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医療の主人公は
患者、生活者の皆様です。
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この想いを込め、1981 年に吉田病院を開設したのが慶友会の原点です。

人の生涯にわたる健康管理を実践するためには単に病気を治すだけではなく、病気に

ならない環境づくり、高齢者のケアが切れ目なく提供できなくてはいけないと思います。

私たちは、保健・医療・福祉を “統合医療 (Integrative Medicine)” として、これを実現

したいと考えています。また健康と言ってもそのあり方は画一的ではなく、遺伝子などの

先天的特性、食生活や運動などの生活習慣、地域性や文化など様々な要因があります。

一人ひとりにあったテーラーメイドの健康を創造し、生涯にわたって統合医療を提供して

ゆく．．これが慶友会の考える生涯を通じた健康管理の姿です。

“一生を通じた健康管理がしたい”

医療法人社団慶友会 理事長
社会福祉法人慶友会 理事長

吉田 良子

01 ごあいさつ
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吉田病院スタッフは「心ある医療」をモットーとして、みなさまにやさしく接し、分かりや

すい説明と同意に基づいた医療を進めてまいります。

「心ある医療」を実践できる心に余裕のあるスタッフの育成のため、病院で働く職員が働き

やすい働きがいのある明るい病院になるよう、整備していきます。

健康診断や人間ドックによる疾病の早期発見、健康サポート室による精査の相談や栄養指導、

各診療科による正確な診断と治療を行ないます。当院で治療できない手術が必要な場合は、

旭川医大、旭川赤十字病院、市立旭川病院、旭川厚生病院などの連携病院にすみやかに紹介

します。リハビリが必要な場合は、通常のリハビリの他、旭川医大の協力を得てボツリヌス

療法など先進的治療を行います。緩和医療が必要になったら緩和病棟が対応します。介護が

必要になった、在宅医療あるいはさくら館、養生の杜カムイ、仁慈苑、グループホームアテナ、

κ館などの関連施設で対応します。

慶友会グループ・吉田病院は市民の健康創造を責任を持って支援してまいります。

成長し続ける慶友会グループ・吉田病院
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greeting

医療法人社団慶友会
吉田病院 病院長

馬場 勝義



基本方針
わたくしたちは、
・みなさまにわかりやすい説明と必要な情報を提供し、同意に基づく医療を進めます

・みなさまの人格、プライバシーを尊重します

・みなさまにまごころをこめて、親切に接します

・みなさまに必要な医療を、地域と連携して提供します

・みなさまにより良い医療を提供できるよう、自らを磨きます

・みなさまの健康増進のために、全力を尽くします

医療の主人公は患者、生活者の皆様です。

病院の理念

02 病院理念
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患者さんの権利と責務
良質な医療を公平に受ける権利
患者さんは、社会的地位、疾病の種類、国籍、宗教な

どにより差別されることなく、適切な医学水準に基づ

いた医療を受ける権利を持っています。

自己決定権
十分な説明と情報提供を受けたうえで、治療方法など

を自らの意思で選択する権利があります。

その際、別の医師の意見（セカンド・オピニオン）を

お聞きになりたいという希望を尊重します。

秘密保持の権利
診療の過程で得られた個人情報の秘密が守られ、病院

内での私的な生活を可能な限り他人にさらされず、乱

されない権利があります。

自身の健康に関する情報を知らせる責務
良質な医療を実現するために、医師をはじめとする医

療提供者に対し、患者さん自身の健康に関する情報、

家族歴、既往歴、アレルギーの有無などをできるだけ

正確に伝えてくださるようお願いします。

十分な説明と情報を受ける権利と質問する責務
患者さんとの密接なコミュニケーションを通して、病

気、検査、治療、見通しなどについて、理解しやすい

言葉や方法で、納得できるまで十分な説明と情報を受

ける権利があります。

患者さんは、説明を受けてもよく理解できなかったこ

とについて、十分理解し納得できるまで質問してくだ

さいますようお願いします。

自分の診療記録の開示を求める権利
情報開示により患者さんの生命あるいは健康に重大な

害を与えると信ずるに足る十分な理由がある場合を除

いて、患者さんは自分の診療録に記載された自分自身

に関する情報を開示され、自己の健康状態について十

分な情報を得る権利を有します。

臨床試験に参加する権利または拒否する権利
新薬の臨床試験（治験）などの研究途上にある医療に

関し、目的や危険性などについて十分な情報提供を受

けたうえで、その医療を受けるかどうかを決める権利

と、何らの不利益を受けることなくいつでもその医療

を拒否する権利があります。

治験は、「医薬品の臨床試験の実施に関する基準

（GCP）」に基づいて行われます。

病院における制約事項を守る責務
すべての患者さんが適切な医療を受けられるようにす

るため、他の患者さんの治療に支障を与えるような行

為が制限されることがあります。たとえば、病院内に

おける喫煙や飲酒の禁止などの制約事項を守る責務が

あります。
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03 フロア案内

2階病棟　201～207
second floor hospital ward

放射線検査室（一般撮影・CT・MRI 他）
radiation laboratory

リハビリテーション（理学・作業・言語聴覚療法室）
rehabilitation

生理検査室（心電図・エコー 他）
physiological laboratory

人工腎臓センター
artificial kidney center tea lounge chopin

7F

6F 6階病棟　600～620
6th floor hospital ward

5F 緩和ケア病棟　501～508
Palliative care ward

5階病棟　511～518
5th floor hospital ward

4F 4階病棟　400～420
4th floor hospital ward

3F

3階病棟　303～311
3rd floor hospital ward

人間ドック
human dog

人工腎臓センター 
artificial kidney center

2F

1F

7階病棟　701～721
7th floor hospital ward

1階病棟　101～115
first floor hospital ward

総合案内
information Center

外来診察室・待合室
outpatient・waiting room

糖尿病・生活習慣病センター
expert clinic

受付
receptionist

会計
accounting

医事課
medical division

医療相談室
medical consultation room

採血室・点滴室・処置室
blood collection ・ drip ・ treatment

肝臓病センター
liver disease center

内視鏡センター
endoscope

化学療法・治療センター
chemotherapy · Treatment Center

歯科
dentistry

売店
shop

安心な外来スペース

ティーラウンジショパン

売店

内視鏡センター

待合室

人工腎臓センター

再来受付機

外来スペース

外来は、スムーズに受付を行える
ようにする為再来受付機を設けて
おります。
再来受付機に診察券を入れ、画面
に従って受診したい診療科・医師
を選択してください。
（診療科は複数選択いただけます）
診察前検査の予約がある場合は、
検査名が受付票に記載されます。
診察券と受付票が機械から出てま
いります。
受付が終わりましたら近くの案内
係にお声がけいただくか、受付票
に記載された案内に従いお進みく
ださい。
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ショパン

医療連携室
ｍedical liaison office



内科 / 消化器内科 / 呼吸器内科 / 
循環器内科 / 腎臓内科 / 
内分泌内科 / 緩和ケア内科 / 
外科 / 整形外科 / 泌尿器科 /
放射線科 / リハビリテーション科 / 
歯科・歯科口腔外科

漢方外来 / 甲状腺外来 / 乳腺外来
ラベンダー ( 更年期 ) 外来 
臨床遺伝外来 / 健康増進・スポーツ外来
禁煙外来

診療科

専門外来

04 外来（診療体制）
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緩和ケア病棟では、つらい症状をできるだけ緩和・軽減し、
少しでも楽に生活ができるように支援しており、自宅での生
活に困難さを感じている方が 入院されています。緩和ケア
センターでは、患者様・ご家族様が望む状態に近づけるよう、
多職種でカンファレンスを行い、チーム医療に取り組んでい
ます。患者様がどのようなことを望んでいるのか、ご家族様
はどのような気持ちを抱いているのか、心配に思っているこ
とは何かなどに焦点をあて、患者様・ご家族様との関わりを
大切にしています。患者様・ご家族様と誠実に向き合う姿勢
を心がけ、スタッフ全員で支援いたします。

慶友会吉田病院は人間ドック学会認定の指導施設であり、ま
た、巡回健診を全道展開していることから、当センターでは
人間ドックや健康診断の二次検査としての上部・下部消化管
内視鏡検査を主体として行っています。
自覚症状のない健診目的の受診者さんが多いため、できるだ
け苦痛少なく検査が終了するようにスタッフ全員で心がける
ようにしています。
内視鏡検査は５名の内視鏡医が担当し、うち内視鏡学会専門
医２名、指導医２名です。細径内視鏡による経鼻内視鏡検査
または経口内視鏡検査、通常内視鏡による経口内視鏡検査、
また希望により静脈麻酔の併用による内視鏡検査も実施して
います。

日々進歩している透析技術の恩恵とは裏腹に、近年の診療報
酬改定や自治体からの補助削減など、社会資源減少の余波に
より、患者様の身体面のみならず社会的・生活面にも支障を
きたされている方が少なくないと思われます。当院では医療
設備・技術は最高水準のものをご提供いたしますとともに、
透析に関わる治療以外の部分（通院、食事、アメニティなど）
でも少しでも患者様のご負担を軽減し、社会復帰への助力に
なれるような施設作りをしていきたいと考えております。

当院では自宅診療の方々への訪問診療、Kei クリニック、訪
問歯科を提供し、患者様の体調管理や日常生活動作の維持・
向上をサポートしています。通院が困難な方や最後までご自
宅で過ごしたいという方など様々な在宅医療のニーズに対応
いたします。

肝臓病センター
吉田病院では、肝臓病の治療を専門的に行う肝臓病センター
が併設されています。
慢性肝炎、肝硬変及び肝がん等、難病性の疾患に最新機器を
用いた早期診断を心がけており、地域の消化器外科や放射線
科をはじめ広く他科とも連携をとって治療を行っています。

糖尿病・生活習慣病センター
生活習慣病の発症と密接な関係がある内臓脂肪型肥満の診断
（腹部 CT スキャン）や頸動脈エコーによる動脈硬化の検査
等、糖尿病の全身管理に努めています。また管理栄養士の栄
養相談、糖尿病療養指導士による血糖の自己測定指導を行っ
ています。

緩和ケアセンター

ニーズに
対応できる
充実の医療環境

Highly medical  technology

人工腎臓センター 在宅医療福祉センター (Keiクリニック)

内視鏡センター
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05 入院
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一般病棟

内科の急性期疾患の治療、回復を目的とし
た病棟です。症状が少し安定してくる時期
までの患者様を受け入れております。

障がい者施設等一般病棟

パーキンソン病や筋萎縮性側索硬化症など
の神経難病の患者様、脳卒中など寝たきり
で意識障害のある患者様の治療・看護・リ
ハビリを行う病棟です。

地域包括ケア病棟

急性期治療を終えて在宅療養へ向かう患者
様を受け入れ、診療・看護・リハビリを提
供しながら在宅復帰を目指すための病棟で
す。

身体的・精神的・スピリチュアルな苦痛な
どをやわらげ、 患者様とご家族様が大切な時
間をできるだけ快適に過ごしていただける
ように、スタッフがお手伝いする病棟です。

病棟紹介

緩和ケア病棟

05
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平日 8：30 ～ 17：00、土曜 8：30 ～ 12：30（日曜・祝日は休み）にて医療相談課にて医療ソーシャル
ワーカ ーが、ゆっくりと皆様のお話を伺い、その中から解決の糸口を見つけていきます。
必要に応じて様々なサービスのご紹介、各種制度の説明、退院後の生活に向けての準備のお手伝いをいた
します。

医療相談窓口

1 階売店 2 階ティーラウンジ ショパン

＜営業時間＞平　日 /8:30 ～ 16:00
　　　　　　土　曜 /９:00 ～ 13:00

＜営業時間＞平　日 /10:00 ～ 16:00
　　　　　　土　曜 /10:00 ～ 13:00

吉田病院には、
日用雑貨や食料品を
備えた売店と患者様や
ご家族様がご利用頂ける
ティーラウンジがあります。
お気軽にお立ち寄り

ください。

入院中のお食事

入院中のリハビリテーション

Yoshida Hospital 12

連絡先：0166-25-9661（直通） 

食事も治療の一環です。透析・糖尿病・腎臓・肝臓・
消化器等、病態に合わせた食事を提供しています。
近年は、摂食嚥下のレベルに合わせた安全な食事にも
対応しています。昼食は、ホテルで腕を磨いた洋食専
門のシェフが調理を行います。手作りのビーフシチュ
ーやグラタンをお楽しみ下さい。また、誕生日は『お
祝い膳』で祝福させて頂いております。

様々な疾患によりリハビリテーションを必要とする
患者様に対して理学療法、作業療法士、言語聴覚士
を配置し、患者様の目標を向けて院内の他職種と連
携して取り組んでいます。当院の特色としては、心
不全患者様に対する心臓リハビリテーション、高次
脳機能障害に対する検査、摂食嚥下リハビリテー
ション、がんリハビリテーションを積極的に行って
おります。

当院は、館内禁煙とさせていただいております。
喫煙者ご自身の健康のためにも、受動喫煙の害を防ぐためにも、皆様のご理解とご協力を賜わりますようお願い致します。



06 在宅医療

Kei クリニック

訪問診療（在宅医療）とは、お一人で通院が困難な患者様の
もとに医師が定期的に診療にお伺いし、計画的に治療・看護・
健康管理等を行うものです。
訪問診療の目的は病気の治療だけではありません。転倒や寝
たきりの予防、肺炎や褥瘡（床ずれ）などの予防、 栄養状態
の管理など、予測されるリスクを回避し入院が必要な状態を
未然に防ぐことも重要な役割です。緊急時には外来と連携を
とりスムーズな検査・各種予防接種も訪問診療で行います。

訪問診療をつうじて
　　地域の医療と健康に貢献します。

病気等で通院できなくなった時に、お住まい等にうかがい診察・治療を行う事を在宅医療と言います。
在宅医療では、医師をはじめ、歯科医師、看護師、薬剤師、栄養士、理学療法士、ケアマネジャー、ホー
ムヘルパー等、多くのスタッフが連携して患者様のお住まいへ訪問し、治療やケア等の医療・介護活動
を提供します。

在宅医療とは

13 Yoshida Hospital

05
在
宅
医
療

Home care

訪問歯科

入れ歯が合わなくなってきた、口の中が気になるけど自分で
上手に歯磨きができない、でも歯医者さんには通えない。
そのような事でお困りの方、歯科医師、歯科衛生士がご自宅
や施設にお伺いして診察します。まずはお気軽にご相談下さ
い！！

【利用対象者・診療内容】
　・在宅等で療養を行っており、疾病傷病（歩行困難）の為、
　  通院が困難な方。
　・義歯の作成や調整、ブラッシング等の口腔ケア

お口の中でお困りの方、
　　私たちがお伺いします。

Yoshida Hospital 14

まずはご相談下さい！！

当病院では、多くの専門職がチーム一丸となって患者様やそのご家族様の生活を支え、ご家
族様の負担を軽減し、自宅で過ごすことを可能とする体制があります。
人は老い、いつか死を迎えます。在宅医療を受けながらできる限り最期まで住み慣れた自宅
で過ごすことは、ご家族様の絆を深め、子や孫たちにとっても老いや死に寄り添う機会とな
るでしょう。
ご不明点があればお気軽にご相談ください。

Kei クリニック連絡先：0166-25-0115

吉田病院居宅介護支援事業所
訪問診療をつうじて
　　地域の医療と健康に貢献します。

居宅介護支援事業所とは、介護支援専門員 ( ケアマネ－
ジャー ) がいる事業所です。 介護保険サービスを受ける為に
必要な「要介護認定」の申請代行や居宅サービス計画書（ケ
アプラン）の作成、介護保険サービスの相談を行う窓口です。
介護支援専門員（ケアマネジャー）が本人・家族の心身の状
況や生活環境、希望等に沿って、居宅サービス計画（ケアプ
ラン）を作成し、ケアプランにもとづいて介護保険サービス
などを提供する事業所との連絡・調整などを行い、介護保険
サービスが利用できるように支援を行います。

吉田病院歯科直通：0166-25-9660

吉田病院居宅介護支援事業所：0166-25-8234



健康を維持増進し病気を予防するには、人間
ドックを受け自分の健康状態を正確につかむ
事から始まります。しかし、受診するだけで
はなく検査結果を正しく理解したうえで、生
活習慣改善など日常生活の見直しを図り、必
要な場合は適切な二次精密検査や治療を受け
るといったアフターケアこそが大切であり、
人間ドックを受診した大きなメリットになる
と私たちは考えております。疾病の早期発見
のみならず、病気にならないための環境作り、
さらには健康増進に資する情報発信を通し
て、皆さまの健康づくりのお役に立てるよう
努力してまいります。

人間ドック
プライバシーに配慮した
快適な空間

07 予防医療

15 Yoshida Hospital

06
予
防
医
療

Preventive medical treatment

” いのちの安心” を地域の生活者に届けるた
めに、もっとも大切なのは人々が自身の健
康状態を正しく知り、病気を予防していく
ことです。
そのために「健康診断」や「人間ドック」
を安心への入り口として体に関するさまざ
まなご相談に対応致します。
健診部では検診車による巡回健診や吉田病
院での来院型健康診断などを行います。
また、健康サポート室では健診結果の管理
や保険指導などの事後相談を行います。

健康診断
安心の生活と
家族の為の早期発見・早期治療

Yoshida Hospital 16



老人介護保健施設 さくら館
アットホームな環境と
総合ケアで在宅復帰と在宅生活を支援

要介護者の入所から要支援者の通所リハビリ
テーションまで幅広く対応する施設です。生活
リハビリテーションを中心とした医療・介護サー
ビスを提供することにより、快適な療養と 1 日
も早い在宅復帰を支援しています。
あわせて在宅生活の継続ができるよう、通所・
訪問両面で多様なリハビリテーションを実施し
ます。そのため、医師や看護師、介護職、管理
栄養士ならびにリハビリテーションを行う専門
のスタッフを配置し、多職種が連携して支援い
たしています。

08 関連施設
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グループホーム　K館

特別養護老人ホーム　仁慈苑

デイサービスセンター　ほたる

特別養護老人ホーム　養生の杜カムイ

デイサービスセンター　透空

グループホームアテナ

社会福祉法人 慶友会
吉田病院との連携で
健康管理も万全自然に恵まれた地で四季に親しむ

社会福祉法人慶友会のテーマは「人間と自然」です。大雪山の
山並みを一望できる自然に恵まれた地で、四季折々の変化に触
れながら家庭的な環境で生活することができます。
管理栄養士のもと、季節の食材と栄養バランスに配慮した手作
りの食事を提供しているほか、吉田病院との連携により健康管
理も徹底。緊急時も迅速かつ的確な対応で、ご利用者様、ご家
族様にもご安心いただけます。
また、グループホームでは季節行事など地域との関りを積極的
に作り、人と人とのふれあいを大切にする一方、一人ひとりの
個性とプライバシーを尊重し、安心のサービスを心掛けていま
す。

07
Related facility

関
連
施
設
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アクセスマップ アクセス方法

旭川空港から 30分

旭川駅より 5分

車をご利用の場合

旭川電気軌道　停留所：4条西 4丁目

　[2] 曙 1条 5丁目 - 東光〔4条経由〕

　[3] 近文線〔1条 8丁目→旭岡 3丁目〕

 [33] 東光・近文線

 [35] 緑町・末広線

道北バス　停留所：4条西 4丁目

 [31] 運転免許試験場線

バスをご利用の場合

〒070-0054

旭川市 4条西 4丁目 1-2

TEL.0166-25-1115　FAX.0166-25-4650

日本医療機能評価機構により「病院機能評価認定」を認定されています。

病院機能評価とは、病院を日本医療機能評価機構が第三者的な立場で書面及び訪問審査を行い、一定の基準
に達した病院にのみ認定証を交付するものです。当院は、2002 年に初回審査を受けて認定され、以後認定
更新をされております。
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◆漢方外来
◆甲状腺外来
◆乳腺外来
◆ラベンダー（更年期）外来
◆臨床遺伝外来
◆健康増進・スポーツ外来
◆禁煙外来

センター専門外来
◆肝臓病センター
◆糖尿病・生活習慣病センター
◆人工腎臓センター
◆在宅医療福祉センター
◆緩和ケアセンター
◆内視鏡センター

診療時間・休診日
平日　8：00～12：00　13：00～17：00
土曜　8：00～12：30
休診日　日曜・祝日・お盆・年末年始

診療科目（吉田病院）

沿革

◆内科
◆循環器内科
◆緩和ケア内科
◆泌尿器科
◆リハビリテーション科

◆消化器内科
◆腎臓内科
◆外科
◆歯科・歯科口腔外科
◆呼吸器内科

◆内分泌内科
◆整形外科
◆放射線科

09 病院概要
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2007年   
　　　　
　　　　
2008年   
　　　　  
              
2009年   
　　　　
　　　　　　
　　　　
　　　　　　　
2010年　
　　　　　　 
2011年 
　　　　　　
2012年   
　　　　　　
2013年   
　　　　  
　　　　  
　　　　
2015年 
　　　　　　
2016年 
2017年 
2017年 
2017年

12月
  4月 
  5月
  8月
12月
11月
  8月
12月
  1月
  8月
  6月　
  8月
12月
11月
  4月

  7月
10月
  4月

  6月
  8月
12月
  2月

  7月
12月
  3月
12月

11月
  1月
  4月
  8月

  9月
12月
  1月

  2月
  3月
  7月
  1月
  5月
  　　　　　　
  6月 
  7月
　　　　　　 
  8月 
10月
　
12月　　  
  2月
  5月
12月
  2月
  4月
  5月
  4月
11月
　　　
12月
　　　　　　
  8月
　　　　　　 
12月
　　　　　　　
  7月
　　　　　　
  2月
  4月
  9月
11月
  3月
　　　
  8月
  8月
  8月

吉田病院(31床)開設 病院長:吉田 威
健康診断開始
健診車導入
吉田病院Ｂ病棟新築(総病床数108床)
吉田病院Ｂ病棟増築(総病床数250床)
医療法人化(医療法人社団慶友会) 理事長:吉田 威
吉田病院 現在地へ新築移転
老人保健施設 さくら館開設(86床)
訪問看護ステーション カムイ開設
吉田病院管理棟増築
インターネットホームページ開設　
社会福祉法人慶友会設立 理事長:吉田 威
訪問看護ステーション カムイⅡ 開設
肝臓病センター開設
特別養護老人ホーム 養生の杜カムイ開設(50床+ショート10床)
在宅介護支援センター ほたる開設
デイサービスセンター ほたる開設
ヘルパーステーション ほたる開設
訪問看護ステーションカムイⅢ 開設
吉田病院 療養型病床群設置による増床(総病床数263床)
在宅介護支援センター みらい開設
ヘルパーステーション みらい開設
ISO9001認証取得(医療法人) ※2013年3月 認証登録返上
介護サービスセンター 源氏開設
日本消化器内視鏡学会指導施設認定(吉田病院)
「エルダーハウス ハッピーヴィラしんまち」開設（9床）
ヘルパーステーション しんまち開設
ISO14001認証取得(医療法人) ※2011年3月 認証登録返上
吉田病院 療養56病床を介護保険適用に
吉田病院 一般18病床を療養病床に(医療保険適用)
グループホーム κ館開設（18床）
｢ハッピーヴィラしんまち｣をグループホームに変換
(財)日本医療機能評価機構 病院機能評価認定(Ver.3 複合B)
日本消化器病学会認定施設(吉田病院)
日本肝臓学会認定施設(吉田病院)
(株)日本格付研究所(JCR)による格付け『BB』
  (方向性はポジティブ)取得(医療法人)
日本糖尿病学会認定教育施設(吉田病院)
吉田病院透析棟増築 人工腎臓センター開設
日本人間ドック学会 人間ドック・健診施設機能評価認定

特別養護老人ホーム「養生の杜カムイ」増築 20床増床
糖尿病・生活習慣病センター開設
グループホーム「アテナ」開設（18床）
日本肥満学会認定肥満症専門病院
プライバシーマーク付与認定(医療法人) ※2012年5月 認定返上
ISMS認証取得(医療法人) ※2011年3月 認証登録返上
労働衛生サービス機能評価認定(健康診断部門)
吉田病院 療養病床を31床に減少(全て介護保険適用病床)
一般病床を232床へ増床
ISO15189認定(吉田病院臨床検査課)
日本東洋医学会指定研修施設(吉田病院)
ISO9001認証取得(社会福祉法人) ※2014年7月 認証登録返
吉田病院 療養病床を廃止 一般病床を263床へ増床
日本静脈経腸栄養学会NST稼働認定施設(吉田病院)
「次世代育成支援対策推進法」基準適合一般事業主認定(医療法人)
ISO14001認証取得(社会福祉法人) ※2011年7月 認証登録返上
(財)日本医療機能評価機構 病院機能評価認定更新(Ver.5)
日本透析医学会 教育関連施設認定
有限責任中間法人 健康評価施設査定機構認定施設(健康相談センター)
日本人間ドック学会委嘱人間ドック専門医制度研修施設(吉田病院) 
北海道グリーン･ビズ認定制度:｢創意あふれる取組｣部門
　(｢もったいない心｣分野)認定(社会福祉法人)
(株)日本格付研究所(JCR)による格付け『BB+』(ポジティブ)へ格上げ
(医療法人)
第51回日本人間ドック学会学術大会 学術大会長(吉田 威)
学術大会事務局(吉田病院)
(株)日本格付研究所(JCR)による格付け『BBB-』
(安定的)へ格上げ(医療法人)
JHQC(日本版医療MB賞クォリティクラブ)クォリティクラス
Aクラス認証(吉田病院)
(財)日本医療機能評価機構 病院機能評価認定更新(Ver.6)
吉田病院 横田欽一副院長が病院長に就任
社会福祉法人慶友会 吉田良子副理事長が理事長に就任
医療法人社団慶友会 吉田良子副理事長が理事長に就任
特別養護老人ホーム 仁慈苑 開設
デイサービスセンター 透空 開設
緩和ケアセンター　開設
地域包括ケア病棟増床
第15回医学講演会
内視鏡センター開設

関連施設情報
◆医療法人社団慶友会　老人保健施設　さくら館
〒070-0054　旭川市 4条西 4丁目 2-1
お問い合わせ先　TEL：0166-27-0200
お問い合わせ受付時間　平日：8:30 ～ 17:00　土曜：8:30 ～ 12:30
休館日　日曜・祝日・お盆・年末年始

◆社会福祉法人慶友会　特別養護老人ホーム　養生の杜カムイ
〒079-8431　旭川市永山町 5丁目 136番地の 1
お問い合わせ先　TEL：0166-47-7730
お問い合わせ受付時間　平日：8:30 ～ 17:00　土曜：8:30 ～ 12:30
休館日　日曜・お盆・年末年始

◆社会福祉法人慶友会　特別養護老人ホーム　仁慈苑
〒070-8003　旭川市神楽 3条 12丁目 1-8
お問い合わせ先　TEL：0166-63-8700
お問い合わせ受付時間　平日：8:30 ～ 17:00　土曜：8:30 ～ 12:30
休館日　日曜・お盆・年末年始

◆社会福祉法人慶友会　グループホーム　K館
〒079-8431　旭川市永山町 5丁目 136番地の 1
お問い合わせ先　TEL：0166-40-3380
お問い合わせ受付時間　平日：8:30 ～ 17:00　土曜：8:30 ～ 12:30
休館日　日曜・お盆・年末年始

◆社会福祉法人慶友会　グループホーム　アテナ
〒079-8431　旭川市永山町 5丁目 136番地の 1
お問い合わせ先　TEL：0166-46-5565
お問い合わせ受付時間　平日：8:30 ～ 17:00　土曜：8:30 ～ 12:30
休館日　日曜・お盆・年末年始

◆社会福祉法人慶友会　デイサービスセンター　ほたる
〒079-8431　旭川市永山町 5丁目 136番地の 1
お問い合わせ先　TEL：0166-47-7772
お問い合わせ受付時間　平日：8:30 ～ 17:00　土曜：8:30 ～ 12:30
休館日　日曜・お盆・年末年始

◆社会福祉法人慶友会　デイサービスセンター　透空
〒070-8003　旭川市神楽 3条 12丁目 1-8
お問い合わせ先　TEL：0166-63-8700
お問い合わせ受付時間　平日：8:30 ～ 17:00　土曜：8:30 ～ 12:30
休館日　日曜・お盆・年末年始

2019年  4 月　 吉田病院 馬場勝義副院長が病院長に就任
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