
合田

合田

〒649-0304 和歌山県有田市箕島904
TE L : 0 7 3 7 ( 8 3 ) 0 0 7 8　   FAX : 0 7 3 7 ( 8 3 ) 0 0 7 9
E-mail : sakura_2007@cherry-hill.or.jp
http://www.cherry-hill.or.jp
●地域連携室　TEL   0 7 3 7 ( 8 3 ) 0 8 2 9

●内科・腎臓内科・人工透析内科・呼吸器内科・胃腸内科・糖尿病内科・脂質代謝内科・神経内科
　循環器内科・皮膚科・婦人科・眼科・泌尿器科・放射線科・リハビリテーション科・甲状腺外来・禁煙外来　
●人間ドック・協会けんぽ管掌健診指定・各種基本健診
■入院許可ベッド数　99床
　一般病床：49床（特殊疾患病棟入院料１）　医療療養病床：50床（療養病棟入院基本料１）
■腎センターベッド数37床（最大受入患者数114名）　《夜間透析実施中》

（公財）日本医療機能評価機構認定病院
（一社）日本透析医学会　認定施設
（一社）日本アフェレシス学会　施設認定病院

　　 医療法人　千徳会

理事長　 成川 守彦　　院　長　 成川 暢彦

■診療科目等

編集後記
明けましておめでとうございます。新病院へ移転し初めてのお正月を迎えます。この一年が、皆様お一人おひとりの良き年となりますようお
祈りいたします。医療業界を取り巻く環境が年々厳しくなる中で、当院におきましては、スタッフ一同、患者さんにご満足いただける地域医
療に貢献して参りたいと存じます。本年も昨年同様、宜しくお願い申し上げます。　　　　　　　　　　　　    広報企画委員会　九鬼　俊
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　　 医療法人　千徳会

■医療法人千徳会
　  本部〒649-0304　 和歌山県有田市箕島1265
　  電話　0737-83-1000 　FAX 0737-85-2640
　  ●さくら訪問看護ステーション
        〒649-0305 　和歌山県有田市港町29-1
        電話　0737-83-0077　 FAX 0737-83-0077
　 
■社会福祉法人守皓会
　  ●特別養護老人ホーム田鶴苑（介護老人福祉施設・短期入所事業）
        〒649-0316　 和歌山県有田市宮崎町911
        電話　0737-82-6644 　FAX 0737-82-6609
　  ●デイサービスセンター田鶴苑（通所介護事業）
　  ●訪問介護田鶴苑（訪問介護事業）
　  ●有田市在宅介護支援センター（居宅介護支援事業）
　  ●特別養護老人ホーム愛宕苑（介護老人福祉施設・短期入所事業）
        〒649-0305 　和歌山県有田市港町9-1
        電話　0737-82-0600　 FAX 0737-82-0606

　  ●デイサービスセンター愛宕苑（通所介護事業）
　  ●ケアハウス愛宕苑（地域密着型特定施設入居者生活介護事業）
　  ●グループホーム愛宕苑（認知症対応型共同生活介護事業）
        〒649-0305 　和歌山県有田市港町29-1
        電話　0737-23-7177　 FAX 0737-83-5501
　  ●特別養護老人ホームありだ橘苑（介護老人福祉施設・短期入所事業）
        〒649-0314　 和歌山県有田市野639-2
        電話　0737-83-6255 　FAX 0737-83-6260
　  ●デイサービスセンターありだ橘苑（通所介護事業）
　  ●ありだ橘苑在宅介護支援センター（居宅介護支援事業）
　  ●養護老人ホーム長寿荘（養護老人ホーム）
        〒649-0315　 和歌山県有田市山地57
        電話　0737-82-2946 　FAX 0737-83-2640
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千徳会　理念と基本方針

■医師診療担当表
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和医大 腎臓内科

大矢

　入職して数ヶ月が経過し、徐々に日常業
務にも慣れてきたところです。当院が長年
培ってこられた医療文化を理解しつつ、前
職での経理、総務、監査部門における３０年
間の経験を少しでも生かせればと思ってお
ります。皆様には何かとご迷惑をおかけす
るかもしれませんが、何卒よろしくお願い
致します。

　総務課
　事務員
　九鬼　俊
　（入職日平成２7年6月1日）
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Facebookで
チェックしてね “桜ヶ丘病院”　　 検索

新入職員紹介

　職場の先輩方に介護技術や病棟内で
の動き方を教わりつつ楽しく働かせてい
ただいています。まだまだ未熟ではあり
ますが、笑顔をモットーに励み、「上前君
がいて良かった」と言ってもらえるよう働
いていく所存です。

　５階病棟
　介護福祉士
　上前 博也
　（入職日平成２7年6月8日）

　専門職としての確かな知識・技術と今
までの経験を生かし、患者さんに安心・
安全な透析治療及び看護を提供してい
けるよう取り組んでいきたいと思いま
す。よろしくお願いします。

　腎センター
　看護師
　所久保 正樹
　（入職日平成２7年7月1日）

成川暢

小田

内科4診 合田

　平成28年の輝かしい新年を皆様と共に恙なく迎えることが出来ましたのも、偏に皆様のご支援ご厚情の賜と、

衷心より御礼を申し上げます。

　平成27年6月29日、ご縁を頂きJR箕島駅近くに桜ヶ丘病院が「心装開店」しました。「新装」ではありますが、「心装」

でもあります。新病院は市街地ですので、通院される患者さんには便利になることと存じます。これまでの丘陵地とは

異なり、四季の移り変わりを実感することは少なくなりますが、玄関にはシンボルである「桜の木」を植えています。

院長はじめ全職員が心を新たに、「患者さん本位」の医療を目指し、日々医療人としての資質の向上に取り組んでいます。

　「京セラ」「第二電電（のちのＫＤＤＩ）」創業者の稲盛和夫氏は、「誰にも負けない努力を続けない限り、大きな成

果は期待できない。人並み以上の努力をせずに、大きな成功を収めるということは絶対にない。人生において無駄

な苦労というものは、実は一つもありません。なぜなら、苦労そのものが人間をつくっていくからです。」と話されてい

ます。これから全職員の更なる努力が求められるのです。そして、千徳会の経営理念に「職場は、職員共同の生活の源

泉であり、人間完成の道場である」とあるように、人間形成の道場として、職員が希望を持てる、夢を持てる病院を

医療法人　千徳会
理事長　成川 守彦

目ざして邁進いたします。

　地域医療を担う我々は、医療を通じて地域の皆様の「生活の質」

を良くすること、また「地域の活性化」を目標に、努力します。

　本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

あけまして
おめでとうございます

●敬老会（平成２７年９月１７日）
　病棟敬老会を行い、１４名の患者さんが参加してくれました。今回は、輪投げをして体
を動かしたり、カラオケで懐かしい歌を口ずさんだりと、笑顔と笑い声が溢れる会となり
ました。

岩倉

成川守
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いしぜき  まさと

内科・産婦人科
あまつ　たかし

天津　隆　医師

【経歴】
平成  ４年３月　杏林大学医学部卒業
平成  ４年４月　京都府立医科大学産婦人科教室入局　研修医
平成  ６年４月　国立奈良病院　産婦人科　医員
平成  ８年４月　京都府立医科大学産婦人科　修練医
平成１０年４月　紀南病院産婦人科
平成１１年２月　天津産婦人科　院長

　平成２７年８月から内科及び産婦人科医として、桜
ヶ丘病院にお世話になっております天津隆です。火曜
日は内科外来、木曜日は産婦人科医として一般診察及
び子宮がん検診を担当させていただいております。
　高齢者の方々、そして地域の皆様に貢献していきた
いと考えていますので、どうぞよろしくお願い申し上げ
ます。

　昨年６月２９日より新病院での診療を開始し、早６か月が経ちました。
　移転後より、一般内科外来の診療医師を増やしましたが、今年度は一般内科外来に加えて、さらに腎臓内
科（腎センター）・神経内科・循環器内科・婦人科などの専門外来の充実を図りたいと考えます。また、一昨年
から取り組みを行っている在宅医療サポートセンターの活動をさらに大きいものにし、在宅から入院まで診
療の場を幅広くすることで、近隣の医療機関の皆様方と、より一層有田地域の医療の充実・向上に取り組ん
でいきたいと考えています。
　新年を迎えるにあたり、今年度も、引き続き職員一同初心の気持ちにて、信頼される医療、安心・安全の医
療、慈愛あふれる医療を理念とした病院づくりに励んでいきたいと思います。
本年も医療法人千徳会　桜ケ丘病院をどうぞよろしくお願い申し上げます。

平成２８年元旦

内科
ごうだ    きょうすけ

合田　杏佑　医師

【経歴】
平成２１年３月　和歌山県立医科大学卒業
平成２１年４月　和歌山県立医科大学附属病院にて臨床研修
平成２３年４月　済生会和歌山病院　消化器内科　医員
平成２７年４月　泉州救命センター　医員

　平成２７年１０月から桜ヶ丘病院にて水曜日と木曜
日に内科診察枠を担当しております内科医師の合田
杏佑と申します。当院では健康診断や胃内視鏡検査及
び超音波検査を中心に診療・診察に当たらせていただ
いております。日々多くの職員の方々から手助けを得
ながら、円滑な診療につながるよう努力しております。
当院では健康な方からご高齢の患者さんまで幅広い
方に接する機会があり、皆様の健康維持や改善などに
少しでも手助けができればと思っております。これか
らもよろしくお願いいたします。

医師紹介

事務長就任のご挨拶
　はじめまして。平成２７年度下期より、事務長として、職務につくことになりました
石関です。前職では、医薬品卸売業に勤務しており、新人の頃より有田地域で、皆
様方にお世話になり現在を迎えております。
　今、医療業界は、来る２０２５年の超高齢化社会に向けての医療改革論議の真最
中です。ここ有田地域でも、７５歳以上の方々は増え続けていきます。そのため、今
後も益々、後期高齢者の方々へのサポートが重要になってきています。このような
中、当病院も、患者様の利便性を考え、ＪＲ箕島駅前に新築移転しました。

●第５７回全日本病院学会in北海道
　（平成２７年９月１２日・１３日）
演　題
望まれる人生の最終段階に
おける医療の提供を目指して
　～現状での問題点と
　　　今後の課題について～

発表者　濵　真理子
　　　　（総看護師長兼副院長）

場　所　ロイトン札幌・
　　　　　さっぽろ芸文館

　今年度は当院から２７名
が参加し、一般演題２題の発
表を行いました。中畑看護
師の発表はセクション内の
優秀賞に選ばれました。
（於：ホテルアバローム紀の国）

●第２０回和歌山県病院協会学術大会
　（平成２７年１１月１日）

●有田市医師会優良職員表彰
　（平成２７年11月14日）

　新病院移転後、初め
てとなる消火避難訓練
を実施し、職員及び有
田市消防隊員を含む
総勢２９名のスタッフ
が参加しました。避難
訓練終了後は、消火器
使用方法について実
技訓練を行いました。

●防災訓練
　（平成２７年12月1日）

■「透析患者が人生の最終段階まで自分らしく生きるために」
　～エンディングノートから考える第一歩～　
　　　　　　腎センター　看護師　中畑　ひろ子
■「ICT活動の活性化を試みて」
～手指衛生行動向上を目指した取り組みでみえたもの～
　　　　　　ICTチーム　看護師　浮野　由紀子

　今後も、地域医療機関、介護施設、その他サービス施設等との連携を重視し、地域住民の方々に喜んで頂け
る医療を提供できる体制を整えていく、一翼を担いたいと考えています。

　オークワ箕島店にて、医師・管理栄養士・薬剤師・
看護師による療養相談や栄養相談、血糖・血圧の無
料測定などを行いました。来場者は３７名でした。

●第２８回　院外糖尿病教室開催
　（平成２７年１１月１８日）

　今回は『認知症を地域で考える』をテーマに、有
限会社プライム　ひまわりケアサービス代表の木
村公美先生には「アルツハイマー型認知症のステ
ージ別ケア」、藤内メンタルクリニックの藤内真一
院長には「精神科医から見た現代の認知症医療」
について講演いただきました。
（於：有田市文化福祉センター） 

●第４回在宅医療協議会
　（平成２７年１２月５日）

■ 平成２8年　新年のご挨拶
　明けましておめでとうございます。
　謹んで年頭のご祝詞を申し上げます。 医療法人　千徳会

桜ヶ丘病院　
院長　成川 暢彦

事務長　 石関 理人

看護師
岩渕　えみ子
（勤続２４年）

看護師
山田　友美子
（勤続２３年）

准看護師
山本　由希
（勤続１４年）

介護福祉士
上田　博美
（勤続１３年）


