
♦平成27年度入社式　４月１日開催
　36名のスタッフを迎えました（医師は別途）

♦平成28年５月稼働　メディカルセンターしもつが
　建設状況（６月25日空撮）

♦ とちの木病院（メディカルセンターとちのき）新築保育
棟内で稼働を開始しました。
　（メディカルセンターしもつがにも院内保育所を整備します）

♦とちの木病院（メディカルセンターとちのき）
　増築棟建設状況（６月12日現在）
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現在、建築している新病院（名称：とちぎメ
ディカルセンターしもつが）は、外装がおおよそ
完成し、来年度５月開院に向け内装の工事に移行
しました。また、とちの木病院は、将来機能（名
称：とちぎメディカルセンターとちのき）に向
け、敷地内で増築・改築を進めております。さら
に、下都賀郡市医師会病院は、総合保健医療支援
センターとして機能するため、現在病棟部分の取
壊しが完了し、建設が開始されました。
今回は、現在機能と将来機能について改めてご
案内させて頂きたいと思います。

　当法人は、今後変化していく医療需要に的確に
対応するため、国や県、市の支援を受け、栃木地
区の基幹病院であった、下都賀総合病院、下都賀
郡市医師会病院、とちの木病院の経営母体を統合
することで、平成25年４月に設立されました。
　統合により、予防、急性期から回復期、慢性
期、在宅医療、介護に至るまで、各ステージにお
ける切れ目のない地域包括ケアシステムの構築を
目指します。
　皆様もご承知のことと思いますが、現在栃木市
大平町川連地内、栃木翔南高校北側に新病院を建
築しております。さらに、とちの木病院に新病棟
の増築、また、下都賀郡市医師会病院の敷地内に
総合保健医療支援センターを建設しています。平
成28年度の全体稼働に向けて整備を進めており
ます。
　建物や施設が新しくなり、市民の皆様から今ま
で以上に多くの期待を寄せられていることを職員
一同強く感じております。市民の皆様に愛される
メディカルセンターを具現化するため次の運営理
念、基本方針を掲げ、これを実現するため全職員
一丸となって努力・精進してまいりますので何卒
よろしくお願いいたします。

理事長

麻　生　利　正

一般財団法人とちぎメディカルセンター　機関紙 発行：一般財団法人とちぎメディカルセンター
住所：〒 328-0052　栃木市祝町 4番 25 号
TEL：0282-20-1281　FAX：0282-25-1137
E-mail：honbu@tochigi-medicalcenter.or.jp
http://www.tochigi-medicalcenter.or.jp/
▼　ご意見・ご感想、身近な情報をお待ちしております。
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基本方針
１、 患者さんを中心に据え、質の高い安心・
安全な医療を提供します

２、 高度医療機関と連携し、地域完結型医療
の充実を図ります

３、 健全経営により永続的な医療を提供でき
る環境を整え、地域社会に貢献します

４、 最善の医療を提供するため、コミュニ
ケーションの充実を図ります

５、 誇りを持って働ける職場環境を構築し、
資質向上と次世代の人材育成を支援し
ます

法人運営理念
　「心」の通う優れた医療を提供し、地域か
ら信頼されあいされるメディカルセンターを
目指します

新任理事長挨拶

下都賀総合病院：いちご通信
とちの木病院：とちの木だより
を統合し生まれ変わりました。法人内の情報を発信して
まいりますのでどうぞご期待ください。

「地域包括ケアシステム構築を目指して」「地域包括ケアシステム構築を目指して」
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とちぎメディカルセンター下都賀総合病院　 外 来 診 療 表
小児科・産婦人科・泌尿器科・整形外科・眼科・耳鼻咽喉科・形成外科・皮膚科は11：00まで
その他診療科は11：30まで�

平成27年７月１日
月 火 水 木 金

内　科

午前

循環器 横田　彩子 緒方　信彦 川人　宏次 桒田　俊之 海老澤　勝人
内分泌 村野　俊一 若林　徹治 柳　 　一徳 麻生　好正 西田　 　舞
呼吸器 中村　　理 中村　　理 中村　 　理 中村　　理 中村　 　理
腎　臓
５診 大和田　高義（予約制） 高脂血症外来
血液 佐藤　一也（予約制）

新　患 中村　　理 中村　 　理 中村　　 理 中村　　理 中村　 　理

午後

循環器 不整脈外来（予約制）
内分泌 高田　良久（予約制）

リウマチ 岩本　雅弘（予約制）
血　液 佐藤　一也（予約制）

※リウマチ外来・血液外来／予約制～内科外来までご連絡下さい。
※不整脈外来／予約制～（毎週月曜）14：00～16：00
※肥満外来／予約制～（第１・３水曜）14：00～16：00　　※フットケア外来～内科外来にお問い合わせ下さい。

老年内科
（ものわすれ
外来）

午前 １診 荒木　則幸（予約制） 荒木　則幸（予約制） 荒木　則幸（予約制）
午後 １診 荒木　則幸（予約制） 荒木　則幸（予約制） 荒木　則幸（予約制）
※午前９：00～11：00・午後13：30～16：00

精神科
午前 鈴木　武士（完全予約制）
※木曜日午前中のみ完全予約制（３名まで）で初診の方をお受けしております。

小児科

午前

１診 沼田　道生 沼田　道生 大和田　葉子 山内　秀雄（第２・４のみ） 栗林　良多

２診 杉田　憲一 杉田　憲一 沼田　道生 市川　剛（第１・３・５）
渡部　功之（第２・４）

３診 杉田　憲一 杉田　憲一

午後
１診 沼田　道生（予約制） 大和田　葉子（腎疾患） 沼田　道生（予約制） 沼田　道生（予約制）
２診 杉田　憲一（予約制） 沼田　道生（予防接種） 市川　剛／渡部功之（予約制） 栗林　良多（予約制）
３診 杉田　憲一 杉田　憲一（予約制）

※午後受付時間（月・木・金）予約制14：00～16：00、（水）腎疾患／予約制14：00～16：00、予防接種／予約制14：00～15：00
※小児／発達とこころの外来【医師：海野　健】～（火）午前９：00～11：30・午後13：00～16：00、（水）９：00～11：30
※夜間救急診療～毎週木曜・金曜／17：00～22：00　受診の際はお電話にてご連絡下さい。0282-22-2551（代表）

外　科
午前 １診 山﨑　一馬 児玉　多曜 大塚　雅昭 吉田　　 淳 近藤　　 悟
※禁煙外来／予約制～（第１・第３・第５木曜午後）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

形成外科 午前 １診 浅野　武雄（第１・３・４・５）
手塚　崇文（第２）

消化器科 午前
１診 砂田　富美子 倉田　秀一 大森　彩子 砂田　富美子 津久井　舞未子
２診 非常勤医師

整形外科 午前
１診 宮本　　理 中間　季雄 萩原　浩好 宮本　　理 中間　季雄
２診 萩原　浩好 白石　康幸 山村　麻由 山村　麻由 福島　　崇
３診 渡邉　英明 杉本　直哉

神経内科 午前 １診 高谷　美成 内山　智之 高谷　美成 高谷　美成 内山　智之

脳神経
外　科

午前
１診 小林　伸行（再診） 下枝　宣史（再診） 安納　崇之（再診） 下枝　宣史（再診）
２診 安納　崇之（臨時新患） 小林　伸行（臨時新患） 小林　伸行（臨時新患） 下枝　宣史（臨時新患） 安納　崇之（臨時新患）

午後 １診 小林　伸行（予定新患） 下枝　宣史（予定新患） 安納　崇之（予定新患） 嶋﨑　勝典（再診） 下枝　宣史（予定新患）

皮膚科
午前 １診 藤田　有理香（第１・２・４・５）

小林　しのぶ（第３） 藤田　有理香 獨協非常勤医師 藤田　有理香 藤田　有理香

午後 １診 藤田　有理香（14：00～15：00） 藤田　有理香（14：00～15：00）

泌尿器科 午前
１診 寺内　文人 寺内　文人 寺内　文人 寺内　文人 寺内　文人
２診 黒川　真輔 中西　公司

産婦人科
午前 １診 大塚　　進 大塚　　進 大塚　　進 大塚　　進 大塚　　進
午後 １診 大塚　　進（14：30～16：00） 大塚　　進（14：30～16：00）

眼　科 午前 １診 鈴木　重成 荒川　恭子 山下　由佳子 獨協非常勤医師 菊池　武邦

耳　鼻
咽喉科

午前
１診 中村　真美子 中村　真美子 中村　真美子 中村　真美子 中村　真美子
２診 獨協非常勤医師 獨協非常勤医師

午後 １診 獨協非常勤医師 中村　真美子 春名　眞一 中村　真美子
※午後受付時間～（月・火・水・金）13：00～16：00　　診療開始時間～（月・火・金）15：00～、（水）15：30～

TEL��0282-22-2551（代表）

午前受付時間
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とちぎメディカルセンターとちの木病院　 外 来 診 療 表
月～金までは11：30まで
土曜日は11：00まで�

平成27年７月１日

TEL��0282-22-7722（代表）

午前受付時間

月 火 水 木 金 土

内　科

午前

１診 大西　祥五 勝部　乙大 倉沢　和宏 石井　重利 梅津　貴史 荒木　則幸
２診 金森　　瑛 岡田　春告 安楽　幸悦 大西　祥五 荒木　　修　 小原　一記（第１）

３診 小川　博永 黒木　茂広 黒木　茂広 横山　孝典
（第５休診） 新井ほのか ☆獨協循内

４診 武島　　宏 石村　公彦 関口　　隆 井上　有方 奥富　朋子 黒木　茂広

５診 関口　　隆 黒木　茂広（第１・３・５）
矢部　彰久（第２・４）

６診 関口　　隆

午後
１診 小川　博永 勝部　乙大 倉沢　和宏

午後休診
梅津　貴史

午後休診２診 武島　　宏 伴場　信之 関口　　隆 関口　　隆
３診 関口　　隆 岡田　春告

※禁煙外来　梅津　貴史　金曜日　PM３：30～４：00　※予約制※
※土曜日：獨協循内担当医　第１　山田　靖之　　第２　井上　有方　　第３　小川　博永　　第４　桒田　俊之　　第５　金澤　祐太

小児科

午前 木内　信二 木内　信二 今高　城治 木内　信二 木内　信二 木内　信二

午後 木内　信二 木内　信二 今高　城治 午後休診 木内　信二
白石　裕比湖
小児循環器

(第４)13時～18時
※小児循環器　白石　裕比湖　第４土曜日　PM１：00～６：00　※予約制※

外　科
（乳腺）

午前

１診 室井　大人 土田　智一 足立　武則（乳　腺） 室井　大人 鹿島　康薫 鹿島　康薫

２診 早乙女　勇 早乙女　勇 早乙女　勇
11時以降 鹿島　康薫 加藤　広行 足立　武則

３診 原　　信寿 原　　信寿 土田　智一 原　　信寿 足立　武則 室井　大人
（カメラ終了後）

午後 １診 小野寺　真一 午後休診 加藤　広行 午後休診
※乳腺外来　　足立　武則　水曜日　AM９：00～　※予約制※

泌尿器
午前 安士　正裕

菊地　敬夫（10時まで） 菊地　敬夫 高山　達也 菊地　敬夫（第３以外）
細谷　吉克（第３のみ）

徳江　章彦
菊地　敬夫（10時まで）

日向　泰樹
菊地　敬夫（10時まで）

午後 安士　正裕 菊地　敬夫 午後休診 菊地　敬夫 午後休診

脳神経
外　科

午前 奥畑　荘司 成田　純一（第１・３・５）
大谷　亮平（第２・４） 成田　純一 奥畑　荘司 成田　純一 成田　純一

午後 奥畑　荘司 成田　純一 成田　純一 午後休診 成田　純一 午後休診

整形・
スポーツ
整形

午前
１診 松岡　　明 松岡　　明 永島　覚一 松岡　　明 高尾　良英 松岡　　明

２診 高尾　良英 高尾　良英
老沼　和弘（第２）

福田　公孝
※整形医※

午後 松岡　　明 松岡　　明 高尾　良英
（スポーツ・予約制） 午後休診 松岡　　明 午後休診

※スポーツ 外来　高尾　水曜日 PM４：00～６：00　※予約制※　（整形医師から事前に予約のあった場合には診察可）
※膝・股関節 外来　老沼　第２木曜日 AM９：00～11：30　※予約制※
※肩関節 外来　福田　土曜日（不定期） AM９：00～11：00　※予約制※

※土曜日　整形外科担当医　第１　富沢　一生（獨協）　　第２　東　高弘（自治）　　第３・５　阿久津　みわ（獨協）　　第４　金谷　裕司（自治）　

婦人科
午前
※稲葉　憲之　　不定期（月２回）　※予約制※

皮膚科
午前 ☆獨協皮膚科 ☆獨協皮膚科
午後 ☆獨協皮膚科 午後休診 ☆獨協皮膚科 午後休診
※皮膚科担当医　月　AM・PM　藤平　尚弘　　金　AM　東海林　怜　　PM　藤平　尚弘

透　析
午前 菊地　敬夫 安楽　幸悦（第１・３・５）

吉沢　寛道（第２・４） 杉山　史弘 菊地　敬夫 菊地　敬夫 菊地　敬夫

午後 菊地　敬夫 杉山　史弘 午後休診 菊地　敬夫 午後休診

健 診 部 門 月 火 水 木 金 土

ドック診察 鹿島　康薫 小野寺　真一 室井　大人 足立　武則 早乙女　勇 原　　信寿

内視鏡 足立　武則
鹿島　康薫（ドック後） 小野寺　真一 原　　信寿

青木　虎男（第１・３・５）

中島　政信（第１・３・５）
秋元　明彦（第２）
足立　武則（第４）

室井　大人 土田　智一（第１・３・５）
室井　大人（第２・４）

一般健診
PM３：45～ 安楽　幸悦 大西　祥五 梅津　貴史

（ ）
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とちぎメディカルセンターの
●医療～介護～福祉　現在機能紹介（これまで）

●医療～介護～福祉　将来機能の紹介
　（H28.５月～）

医療と介護の連携に基づき
　　　　　地域完結型を目指します

・下都賀総合病院 ・とちの木病院
　下都賀総合病院は、
病床数259床が稼働す
る急性期病院（DPC 対
象病院）です。標榜診
療科は計20科、1 日平
均 564人（H26実績）
の患者さんが来院され

ています。また、地域医療支援病院の指定を受け、主
に発症後間もない集中的に治療が必要な期間を担当す
る急性期病院としての機能と、国家資格を取得したば
かりの新卒医師を育てる教育施設として、臨床研修病
院の指定等を受けている病院です。
※診療科の詳細は「外来診療表」をご参照ください。

　とちの木病院は、
病床数165床が稼
働する急性期病院
です。標榜診療科
は計16科、1日平
均362人（H26実

績）の患者さんが来院されています。また、特定健診・
人間ドックを受診出来る健診センター、救急告示病院、
日本医療機能評価機構Ver.6.0の認定等の指定を受け
ている病院です。
※診療科の詳細は「外来診療表」をご参照ください。

・在宅ホスピスとちの木
　
は
和
能
診
専
看

サポートを円滑に行うことを可能
ス・プランナー等がご家庭を訪問
療の通院中からご自宅等の住み慣
等に囲まれて最期まで安心して生
境を整えます。緊急時は24時間
フが訪問・診察を行っています。

②回復期・慢性期・療養病院
（名称：とちぎメディカルセンターとちのき）

　とちの木病院の機能変更と拡張による増改築を
行い、回復期・慢性期・療養機能を担う250床
の病院を建設しています。この病院は、家庭・社
会復帰に向けた回復期リハビリテーション機能を
保有させ、療養機能、さらに緩和ケア機能、透
析センター機能、健診機能（人間ドック・脳ドッ
ク等）をもつ病院となります。当栃木地区には、
回復期を担う病院が存在せず、遠方に転院され
るケースも少なくなく、ご家族の皆様は非常にご
苦労のことと思います。
　中・長期間の療養が必要とされる場合でも住み
慣れた地域を離れることなく治療を継続出来る病
院が「とちぎメディカルセンターとちのき」となります。

①急性期病院
（名称：とちぎメディカルセンターしもつが）

　栃木駅南の栃木翔南高校北側に新病院を建設
しています。一般病床301床（地域包括ケア病床
含む）、感染症病床６床の計307床を保有する急
性期病院で、ヘリポートを整備し、地域における
脳卒中・心筋梗塞・がんの拠点病院機能を担い
ます。さらに地域で開業されている先生方との連
携を密にした紹介・逆紹介の推進により、集中的
な治療が必要な期間（急性期）の医療を担います。
　急性期を脱し、引き続き専門的な治療が必要で
ある場合には最適なサポートが行える後方支援病
院へご紹介いたします。

　平成28年５月の全体稼働に向け、各施設の新築・増改築を進めております。改めて法人が目指す各施設
機能をご紹介します。法人内の各施設は、①急性期病院、②回復期・慢性期・療養病院、③保健・福祉事
野に機能分化し、生涯の各ステージにおいて、居住する地域内で必要な時に必要な保健・医療・福祉の
が受けられる「地域包括ケアシステム」の実現を目指して参ります。

機能
連携
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現在機能と将来機能の紹介

在宅ホスピスとちの木
は、がん患者さんの「緩
和ケア」に特化した機
能強化型在宅療養支援
診療所です。緩和医療
専門医、緩和ケア訪問
看護師、多職種による
能にするトータル・ヘル
問させて頂き、がん治
慣れた環境で、ご家族
生活できるよう療養環
間・365日、担当スタッ

・下都賀郡市医師会病院

・訪問看護ステーション
　H26.４月に訪問
看護ステーション
を統合し、現在は
医師会病院管理棟
にて、真心のこもっ
た温かい看護を

モットーに、ご家庭を訪問し看護ケアを行っています。
栃木地区の基幹ステーションとしての役割を認識し、病
気や障害を持った方々が、住み慣れた地域・場所・ご
家庭でその人らしい療養生活が送れるよう支援し、1
年を通して24時間体制で安心・安全な在宅での療養
生活を支えていくことをお約束いたします。

・居宅介護支援事業所
　居宅介護支援事
業所では、ご利用
者の状況に合わせ
てご自宅で安心し
て介護サービスが
受けられるようにケ

アプラン作成を行っています。また、病院併設の事業
所という特徴をいかし、医療機関や訪問看護ステーショ
ンと連携を図り医療サービスの必要性が高い方への支
援も積極的に行っています。

・介護老人保健施設とちの実
　老健施設とちの
実は、入 所 定 員
50床の病院併設
型の介護老人保健
施設です。病院併
設型のメリットを活

かし、高齢者の心身状態、介護者や家庭の事情に合
わせて、医学・福祉サービスを総合的かつ一体的に提
供しています。また、早期家庭復帰に向け、基礎体力
や生活機能向上を目的とした維持期リハビリテーション
を実施しています。

　下都賀郡市医師会病院は、病棟部分の取壊しが完
了し、新たに「総合保健医療支援センター」として生
まれ変わります。現在は下都賀郡市医師会々員（医院）
のご依頼（ご紹介）によるＭＲI・ＣＴの画像撮影およ
び受託検査と健診業務を継続しています。

③総合保健医療支援センター（保健・福祉事業）

　下都賀郡市医師会病院の敷地内に総合保健医
療支援センターを建設します。持ち得る機能は、
健診機能（総合健診センター、予防接種センター）、
介護老人保健施設（名称：とちぎの郷）、在宅ケ
ア支援センター（訪問看護ステーション、居宅介
護支援事業所）です。現在、とちの木病院内にあ
る老健とちの実の機能は、こちらに移行となります。
　更に、法人内施設に食事を提供するセントラル
キッチンを建設整備します。

設の将来
業の3分
サービス

※健診機能（総合健診センター、予防接種センター）
　早期発見・早期治療の基本原則を維持すべく、
「事業所巡回健診」「学校検診」「住民検診」「特定
健診」などを実施していきます。今後（Ｈ28春～）は「予
約・受付窓口」を一元化し、ご利用の皆様に判りや
すいご案内をいたします。受診後のフォローにつきま
しても診療と連携し、円滑な情報提供を行います。

※介護老人保健施設（名称：とちぎの郷）
　とちの木病院内に併設の介護老人保健施設とち
の実（50床）を総合保健医療支援センターの中に
移転・新築させ、100床の介護老人保健施設を建
設します。
　介護を必要とする多くの声に応えるべく、規模を
拡大するとともに、病院機能・他の介護機能とも
連携し地域での生活をサポートします。

・法人本部
　３病院の統合時より、下都賀総合病院の敷地内に
法人本部を構え、各施設の全体稼働に向けて新築・
増改築がスムーズに進むようサポートしていくと共に、
法人内の各事業所との連絡・調整機能を担いながら地
域包括ケアシステムの構築を目指します。

機能
連携
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