交通のご案内
Anniversary

古河病院は
2015年7月1日に

10周年 を

熊谷

迎えました

お車の場合
●

東北自動車道

加須I.Cより約25分

電車の場合
●

JR宇都宮線 古河駅西口よりタクシーで約10分
※古河駅西口より巡回バス運行

●

東武日光線 新古河駅西口よりタクシーで約12分
※新古河駅西口より巡回バス運行

フロアのご案内

6F
5F
4F
3F
2F
1F

通所リハビリセンター、 ドック・健診センター、 栄養科
東：一般急性期病棟（48床）、 西：一般急性期病棟（48床）
医療型療養病棟（54床）、 リハビリセンター
東：一般急性期病棟(54床)、 西：回復期リハビリテーション病棟（30床）
婦人科、 手術室、 心臓カテーテルセンター、透析センター、 治験センター、
管理部門、ME機器中央管理室
内科、 消化器科、 循環器科、 小児科、 外科、 整形外科、 脳神経外科、 眼科、 皮膚科、 泌尿器科、
歯科口腔外科、 MRI室、 CT室、 マンモグラフィ室、 X-TV室、 中央検査室、 生理検査室、 脳波室、
薬局、 内視鏡室、 救急処置室、 相談室、 売店、 医事課受付・会計

医療法人 茨城愛心会

古河病院

医療法人 茨城愛心会

古河病院
生 命を安 心して 預 けられる病 院
健康と生活を守る病院

〒306-0041 茨城県古河市鴻巣1555 FAX.0280-47-0050 E-mail soumu@kogahosp.jp

TEL.0280-47-1010 URL http://www.kogahosp.jp
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古河病院は日本医療機能評価
機構認定病院です

1 0 周 年を迎えて

理念
生命を安心して預けられる病院
健康と生活を守る病院

古河病院は今年の7月で10年を迎えることができました。

基本方針

これもひとえに地域の皆様方のご支援の賜物であり、深く感謝申し上げます。
これからも古河病院が更に地域貢献できるよう、

1 年中無休・24時間オープン

今後の病院づくりに力を入れて参りたいと思っております。

2 治療費等の支払いに困る人には

今までの10年は病院の基礎を固めるために邁進してまいりましたが、

その支払いを猶予する

これからはこの基礎のうえに内容の充実をはかることが重要と考えます。

3 患者さまからの贈り物は

よって節目となる今年は大きな意味をもって迎えました。

一切受け取らない

3月にまず循環器疾患のための心臓カテーテル治療を開始しました。

4 医療技術・診療態度の向上に

5月には既存の小規模多機能介護事業所「ポプリ」
と訪問介護事業所「四季」
を隣接地に新設移転し、

たえず努力する

介護事業に力を入れます。

古河病院
理事長

福島安義

yasuyoshi Fukushima

患者さまの権利

6月には院内に回復リハビリ病棟を新たに開棟し、
地域の病院と連携をとっていきたいと思っております。

・ 個人の人格を尊重した医療を受ける権利

どうかこれからの古河病院の歩みに期待をして頂き、
また期待に応えられる

・ 信頼に基づく医療を受ける権利

病院づくりをしていくことを誓い10周年のご挨拶とさせて頂きます。

・ 個人情報保護の権利
・ 納得のいく説明と情報提供を受ける権利
・ 本人の診療録の開示を求める権利
・ 本人の意思で検査、治療法などの選択

2015年7月、当院は10周年を迎えました。

あるいは拒否する権利

同時に回復期リハビリ病棟を開棟し234床がフルオープンしました。

・ セカンドオピニオンを受ける権利

また、診療科も循環器内科常勤医を迎え充実し、心臓力テーテル検査も開始しました。
更に、脳神経外科、眼科の手術を開始すべく準備中です。
救急医療は当院の柱の一つですが、
様々な疾患や外傷を当院で完結して治療していく準備も整って参りました。

古河病院
院長

福江 眞隆
Masataka Fukue

各種部門

診療科目

病棟

関連施設

地域になくてはならない病院として、当院にできる医療、介護を充実させていくことは重要です。

●

薬剤科

●

内科

●

一般急性期病棟

●

居宅介護支援事業所

開院以来継続してきた人工透析も登録患者数は100名を越えております。

●

検査科

●

消化器科

●

回復期

●

小規模多機能ケア
「ポプリ」

●

放射線科

●

循環器科

リハビリテーション病棟

●

指定訪問介護事業所
「四季」

10周年の節目として前夜祭・記念式典を行い、好評でした。

●

栄養科

●

小児科

医療型療養病棟

●

今は、10周年記念誌の発行を準備しています。

訪問看護ステーション
「はなもも」

●

リハビリテーション科

●

外科

●

地域医療連携室

●

整形外科

●

糖尿病外来（内分泌・甲状腺）

●

透析センター

●

形成外科

●

血液内科

●

脳神経外科

今年度は病院機能評価の更新も予定しています。
古河市医師会の会員となって2年が経過し、
古河市の医療行政にも徐々に関わらせていただけるようになりました。
介護認定の会議にも参加させていただき、

ドック・健診センター

●

●

専門外来

専門治療

医療機器
●

CT／64列マルチスライスCT

●

MRI／1.5T磁気共鳴イメージングシステム
マンモグラフィ／乳房X線撮影装置

眼科

●

心臓カテーテル治療

●

●

皮膚科

●

内視鏡下外科手術

●

透析用セントラル患者監視装置

手術室・中央材料室

●

泌尿器科

●

人工関節置換術

●

個人用透析装置・個人用HDF装置

護、訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、小規模多機能介護施設、健診・予防接種、産業医

●

通所リハビリテーション

●

婦人科

●

内視鏡検査

●

経鼻ファイバースコピー電子内視鏡

などを充実させ急性期から慢性期、療養までの一貫した治療に取り組んで参ります。

●

治験センター

●

歯科口腔外科

●

冠動脈造影検査

●

ABI／動脈硬化判定装置（血圧脈波検査装置）

●

巡回バス健診

●

●

内視鏡室

これまで当院が取り組んで来た、救急医療、急性期治療、慢性期治療、療養、介護、訪問診療、訪問看

●

これからも地域の皆様の健康と生活を守る病院であり続けたいと願っております。

Medical Care

診 療 のご 案 内

高 度 な 技 術と温 まるケアで 一 人 ひとりに

内科

寄り添 い な がら心 を 込 め て 質 の 高 い 医 療 サ ー ビ スを 提 供 。

外科

内科一般の総合医療を行い、いわゆる生活習慣病
治療にも力を注いでおります。複雑化した現代社会
に伴う疾患の多様性にも対応していく所存です。

様々なケースが発生する外科治療に対して、
豊富なスキルを活かして積極的に取り組んでいます。

地域基幹病院の総合診療科としての役目を果たしつつ、糖尿

症例に取り組んでいます。
また、緊急手術の必要なケースも多

病、生活習慣病などの診断・治療にも力を入れています。

循環器科［心臓カテーテル治療］
心臓カテーテルによる最新の治療が可能になりました。

豊富な手術経験を生かし、一般外科、消化器・呼吸器外科の
く、積極的に対応して患者さまの治療に貢献しています。

整形外科

狭心症の原因となる冠動脈のつまりを、迅速かつ効率的に、

ま た、安全に発見することを目的として、心臓領域のトップブ

骨折・外傷・変性疾患など多岐に渡る整形疾患に
対応し、個々の症例に応じた治療を行っています。

ランドであるフィリップス社が開発した最新鋭の装置です。可

特に肩・腰・ひざなどの関 節 痛や疼 痛など、辛い痛みや、ス

能な限り低い線量で被写体を透過させるため、患者の被曝量

ポーツや運動などの影響でけがや痛みが発生したような症

を大幅に低減することができます。また、従来のものよりも優

例にも力を入れております。

れた画質を提供し、術者のワークフローと手技に合わせて、す
べての設定やプロトコルをカスタマイズすることが可能です。

小児科
小児における様々な健康上の問題に対して、
専門的知識が豊富な小児科医が対応しています。

泌尿器科
腎疾患をはじめ多くの泌尿器系疾患に対し、
経験豊富な専門医が丁寧に診察を致します。

乳児期から思春期(中学生)までの小児における様々な健康上

「夜間頻尿」
や
「血尿」
などで困っている方が多くなっております

から予防接種外来、乳児健診も行っています。他にアレルギー

心配や不安を抱えておられましたら、
お気軽にご相談ください。

の問題に対して、一般外来を中心に対応し、予防医学の観点
疾患、内分泌疾患、小児肥満などに対しては、それぞれに専門

が、生活習慣に関することも多く、注意深く診察しております。
ご

的知識が豊富な小児科医が対応しています。
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麻酔科
診 療 のご 案 内

婦人科
乳がん検診による早期発見にリンクする環境を整え、
婦人科一般治療においても力点を置いています。
マンモグラフィの導入により、乳がん検診の早期発見につなが

る環境を整えています。婦人科検診の乳がん、子宮がんは短時

間で手軽に受けられます。また婦人科一般治療についても力

を入れて取り組んでおります。

歯科口腔外科
習慣性顎関節脱臼や対応が困難な親知らず等への
対応を患者さまが安心できるよう丁寧に行っています。
地域の歯科医院との連携を大切にしながら、習慣性顎関節脱

臼や抜く事が難しい親知らずの抜去、感染症、外傷、腫瘍、顎
関節症等に対して丁寧で安心できる治療を行っています。

透析センター
糖尿病の合併症や腎不全などで
腎臓の機能が失われてしまった場合には、
命を維持するために透析が必要となります。
透析治療をされている患者さまの為に医師・看護師・臨床工

学技士がチームを組み、誠心誠意、力を注いで努力しており

ます。
また通院の負担を軽減するために送迎も行っています。
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お子さんからご高齢のかたまで
幅広い年齢層の患者さんの状態を把握し
安全に手術が受けられるよう
日々診療を行っております。
麻酔科専門医が手術室で患者さんの呼吸、循環、疼痛管理を
行っております。また、手術前後の全身状態を良好に維持する

ために各科と連携をとりながら診察しております。

眼科
白内障、緑内障、糖尿病、
網膜症、加齢黄斑変性症等の
早期発見と治療に重点的に取り組んでいます。
地域の皆様の眼の健康を守るべく、その他涙目、逆さまつ毛

の治療や近視、遠視、乱視、赤視の眼鏡処方を積極的に行っ

ています。

ドック・健診センター
各種健康診断、人間ドックを積極的に行なっています。
病気の早期発見に努めています。
各種一般検査、腫瘍マーカー検査、超音波検査、ＣＴ検査、

ＭＲI検査、内視鏡検査（胃、大腸）を組み合わせることにより
高度な問診、
ドックを提供させていただいております。疾病の
早期判断に力を注いでおります。

定期的な検査をぜひおすすめします。

その他外来

脳神経外科

循環器科

眼科

専門外来

糖尿病外来

漢方内科

血液内科

専門治療

心臓カテーテル治療 内視鏡下外科手術

皮膚科

人工関節置換術 内視鏡検査

冠動脈造影検査
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nursing department

看護部のご案内

平成27年5月開棟
ポプリ・四季

万全の看護を提供できる体制を整えて、
様々な場所で患 者さまをサポートします。

なかよし園

当病院の看護部は看護師・准看護師・介護福祉士・看護補助者・クラー
ク・視能訓練士・歯科衛生士から成り立っています。看護体制は変則2
交代勤務、看護基準は10対１、看護方式はチームナーシングと一部機
能別のミックスナーシングを採用し、患者さまに対し、万全の看護を提
供できるよう体制を整えています。病棟では、一般急性期病棟が3病棟、
医療型療養病棟が1病棟の全4病棟と、外来、手術室、人工透析など、
看護部のスタッフは様々な場所で患者さまをサポートしています。

看護部理念
「質の高い、心にとどく看護 」を
提供するために、全員が積 極 的に
健康問題に関わっています。

この施設では､下記3つのサービスをご提供いたします。

私たちはあらゆる場面において、患者さま中心の「質
の高い、心にとどく看護」を提供します。その為に、専
門的な知識・技術を身につけ、生命の平等性、生命の
尊厳に対する理解を深める能力を養います。そして
地域の皆さまの健康問題に積極的に関わり、信頼を
得られるような看護部でありたいと思います。

小規模多機能ケア

訪問介護

託児保育

ポプリ

四季

なかよし園

通い・泊り・訪問介護３つのサー

開設して5年目を迎え、
少しずつで

当院で働く職員のお母さん方を対

を通して関わりが持てる様になっ

365日対応し、生後56日から小学

ビスが１ヶ所で受けられる25人

定員の地域密着型施設です。壁

てきました。
当所からのスタッフで、

医療度が高く、
ご家庭での介護が

を提供しております。
生活上でお困

とを重点的に行っています。お母さ

ヘルパーに声掛けしてください。

境づくりに心がけています。

難しい場合にもお気軽にご相談く

ださい。
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象とした保育施設です。24時間、

画、書道など、
とても上手な方が

多くスタッフも驚かされます。
また
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はありますが、
地域の皆さまと介護

365日状況に応じて24時間対応

りのことがありましたら、
お気軽に
きっと役に立てることがあります。

生までの保育を実施し、
基本的な生

活習慣や生活リズムを身につけるこ

んが安心して預けることのできる環

看護部長ごあいさつ
古河病院 看護部長

西ヶ谷 正子 Masako Nishigaya

患者さまの
「笑顔」
が見られるように努力を重ねて、
身近に感じてもらえる医療現場を目指しています。

朝、病室の中で私たち看護者が患者さまに最初にしてあげられること
なんでしょう。それは明るい「おはようございます」の声と優しい「笑
顔」
ではないかと考えます。患者さまが今日一日病気と闘っていくため
の
「元気」
を養えるように、看護スタッフは日々研修をし、看護学書を読
み、検討会をしています。
そして、
お一人お一人に応じた
「看護」
で、患
者さまから少しでも
「笑顔」
を返していただけることを志し、地域の皆
さまから身近に感じてもらえる病院を目指して日夜努力しています。
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平成27年7月

回復期リハビリテーション病棟
開棟

INTRODUCTION
of MEDICAL
CORNER

［ 部門紹介 ］

病床数：30床
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大部屋：4部屋（4人床）

臨床工学科

臨床工学技士
様々な医療機器に対し、専門
的な技術や要求に対応できる
よう、一人ひとりが経験をしっ
かりと積み重ね、勉強を行い業
務に活かしていけるよう頑張っ
ております。
また患者さまへの
より良い医療・安全な医療・誰
にも公平な医療が提供できる
よう、
チーム医療の一員として、
日々業務を行っています。

薬剤科

放射線科

薬剤師

放射線技師

調剤のみでなく、医薬品管理、
情報の管理、薬剤管理指導な
ど様々な業務を分担して
「医薬
品の適正使用」
に貢献すること
を目指しています。患者さまに
最適な薬剤が選択され正しく
使用されているか、
治療の効果
は出ているか、副作用等の症
状が出ていないかに注意しな
がら、
日々頑張っております。

6 4 列 C Tや1 . 5 T（テスラ）
MRI、マンモグラフィなどの
各種高機能機器を導入する
事で、
より精細な画像を提供
し、病気の早期発見に役立て
ています。安心できる医療環
境で地域に貢献できるように
24時間体制で日々努力して
おります。

検査科

ドック・健診センター

臨床検査技師

巡回バス健診

患者さまの立場に立ち、安心
して検査を受けて頂けるよう
日々努力しております。確か
な技術で迅速かつ、正確な検
査情報を提供できる検査室
を心がけております。
また、
当
科では常に緊急検査に対応
し、検査情報の提供にも努め
ています。

受診者さまが医療機関に足
を運ぶ 代 わりに、健 診セン
タースタッフが事業所などに
出向いて行う健康診断です。
健診ご担当者さまのお悩み
に的確にお答えいたしており
ます。

リハビリテーション科

訪問看護ステーション

理学療法士

はなもも

患 者さまのことを知るため
に、何 気ない話や訴えを聞
き、身体の状 態や気 持ちの
変 化を診て、自分 達に何が
出来るのかを考える。正解の
ない仕事だと実感しながら、
基 本 理 念『よく聞いて・よく
診て・よく考える』をモットー
にしています。

平成25年4月1日より訪問看
護ステーションはなももとし
て開設。地域の皆さまに親し
まれ、在宅で療養している利
用者さまだけでなく、そのご
家族にも
「はなもも」
のように
春の暖かみが届けられるよう
な看護を目指しています。

個室：14部屋

KOGA HOSPITAL
Any Time With a Smile
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