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「限りなき愛」
～ ETERNAL LOVE AND CARE FOR ALL

No.2
平成30年4月10日発行

丸木記念福祉
メディカルセンターニュース

丸木記念福祉メディカルセンターご挨拶
センター長　丸木 多恵子
～限りなき愛～
　丸木記念福祉メディカルセンターは、埼玉県西部地域の秩父連邦を遠望する
毛呂山町にあり、古式流鏑馬祭りや武者小路実篤ゆかりの新しき村など、豊か
な自然に恵まれた環境と澄んだ空気と静寂は、人々の心に癒しと和みを与えて
くれております。
　私たち職員は法人の理念である「限りなき愛」のもと、人を愛する心を基本
に日本のメイヨークリニックを目指し、埼玉医科大学病院群の母体病院として
YOUR HAPPINESS IS OUR HAPPINESS をミッションに、患者・利用者様中
心の安全で安心できる質の高いサービスを提供してまいります。

病院長　棚橋 紀夫
～患者中心主義～
　丸木記念福祉メディカルセンターは、病院部門、介護老人保健施設、特別養
護老人ホーム、ケアハウス、デイケアセンターなどの介護福祉部門を合わせ持
つ施設です。特に病院部門では、精神科病棟のみならず、内科病棟、回復期リ
ハビリテーション病棟、緩和ケア病棟があります。当センターでは、地域包括
ケアの中心的役割が求められています。患者中心主義を貫き、利用者、家族に
満足していただけることを目標としています。医療と福祉の融合、理想郷を目
指して頑張っていきたいと思います。

丸木記念福祉メディカルセンター組織図

丸木記念福祉メディカルセンター
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デイケアセンター
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毛呂山町老人福祉センター
山根荘 もろやま健康いきがいづくり事業
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丸木記念福祉メディカルセンター　シンボルマークの紹介

病院機能評価更新

本部ビルと薫風園をつなぐ連絡通路完成

　大外の円周は木の緑を表し、丸い木の中心に「丸木記念福祉メディカルセ
ンター」の建物をシンボル化したものを置き、理事長が掲げる「医療と福祉
の理想郷」をイメージしています。建物を囲む円は地域包括ケアシステムを
表しています。下部の人の形は木の幹のイメージでもあり、地域の人たちの
期待に応える象徴としています。

　丸木記念福祉メディカルセンターでは、財団法人日本医療評価機構
による「病院機能評価更新審査」を平成 29 年 6 月に受審しました。
新しい基準となる 3rd GVer1.1 の認定基準を満たしていることが認め
られ、平成 29 年 10 月 6 日付けで認定証の発行を受けました。
　この評価は、以下の 4つの項目について評価されたものです。

（1）患者中心の医療の推進
（2）良質な医療の実践 1
（3）良質な医療の実践 2
（4）理念達成に向けた組織運営

　多くの項目で高いAランクの評価を頂き、緩和ケア病棟における薬剤師の関りについて、最高評価の Sラ
ンクも頂きました。当センターではこの高評価を励みに今後も引き続き、患者中心の安全で安心な満足度の
高い医療の提供を行ってまいります。

　本年 3月、丸木記念福祉メディカルセンター本部
3階と薫風園 2階を接続する連絡通路が完成しまし
た。いこいの広場に面してガラススクリーンを基調
にスッキリとした透明感、清潔感のあるデザインと
しました。連絡通路そのものは 30 ｍ近く柱のない
ダイナミックなトラス構造を採用しています。また、
内部は色調を抑えたニュートラルなインテリアに加
え、手摺、ストレッチャーガードを設置し絵画ギャ
ラリーとしての楽しみ、緩やかなスロープがあり、
リハビリ訓練としての利活用を意図しております。管理棟の調理室より直接配膳車が往来可能になり、患者
さん、利用者さんの検査や診察への動線も便利になります。1本の渡り廊下ではありますが、様々なアイディ
アを設計に生かし、魅力ある建築物を実現することができました。

丸木記念福祉メディカルセンター

ニュース
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お問い合わせ先　総合受付　TEL 049-276-1700（代表）
　くらしワンストップ MORO HAPPINESS 館は、
超高齢社会が加速する社会において、住み慣れた在
宅で安心して過ごすための、支える医療・福祉・介
護を実践し、埼玉医科大学グループと地域社会をつ
なげる象徴（絆）となる機関があればとの想いを、
地域包括ケアシステムの枠を超えた中核施設として
具現化したものであります。
　医療・介護ニーズの増大・多様化を踏まえ、あら
ゆる相談に一元的に対応するとともに、在宅診療・
看護・介護の拠点として、高齢者疾患に関する診療、
在宅医療・看護・介護を、多職種連携を基本に推進します。
　さらに、学びや健康づくり、情報交換ができる居場所・仲間づくり・支え合いの場となり、地域の方々の
日常生活の向上に寄与していくことなど、グループの構想である医療と福祉の理想郷に向けた前線的な役割
を担います。
　1階は健康ふれあいフロアとして、フィットネスとコミュニティカフェ、2階はクリニックフロアとして、
往診を行う在宅療養支援と、内科・整形外科を標榜する診療所、3階は相談支援フロアとして、居宅介護支
援事業、認知症疾患医センター、訪問看護ステーション、地域包括支援センター、在宅医療相談室を配備、4
階は学びのフロアとして、ボランティア養成講座や趣味のサークル、生涯学習などを提供します。
　なお、1階と 4階は、国が示した地域創生推進事業を、地元毛呂山町役場と共同で行います。健康いきが
いづくり事業と称して、介護予防に取り組み、元気な高齢者を増やすとともに、ボランティアの育成や就労
支援など、生きがいづくりや雇用の創出などを行ってまいります。
くらしワンストップ MORO HAPPINESS 館は、地域の皆様と一緒に作り上げてまいりたいと考えておりま
すので、どうぞよろしくお願い致します。
この事業が、将来において、埼玉県から全国へと繋がる一億総活躍社会のモデルタウンとして、そして、埼
玉医科大学グループが目指している医療と福祉の理想郷の重要な拠点として、地域と共に成長して参りたい
と考えております。

　毛呂山町は、日本屈指の大学病院である埼玉医科大学と母体である丸木記念福
祉メディカルセンターとともに発展した歴史があり、本町における最大の雇用の
場は、医療福祉分野であることは地域経済分析システム（RESAS）などからも
明らかであります。
　全国的な問題として高齢化が加速しており、本町においても既に人口構成にお
ける 3割が 65 歳以上の高齢者です。
　こうした状況から、毛呂山町と丸木記念福祉メディカルセンターで連携を図り、
元気な高齢者を増やす取り組みと、いきがいづくりや雇用の場の確保を進め、医
療と福祉を中心とした一億総活躍社会のモデルタウンとなることを目指します。

毛呂山町マスコットキャラクター
もろ丸くん

くらしワンストップ

M
も ろ

ORO H
ハ ピ ネ ス

APPINESS館
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お問い合わせ先　総合受付　TEL 049-276-1700（代表）

1F 健康ふれあいフロア
　1階と 4階は「もろやま健康いきがいづくり事業」と称して、
地域住民の皆様が様々な形で利用できる場として、健康寿命を
延ばす施策を進めるとともに、ボランティアの育成や就労支援、
子育て支援など多世代交流の場の創出を図ってまいります。

※もろやま健康いきがいづくり事業は国の地方創生推進事業として
　毛呂山町と提携して取り組みます。

3F 相談支援フロア 相談受付（月～土 9：00 ～ 17：00）

　医療・福祉・介護に関する相談援助を一元的にサービス提供し、住み慣れたご自宅での生活を支援してま
いります。

　●訪問看護ステーション TEL 049-276-1135
　　ご自宅に訪問し、予防支援から看取りまで支えてまいります。

　●毛呂山越生在宅医療相談室 TEL 049-295-2320
　　在宅医療相談員が、在宅診療に関する相談をお受けいたします。

　●認知症疾患医療センター TEL 049-276-1486
　　認知症に関する相談をお受けいたします。

　●指定居宅介護支援センター TEL 049-276-2082
　　ケアマネジャーが介護サービス利用に関する相談をお受けいたします。

　●地域包括支援センター支所 TEL 049-276-1878
　　福祉・介護における相談窓口として、安心して暮らせるお手伝いをいたします。

4F 学びのフロア
　地域住民の皆様の生涯学習を支援します。１階健康ふれあい
フロアと共に国の地方創生推進事業として毛呂山町と提携し
「もろやま健康いきがいづくり事業」を提供いたします。
　●市民講座（ボランティア養成含む）

　●生涯学習（カルチャースクール含む）

　●地域サークルなど

くらしワンストップ

M
も ろ

ORO H
ハ ピ ネ ス

APPINESS館

フィットネス

コミュニティカフェ

面談風景

市民講座

フィットネス コミュニティ
カフェ サロン活動
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お問い合わせ先　TEL 049-276-1832

2F クリニックフロア 内 科 整形外科
１．身近なかかりつけ医として
　　気軽に受診できる身近なかかりつけ医として、まずはご相談ください。地域の皆様とともに歩み、ともに成長し、
　　安心してご利用いただけるよう、「顔の見える、同じ目線のクリニック」を目指してまいります。
２．埼玉医科大学病院群への窓口として
　　精査加療・入院等が必要と判断した場合には、埼玉医科大学グループ病院および社会福祉法人埼玉医療福祉会等
　　の関連施設へご紹介いたします。
３．医療と介護の包括的支援
　　病気のステージによっては、医療よりも療養の場の選択も含めた「ささえるケア」のほうが重点を占めることも
　　あります。大学病院と地域のつなぎ役として、多職種が集う「ワンストップ」ならではの包括的な支援をいたします。

平成 30 年 4 月現在

外
来
担
当
医
一
覧
表

受付時間 診療科 月 火 水 木 金 土

午
前
 8：30 ～
11：30

内科
（一般外来） 名古屋 春満 名古屋 春満 名古屋 春満 名古屋 春満 伊藤 大輔 名古屋 春満

内科
（専門外来）

棚橋 紀夫
・脳神経内科
・高血圧・認知症

山口 剛史
・呼吸器　　
・アレルギー

伊藤 大輔
・内分泌・糖尿病

整形外科 丸木 秀行 丸木 秀行

午
後

13：30 ～
17：00

内科
（一般外来） 名古屋 春満 伊藤 康男 名古屋 春満 名古屋 春満

・一般認知症外来 繁田 貴博 名古屋 春満

13：00 ～
16：00 整形外科 丸木 秀行 丸木 秀行

可能な検査 /治療　・血液　・尿検査　・心電図　・ワクチン接種　・レントゲン検査　・骨密度検査

在宅療養支援診療所 お問い合わせ先　TEL 049-276-1852

診療理念　～ 1％の科学と , 99％の想いやり～
　社会福祉法人埼玉医療医福祉会ならびに埼玉医科大学の基本理念である
「限りなき愛」を実践すべく、1) 住み慣れた環境で最期までご自分らしくお
過ごし頂くために、多職種と積極的に連携して、在宅療養を支援いたします。2)
入院で当たり前のように行われている医療をしっかり吟味し、本当に必要な
医療を患者さんや周りの皆さんと一緒に考えます。3) 患者さんを自分の家族
と同様に考え、ご本人のみならず周りの皆さんもご安心いただける在宅医療
をご提供できるよう努力いたします。以上を心がけ、在宅療養されている患
者さんの依頼により、当館内の埼玉医科大学訪問看護ステーションをはじめ、
地域の他の訪問看護ステーション等との連携を図り、24 時間往診及び訪問看
護等を提供できる体制をとってまいります。

H
ハ ピ ネ ス

APPINESS館
クリニックのご案内

・骨折のリスクが高い腰椎や大腿骨の骨密度を検査いたします。
　骨粗鬆症の診断・治療の為に効果的な検査です。腰が痛い、腰が曲がってき
た、背が縮んだなどの、気になる症状を感じた場合は、骨粗鬆症が原因かもし
れません。早めの検査で骨の状態をしっかり把握しましょう。一度、医師に御
相談ください。

骨密度測定検査の最新鋭装置が導入されました。

健康な骨 骨の密度が低い状態

（訪問エリア）
毛呂山町 越生町 鳩山町
坂戸市 鶴ヶ島市 日高市

その他応相談。
訪問範囲は、規定により当院所在地より
半径 16km圏内となっております。
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丸木記念福祉メディカルセンター

外来のご案内

丸木記念福祉メディカルセンター

入院のご案内

平成 30 年 4 月現在

外
来
担
当
医
一
覧
表

受付時間 診療科 月 火 水 木 金 土

午
前
 8：30 ～
11：00

内科
（一般外来） 交代制 内田 義人 棚橋 紀夫 小林 正幸 滝澤 功一 交代制

精神科 樋渡 豊彦 戸塚 貴雄 桑原 美智子
依田　裕生 岡島 宏明 高野 忍 廣瀬 翔

リハビリ 前田 恭子

歯科 今井 謙一郎 今井 謙一郎 今井 謙一郎 今井 謙一郎 今井 謙一郎 今井 謙一郎

午
後

14：00 ～
16：00 精神科 丸木 リサ 山下 博榮

12：30 ～
15：00

緩和ケア
内科 崎元 雄彦

14：00 ～
16：00 歯科 今井 謙一郎 今井 謙一郎 今井 謙一郎 交代制

内科・緩和ケア内科・リハビリテーション科 精神科 歯科
049-276-2011

緩和ケア内科・リハビリテーション科
（予約制）

049-276-1309

（予約制）
049-276-1496

（予約制）

入院のご相談窓口　TEL 049-276-1439
　当院では、埼玉医科大学病院と連携して内科的疾患の治療を中心に行う内科病棟（48 床）のほか、緩和ケ
ア病棟（20 床）、回復期リハビリテーション病棟（110 床）、身体的な病気と精神的な病気の両方をお持ちの
方を治療する精神科合併症病棟（58 床）、そして精神科病棟（232 床）をご用意しています。医療機関・施設
の担当医あるいは相談員にご相談いただき、診療情報提供書（紹介状）をご用意ください。当センターで診
療情報提供書（紹介状）をいただいてから、入院のご相談をお受けします。

本部ビル 精神科一般（女性）病棟

精神合併症病棟

精神科一般（男性）病棟

緩和ケア病棟「和」

精神科一般（男性）病棟

内科病棟

精神療養病棟

精神療養病棟

精神療養病棟 精神療養病棟

精神療養病棟

精神科外来薬局・受付・会計

ケアハウス薫風園・ゲストルーム

ケアハウス薫風園・ゲストルーム

回復期リハビリテーション病棟

回復期リハビリテーション病棟

介護老人保健施設　薫風園

介護老人保健施設　薫風園

通所リハビリ　デイサービス
老健受付・会計

受付・一般外来・内科・歯科
緩和ケア内科・リハビリテーション科
CT・一般撮影室・医療福祉相談室

複合施設 薫風園

第一病棟

第二病棟

８Ｆ

７Ｆ

６Ｆ

５Ｆ

４Ｆ

３Ｆ

１Ｆ

８Ｆ

７Ｆ

６Ｆ

５Ｆ

４Ｆ

３Ｆ

２Ｆ

１Ｆ
３Ｆ

２Ｆ

３Ｆ

２Ｆ

１Ｆ
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認知症疾患医療センター表彰
認知症サポーター養成講座開催回数　第一位を受賞
　平成 30 年 2 月 3 日に当院認知症疾患医療センターの福島雄大相談員
が、認知症サポーター養成講座開催回数（医療部門）全国 1位となり、
全国キャラバンメイト連絡協議会から表彰を受けました。
　認知症の知識や対応方法などを地域の皆様や企業、職員に対して行
い認知症への理解の周知に貢献しました。今後も継続して認知症への
理解を深め、地域包括ケアシステムの構築に寄与してまいります。

　リハビリテーション科部長の丸木秀行と申します。地域の皆様には、HPPINESS 館ク
リニックの整形外科外来でも大変お世話になっております。当科は、県内有数のスタッ
フ数を誇るリハビリテーション科であり、埼玉医科大学グループを始め多くの地域病院
と協力し患者様のリハビリテーション支援を行っております。地域の皆様の為、スタッ
フ一丸となり邁進してまいりますので、リハビリテーションについてお困りの際はお気
軽にご相談ください。心よりお待ちしております。
　当科では、脳血管や運動器疾患の患者様がより高いADLを獲得できるよう、1日に 2
～ 3 回の個別リハビリテーションや週 1回の音楽療法を実施しています。リハビリテー
ション内容や方針については、当科スタッフに加え、埼玉医科大学グループ 3病院の医師の協力も頂き、専
任の神経内科・整形外科医師、看護師、社会福祉士などチームで作成しております。今後は当センター全体
のリハビリテーションの拡充に向けてスタッフの増員及び質の向上を目指して参ります。

丸木記念福祉メディカルセンター

認知症疾患医療センター

丸木記念福祉メディカルセンター

回復期リハビリテーション病棟の紹介

お問い合わせ先　TEL 049-276-1486
　認知症疾患医療センターは、平成 22 年度より埼玉県の指定を受け業務を行っています。認知症に関する相談
業務は、くらしワンストップMORO HAPPINESS 館内にオープンした認知症相談センターで実施しています。
　□ 認知症の専門医による診断を受けたい
　□ 家族が受診を拒否している
　□ 運転免許の更新時に認知症のおそれありと判定されたので診断書を書いてほしい
　□ 認知症の制度やサービスが知りたい　など
認知症に関する全ての相談を受け付けています。
　また、地域連携業務として、研修会や講座の開催を積極的に実施しています。地域住民の方々に向けた出
前講座等の相談にも応需いたしますのでぜひご相談ください。
　当センターでは埼玉県からの要請を受け、認知症サポーター養成講座を定期開催しております。

・病棟数　110 床
・施設基準　入院料 2
・365 日リハ体制

医師：4名 理学療法士：28 名 言語聴覚士：5名
看護師：43 名 作業療法士：9名 音楽療法士：1名
ケアワーカー（介護職員）：17 名

施設紹介（2017年度） スタッフ紹介（2017年度）

リハビリテーション科部長
丸木 秀行
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お　知　ら　せ
ホームページがリニューアル

丸木記念福祉メディカルセンター

くらしワンストップM
も ろ

ORO H
ハ ピ ネ ス

APPINESS館

　本年4月より、丸木記念福祉メディカルセンターのホームページをリニューアルしました。より使いやすく、
よりわかりやすいホームページとなるように、ページ構成やデザインを全面的に見直しました。また、今回
のリニューアルでは、パソコンの他にスマートフォンやタブレットからアクセスした際にも、より使いやす
く快適にご利用いただけるホームページに変更しております。
　なお、社会福祉法人埼玉医療福祉会のホームページを独立し、新規に作成しております。よろしければ、
以下のURLからアクセスしてみてください。

今後とも、より利便性の高いホームページを目指しますので、どうぞよろしくお願い申し上げます。

〒 350-0495　埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷 38
　医務課（受付・会計） 049-276-1496（代表）
　医療福祉相談室 049-276-1439
　介護老人保健施設薫風園 049-276-1945
　ケアハウス薫風園 049-276-2013
　ナーシングヴィラ本郷 049-276-1077
　障害者自立支援施設やすらぎ 049-276-1546
　デイケアセンターのぞみ 049-276-1500
　地域活動支援センターのぞみ 049-276-2088
　グループホームいこい 049-295-1771
　老人福祉センター山根荘 049-294-5545

〒 350-0451　埼玉県入間郡毛呂山町毛呂本郷 1006
　1階 総合受付 049-276-1700（代表）
　2階 HAPPINESS館クリニック 049-276-1832

丸木記念福祉メディカルセンターニュース No.2
平成 30年 4月 10月発行　発行：社会福祉法人 埼玉医療福祉会　印刷：ヨーコー印刷株式会社

http://www.saitama-mwa.or.jp/

ケアワーカー（介護職員）募集中
●介護の資格を持っていないで取得を目指したい方
●家事や子育てと両立して働きたい主婦の方　　　　　　大歓迎
●定年退職された方

多様な施設（医療系・福祉系）で働けます。 病院見学・施設見学随時実施しています。
和気あいあいとした楽しい職場です。 ご気軽にお電話下さい、お待ちしております。
実務経験・資格がなくても安心して働けます。 TEL　049-276-2087　担当　酒井

職員募集のご案内
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第二病棟 ナーシングヴィラ本郷
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看護専門学校

第一
病棟

丸木記念福祉
メディカルセンター

薫 風 園

くらしワンストップ
MORO HAPPINESS館


