と管理 

【天井走行移乗リフト】
（スウェーデン製）

ベッド～車椅子などの安全な移乗

【QC活動】職員の
自発的な改善活動

【連絡補助器】職員間の 
連絡に使用する無線機 

【テレビ会議】 

  医療機器 

【Ｃアーム透視装置】 
ペインクリニック内科で 

ブロック治療に使用 

【下肢静脈瘤      
  血管内レーザー】 
  静脈内にレーザー光を 
        照射し治療する 

【3.0T(テスラ)MRI】 
高詳細な画像診断 

 

ボード型の 
ナースコールシステム 

見守りカメラ 読書灯 

地域に… 

文化の香る病院 

博愛・誠実・和・希望

   

看護学生実習 救急救命士 

  医師臨床研修 ・岡山県地域枠卒業医師 

 ・初期研修（岡山大学病院・倉敷中央病院 

       ・川崎医科大学附属病院） 

 ・後期研修 

 ・専攻医（岡山大学病院・倉敷中央病院) 

 ・岡山大学医学部実習生地域医療体験実習 

チーム医療 
医師・看護師・医療
ソーシャルワーカー
ら多職種のスタッフ
が集い、医療と介護
の切れ目ない連携を
目指す 

   出前講座 

公民館で乳がん講座 中学校で看護の講座

研修医・実習生受入れ 

 

【ホスピタルアート(小児科)】 
医療現場でのストレスを 

和らげる効果がある 
ふれていただきたい」との

研修受入れ 

入院環境・アメニティの充実 

ロビーコンサート 
（通算43回） 

春・秋 年２回 

特集 
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社会貢献 

私たちの仕事・福利厚生 

こども健康教室 
 

職場体験プロジェクト（年1回/通算14回） 
わくわくwork・笠岡第一病院探検隊!! 

お父さん・お母さんの職場を訪問 

「集まれ元気親子！」 
親子クッキング 

小児科医・看護師・栄養士 
の話を交え家庭での食生活 
・料理に役立ててもらう 

健康管理 

【職員給食】 
栄養バランスや 

減塩を考慮 

【天井走行移乗リフト】 
（スウェーデン製） 

ベッド～車椅子などの安全な移乗 

QC活動】職員の 
自発的な改善活動 

子どもたちに… 

博愛・誠実・和・希望 

職員研修・勉強会 

笠岡市の病児保育事業 
すこやかキッズルーム 

       研修受入れ 

【潜在看護師研修会】 

看護師資格を持つ現在 

未就業の方を対象に、 

臨床現場へのスムーズ 

な復帰を目指す 

【近隣の中高生の医療現場での職場体験】 

インターンシップ 
夏のボランティア体験 

ふれあい看護体験 

いきいきチャレンジ体験 

  職員研修旅行 

 子育て支援 

・2017年に笠岡市子育て応援企業第一号に認定され、 
 模範となる団体としてエクセレント賞を受賞 

・2007年10月に子育て支援の 
 取り組みが評価され 
『おかやま子育て応援宣言企業』  
 として登録される 

・2008年に県知事賞を受賞 

互助会 
若葉会 の活動 

新人歓迎会・忘年会 

中学校で看護の講座 幼稚園・小学校で食育 

 

 

【池田清明先生絵画】 
笠岡市神島出身の画家 
「故郷の皆様に作品に 

ふれていただきたい」との
ご厚意で病院1階に展示 

～私たちは、やりがいと誇りを持ち日々仕事に取り組んでいます～ 

部活動 

【ONE  最先端のトレーニング機器】 



8 

 

【管理栄養士の健康レシピ】 

 ふわふわ卵の豆乳スープ 

 

スキンケア（カサカサ予防・対策） 皮膚科医師 水野 佳寿子 

 空気が乾燥しやすい秋から冬になると、肌がかさかさして痒みを

自覚される方も多いと思います。肌が乾燥すると痒くなり、引っ掻く 

ことで湿疹になりますので、早めの保湿ケアが必要です。保湿剤は

季節に関係なく、できれば広めに朝晩塗りましょう。特に入浴後5分

以内に塗るのが効果的です。塗るときはこすらず優しく塗り、ティッ

シュが表面に付く、あるいは皮膚がテカる程度に塗るのが適度な 

使用量の目安になります。痒みをひどくするので、アルコールや香辛

料の取り過ぎに注意し、皮膚の乾燥を抑えるために 

熱いお湯での入浴や、長風呂・ナイロンタオルでの 

こすり洗い・冷暖房の効かせすぎにも注意しましょう。 

気になる肌の乾燥や痒みが続くときには、皮膚科を 

受診してみてください。 

栄養管理科 

管理栄養士 

中野 有季 

 【作り方】 

①     ハムと玉ねぎ、かぼちゃと人参  

   は短冊に切る。 

②     鍋に水とコンソメを入れ、①を煮る。 

③     ボウルで卵をとき、パン粉、チーズを入れて混ぜる。 

④     煮立たせた鍋に③を入れて、さっと火を通す。 

⑤     最後に豆乳を入れて一煮立ちさせ、みじん切りにしたパセリを  

 散らしたら完成。 

  【材料】 ２食分 

・ロースハム 20g(2枚) 

・玉ねぎ 30g(1/4個)  

・かぼちゃ 60g(1/16個) 

・人参 40g(1/8本) 

・卵 1個 

・パン粉  大さじ2 

・粉チーズ 大さじ2 

・コンソメ（キューブ） 1個(5.3ｇ) 

・こしょう 少々 

・パセリ 1g 

・水 250ｍｌ 

・豆乳  150ｍｌ 

肌が乾燥する季節になりました。緑黄色野菜に多く含まれるビタミンAや、 

チーズ、卵に含まれる亜鉛は肌の健康を維持する働きがあります。 

また、それらを1つのスープにすると手軽に取り入れることが出来ます。 

肌の潤いを保つために、身体の内側からも対策してみてはいかがですか？ 

火が通りにくい人参やかぼちゃ 
はレンジで加熱しておくと時短が 
できます。 

豆乳を入れてから火を通しすぎると、卵が沈んで 

しまうので煮詰めすぎないようにしましょう。 

エネルギー タンパク質 亜鉛 食塩相当量 栄養量 
(1食分) 

ビタミンA 

157ｋｃａｌ 11.5ｇ 1.2ｍｇ 1.5ｇ 290μｇ 

豆 識 知 

写真① 

写真② 

写真① 
   乾皮症 

（乾燥した皮膚） 
 

写真② 
 皮脂欠乏性湿疹 

乾燥が原因で 
起こった皮膚炎 

出典：「皮膚科学（第9版）」 

人参とかぼちゃ 

ポイント 
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大忘年会 2019年11月30日 若葉会会長 石部 豪 

 恒例の医療法人社団清和会 大忘年会が福山ニューキャッスル

ホテルにて、職員総勢318名の参加の中、多くの出し物や料理を

楽しみながら盛大に開催されました。出し物は軽音楽部の演奏で

スタートし4チームに分かれた新入職員、専攻医コンビがそれぞれ

趣向を凝らしたパフォーマンスを披露し盛り上がりました。 

 また、大抽選会では豪華景品のあたりを期待して 

皆ハラハラドキドキ。清和会職員が一堂に会し親睦 

を深め、一年の締めくくりに労をねぎらうとともに来年に向け鋭気を増す会となりました。 

 2019年は京都アニメーション放火事件他、例年に比べ火災報

道が目立つ1年でした。有事の際の適切な対応と、職員全体に防

火意識を深めることを目標に今年は「火災」を主体とした訓練に

臨みました。 

 現場で患者搬送を担当しましたが、火元から患者を遠ざけ、人

数・状態を把握してリーダーへ報告、不安を抱く患者に安心した

声かけを続けることを主に行いました。訓練に緊張感を持ち臨め

た反面、有事のことを想定するのであれば、もう少し煩雑化した方が、スタッフも緊急時の対応能力がつく

との反省もありました。火災は場所を問わず発生しえることであり、決して他人事ではありません。今回の全

体訓練のみならず、日頃から各部署での対応策についても実践を含めて定期的に振り返る機会を設ける

よう取り組んでいきたいと考えています。 

防災訓練 2019年11月14日 防災防水管理委員会 加藤 樹 

 

参加者の声 

透析について学ぼう会 2019年11月17日 透析センター  三好 大輔 

 第4回目の開催で毎年恒例になりつつある『透析について学ぼう会』ですが、今回も患者の皆様、ご家族

の方、理事長宮島医師、原田医師、松前医師をはじめ、職員を含む114名と多くの参加がありました。 

 講演の内容は松前医師から「透析患者さんの閉塞性動脈硬化症について」、健康運動指導士から 

「フレイルに負けない動活習慣」、臨床工学技士から「しっかり学ぼう、透析治療の必要性」がありました。 

 松前医師の講演では実際の足の写真や治療前後の画像を示しながら、足の血管が詰まるとどうなるの

か、どのような治療を行うのかがわかりやすく解説されました。透析患者の皆様の中には実際に松前医師

の治療を受けている方も多く、とても充実した講演会となりました。 

● 透析のしくみや生活で注意すべきことなど、家族にとってもわかりやすい講演でした。 

● 実際に体を動かす動画があり分かりやすかったです。また体を 

    動かす大切さを知り体を動かすきっかけとなりました。 

● 日頃から足の状態を観察し、早く異常に気づくことの 

     重要性が理解できました。 
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 秋の京都 日帰り旅行 
 10月23日、職員１

４名で京都日帰り旅

行へ行ってきました。 

 外国人の京都で行

きたい所ランキング1

位の伏見稲荷大社

は、平日なのにまっ

すぐ歩けないほどの人の多さで、ほとんどが外国

の方でした。有名な千本鳥居が見えてくるとテン

ションも上がり、みなさん各々に写真を撮ったり、

参拝したりと自由に行動していました。境内には

おもかる石という石があり、自分の願い事を思い

ながら石を持ち上げて軽ければ願いが叶うのが

近く、重ければ願いが叶うのが遠いと言われてい

ます。職員の方々はどちらだったのでしょうか？ 

 お昼は京都の北、しょうざんリゾートでランチを

頂き、続いては平安神宮へ。平安神宮は前日に

時代祭と言われる大きな祭りがあったようで、普

段はついていない幕がまだついたままになってい

て、祭りの名残が残っていました。 

 帰りには京都駅でお土産もたくさん

買い、日帰りではありましたが束の 

間の旅行を楽しむことが出来ました。 

職員研修旅行 

 当院では、2年に1回、国内日帰り旅行から4泊6日の海外旅行まで多方面にわたる

研修旅行をおこなっています。今年は218名が参加し、国内では沖縄、京都、富士山、

石垣島、海外ではインドネシア、ドイツ、フランスなど全18コースに旅立ちました。旅行を通じて、他部署・

他職種間で交流を深めながら、世界各地の文化・風習を体感し地域ごとの接遇を体験し、心身共にリフ

レッシュしてまいりました。数ある旅行報告の中から、一部を掲載しましたのでご覧下さい。 

 バリ島 ゆったり6日間 
 10月22日〜27日

の4泊6日でバリ島へ

総勢15名で行ってき

ました！ 

 バリ島ではシュノーケ

リング、ラフティング、

サーフィンなど様々な

アクティビティを経験

しました！何をしても

楽しめたので、今回はあえて市街散策での体験

について書かせていただきます。 

 私たちは、「レギャン通り」という栄えた市街の

中にあるホテルに宿泊し、アクティビティの合間

には常に周辺の散策に出かけ、休む暇もない

日々を過ごしました(笑)市街には様々なお店が

並んでおり、日本でも出店しているような大手の

店舗から、怪しい露店まで本当に多種多様でし

た。露店では値切り交渉もでき、交渉次第では

格安で商品を購入することも！中でもバリのマッ

サージ店は格別で、数百円というお値段で大満

足できます♪ 

 他にも逆バンジーなるものもあり、街中で絶叫

アトラクションを体験することもできました！ 

 バリでは本当に楽しい時間を過ごせました！！ 
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 クリスマスイブの日、入院中の子どもたちの部屋にサンタ

さんが訪ねてきてくれました。 

 病室に入って来られたサンタさんをみて、最初は少しはに

かんだ様子の子どもたちでしたが、プレゼントを嬉しそうに 

受け取っていました。一緒に写真撮影をしたときは、どの子も

とてもいい表情でした。 

 病気で、治療を頑張っている子どもたちや

親御さんにとって、笑顔のこぼれるとても 

すばらしい癒しのひとときとなりました。 

 社会福祉法人 笠岡市社会福祉協議会 

のみなさま、ありがとうございました。 

サンタクロース来訪 2019年12月24日 

 ピアノ奏者の能登泰輝さん、チェロ奏者の柳橋泰志さん、ソプラノ

歌手の山田愛さんをお迎えし、第43回ロビーコンサート『ヨーロッパ

を旅する日本の心』を開催しました。年に2回のロビーコンサートを

心待ちにしてくださっている方も多く、今回も1階のロビーには90名

とたくさんのお客様にお越しいただきました。 

 クラシックの名曲から映画音楽・日本の唱歌など様々なジャンル

の曲の演奏の合間には、音楽についての楽しいおしゃべりもあり、

笑顔のあふれるコンサートとなりました。『中国地方の子守歌』や

『からたちの花』の演奏では、山田さんの歌声に合わせて一緒に歌

を口ずさむ方の姿も見られました。 

 

令和に変わって初めて迎える新年、オリンピック

イヤーでもあり、夢や希望がふくらむ明るい幕開

けになりました。 

私たち清和会職員は常に前向きに患者の皆様

を中心に考えて、新しいことに取り組んでおり、 

今号は『清和会の活動』をまとめて特集を組み

ました。 

皆様のご意見・ご要望などお待ちしています。 

本年もどうぞ宜しくお願いします。 

編集後記  

第43回 ロビーコンサート 2019年11月16日 

日本医療機能評価機構認定病院 

臨床研修病院指定施設 

日本整形外科学会専門医研修施設 

日本手外科学会専門医研修施設 

日本リハビリテーション医学会研修施設 

日本リウマチ学会教育施設 

日本泌尿器科学会専門医教育施設 

日本臨床薬理学会専門医研修施設 

日本ペインクリニック学会指定研修施設 

当院の状況 
（2019年12月） 

平均在院日数 

一般病棟 

10.9日 

地域包括ケア病棟 

16.6日 

病床利用率 

77.1％ 

１日あたり 
外来患者数 

576名 

当院では1998年より『地域の皆様、入院・入所中の皆様や御家

族の方々に、手作りの生のコンサートを通じて心安らぐ 

時間を過ごしていただきたい』という願いを込めて、 

春と秋の年２回ロビーコンサートを開催しています。 




