
特定医療法人社団 宏仁会 寺岡整形外科病院 広報誌 
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＜病院の理念＞ 医の倫理を守り、親しまれ信頼される病院をめざします。 
＜患者様の権利と義務＞ 
・当院は患者様の「基本的人権」を尊重します。  
・良質で適切な医療を平等に受ける権利があります。  
・診断、検査及び治療法について十分な説明を受ける権利があります。  
・受けた説明に対してご自身で治療を選択する権利があります。  
・診断及び治療法についてセカンドオピニオンを求める権利があります。  
・ご自身の診断記録の開示を求める権利があります。  
・個人情報にかかるプライバシーは守られる権利がます。  
・医療従事者と協力してよりよい医療を受けられるよう積極的に医療に参加する権利があります。  
・当院に対して正確な情報の提供をしていただくこと及び治療に関しての指示は守っていただく義務があ

ります。  

病院機能評価 

Ver.5.0 認定病院 
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新年のご挨拶 
理事長  寺岡 宏 

謹んで新年のお祝いを申し上げます。皆様方におかれましては、平安に新年をお迎えのこ

ととお慶び申し上げます。昨年も医療を取り巻く環境はめまぐるしく変化し、病院や福祉施

設にとりまして、依然厳しい社会情勢が続いております。同時に医療従事者にとりましても

その変化に応じた柔軟な能力や知識が求められており、今年も職員一同努力を怠ることなく

患者様の健康づくりのお手伝いができますよう、日々研鑚に励んで参りたいと存じます。ど

うぞ本年もさらなるご支援を承りますようお願い申し上げると共に、皆様のご清福をお祈り

申し上げ、年頭の挨拶とさせていただきます。 

病院長 寺岡 俊人 

明けましておめでとうございます。新年のお慶びを申し上げます。振り返ってみますと、

昨年は「アベノミクス効果」による景気回復の年と言われておりましたが、今後は診療報酬

の改定や消費税増税などに加え、医療業界においては医師不足や医療費の削減等で依然とし

て厳しい状況が続いております。当院はこのような状況の中で患者様から寄せられる様々な

ニーズに臨機応変に対応できるよう、ハード面・ソフト面ともにより充実した医療を目指し、

今年も職員一丸となって精進して参りたいと思います。終わりに、皆様にとって健やかな 1

年でありますことを祈念いたしまして、 年頭のご挨拶といたします。 

 

                  看護部長 山下 文子 

初春のお慶びを申し上げます。地域医療の中心病院として、より質の高い看護の提供がで

きるように、看護部一同、たゆまぬ精進を年頭に誓い、気持ちも新たに前進したいと願って

います。今年一年の皆様方の御健康と御多幸を心よりお祈り申し上げます。 

 

事務長   塚原 英郎 

  新年明けましておめでとうございます。謹んで新春のお慶びを申し上げます。 

平成 2７年は未（羊）の年。少し話題になりましたのでご存知の方もいると思いますが、皆

さんのもとに届いたお年玉付き年賀はがきの額印面部分はひと回り前のデザインの続編に

なっています。平成 15 年の羊さんは熱心に編み物をしていましたが、今年は完成したマフ

ラーを首に巻いています。同じデザイナーの作品だそうですが、よく見ると年賀の文字も前

回は毛糸、今回は編み棒で飾られており、心が温かくなるような工夫が施されています。 

こんなエピソードひとつからも得られる教訓があります。日々新たな気持ちで業務改善に取

り組むこと、明るく笑顔の温かい接遇を心がけることなど、今年もスタッフ一同心を合わせ

てがんばりましょう。また日ごろたいへんお世話になっております地域の皆様におかれまし

ては、本年がいっそう安寧かつご躍進の年となりますよう祈念申し上げますとともに、旧年

同様のご指導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 
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今回の院内ふれあいコンサートは、 

当院初登場の「こんぺいとう倶楽部」の皆様による演奏会を開催いたしました。 

キーボード・リコーダー・フルート・ギター・ハーモニカ・オカリナ・マンドリンな

ど多種多様な楽器による演奏やフラダンスなど、趣向を凝らした楽しい演出で、患者

様と一体となった素晴らしい演奏会となりました。皆様、有難うございました。 

（平成 26年 12 月 11 日開催） 

 

今年も当院より２名の看護学生が無事に戴帽式を終えま

した。気持ちも新たに、今後の活躍を期待したいと思い
ます。そのお二人に今後の抱負を語っていただきました。 

写真左：開原 英雄さん 

写真右：高原 裕也さん 

また身を引き締めて日々の学校と病院を通して看護師として
の知識・技術・態度を身につけられるように、積極的に頑張り
たいと思います。また、病院、先輩、仲間、家族のサポートが
なくてはここまでやってこられませんでした。皆さんの応援に
応えられるように、１年後の資格試験、絶対に合格します！！     

（開原 英雄） 

看護学校へ入学して７ヶ月が経ち、戴帽式を無事に迎えることができた事はとてもうれ

しく思います。入学前からも不安は大きく、勉強はもちろん、人間関係や精神的・肉体
的にも「大丈夫かな」と思い過ごす日々でした。それは今も同じですが、戴帽式で一歩

前進でき、気持ちを切り替えてまた頑張っていこうと思います。戴帽式では、看護職の
象徴のようなものを戴くには、荷が重く、期待というより不安がいっぱいでした。そし

てこんな自分に、本当に式をしてもらって良いのだろうかという気持ちでした。そして
戴帽式は終わり、一時の通過点で、まだまだこれから先に悩んだり苦しんだりと大変な

事が多いと思いますが、初心を忘れることなく歩んでいきたいと思います（高原 裕也） 



 4

●発行 
 

「あしべ」第３２号  2015 年１月１日発行 
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Ｎｏ.３２  

※手術・救急・学会などにより担当医師が予告なく変更になることがあります。ご了承ください。 

※救急の患者さまは 24 時間受付けておりますので、病院受付℡084-923-0516 までご連絡ください。 

総 合 案 内 TEL 084-923-0516 
 

FAX 084-932-1178 

地 域 連 携 TEL 084-920-1020 FAX 084-920-1113 

診 療 時 間 午前 9:00～12:00 午後 2:00～6:00 

病床数     １２２床  診療科    （13 診療科） 

一般病床 

療養病床 
回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病床 

５０床 

３６床 

３６床 

 

整形外科・脳神経外科・形成外科・胃腸

内科・耳鼻咽喉科・循環器内科・心療内

科・神経内科・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科・リウマチ

科・美容外科・麻酔科・放射線科 

 

診療科  日 月 火 水 木 金 土 

整 形 外 科 
午前 寺岡/池田 池田 池田 寺岡 

寺岡/ 
理事長 

池田 午前/ 

予約 

診療 

午後/ 

休診 

 

※ 救 急

の患者さ

まは受け

付けてお

ります。 

午後 寺岡 池田 辻 寺岡 池田 池田 

形 成 外 科 午前・午後 衛藤 衛藤 
衛藤 

午後手術 
衛藤 

衛藤 
午後手術 

小野 

脳 神 経 外 科 
午前 

長尾/藤田 
長尾 

長尾/藤田  長尾 長尾 
午後 非常勤(午後のみ) 

胃 腸 内 科 午前・午後     福﨑 福﨑 

耳 鼻 咽 喉 科 午前・午後 田口  田口  田口 田口 

循 環 器 内 科 午前・午後   品川  品川  

心 療 内 科 9:00～15:00    西岡 西岡   

神 経 内 科 午後  片山     

無料送迎バス時刻表 
 病院行き 福山駅行き 

 駅裏発 病院着 病院発 駅裏着 

① 9:00 9:15 10:30 10:45 

② 10:00 10:15 11:30 11:45 

③ 11:00 11:15 12:00 12:15 

④ 14:00 14:15 13:30 13:45 

⑤ 15:00 15:15 14:45 15:00 

⑥ 16:00 16:15 15:30 15:45 

⑦ 17:00 17:15 16:30 16:45 

⑧   17:30 17:45 

地域の医療に貢献する宏仁会（こうじんかい） 関連施設 

居宅介護支援事業所 

宏喜苑 

介護老人保健施設 

グリーンハウス宏喜苑 

福山市 

地域包括支援ｾﾝﾀｰ南本庄 

介護老人福祉施設 

幸楽園 

要介護状態と認定された方に

対し、ケアマネジャーが、本人

の状態や家族の意見を踏まえ

て、それに応じた適切なサービ

スを利用できるよう、介護保険

施設等と連絡調整を行います。 

要介護状態と認定された方

に対し、その能力に応じ自

立した日常生活が営まれる

ようご自宅における生活へ

の復帰のため、リハビリを

中心とした支援・介護を提

供いたしております。 

地域で暮らす高齢者やその家

族のために介護、健康、医療な

どさまざまな面から総合的に

支える中核機関とした事業を

実施しております。 

生活機能の回復と維持を目

的に、食事・入浴・排泄等の

日常生活における介護と支

援を提供いたしております。

入園を希望される方には、相

談員・ケアマネジャーとの相

談を行っております。 

福山市南本庄 3-1-52 
寺岡整形外科病院 管理棟１F 

TEL 084-920-8143 

福山市南本庄 3-8-17 
TEL 084-920-8111 

福山市南本庄 3-1-52 
寺岡整形外科病院 管理棟１F 

TEL 084-920-8161 

福山市蔵王町 159-14 
TEL 084-947-3111 


