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医療の主人公は患者様、生活者の皆様です。 

わたくしたちは、 

一． 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。 

一． みなさまの人格、プライバシーを尊重します。 

一． みなさまにまごころをこめて、親切に接します。 

一． みなさまに必要な医療を地域と連携して提供します。 

一． 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。 

 本年３月１日､慶友会グループとしては８番目

の建物となる「特別養護老人ホーム 仁慈苑」を

オープンいたしました。一昨年９月の着工から約

１年半､岡田設計､荒井新谷共同企業体様のお力

で､とても素晴らしい建物を完成いただいたこ

と､そして地域の皆様にご理解ご協力をいただき

ましたことに､心より感謝申し上げます。 

 仁慈苑という名前は前理事長の吉田威が命名

したもので､人を思いやり慈しむ心を大切に､ま

た築かれてきた歴史を次の世代に継承していき

たい､との思いがこの施設名に込められていま

す。今から１０年前､「養生の杜カムイ」を増床

した際､その竣工式の挨拶で前理事長がこのよう

な話をされていました。高齢になっても､健康で

明るく元気に生活したいという万人の願い､そし

て家族や社会の願いを支援することこそ､私ども

慶友会の理念であり､使命であります。

保健・医療・福祉のシームレスな「統合医療」を

提供するグループの特徴を生かし､人がその人ら

しく生きるための土台となる「健康づくり」を通

して､社会貢献していきたい､と。

 そのような前理事長の思いを受け継ぎ､慶友会

はスタッフ一丸となってこの仁慈苑を盛り立て､

高齢化社会に向けた一つの方向性を提案していき

たいと考えております。また地域の皆様にとって

も､ここが安らぎの空間であり､「郷愁の念」をも

ってお過ごしいただけるよう努力を重ねてまいり

ます。

 本落成にあたり､ご協力・ご支援を賜りました皆

様に対し､心から御礼申し上げますとともに､今後

ともご指導賜りますようよろしくお願い申し上げ

ます。

理事長 吉田 良子 



2 広報誌 すこやか    2015/4/27

 皆様初めまして。本年２月末より泌尿器科を新設して戴き、 

赴任して参りました佐藤英次と申します。泌尿器科とは一体どういう科なのか、ご存じな 

方は少ないと思います。泌尿器科は女性やお子さんなどあらゆる年齢･性別を問わず、 

おしっこの悩みに関する相談や、病気の診断･治療を行っています。 

排尿に関するお悩みがあれば、お気軽にご相談ください。よろしくお願い致します。 

仁慈苑 

 特別養護老人ホーム仁慈苑は、慶友会グループの医療・保健・

福祉のネットワークを生かして、一体的な福祉サービスを提供

し「心ある福祉」を実現してまいります。

 人を想い慈しむ気持ちを大切にし、長年にわたり社会に尽く

された皆様への感謝とその歴史を次の世代に継承できる施設で

ありたいと考えております。

 また、これまでの人生を尊び、郷愁の念を持てる環境の中で、

慶友会グループで築き上げてきた経験を共有して、安心感のあ

るサービスの提供を目指します。

 あわせて、地域に根ざした施設づくりのため、地域住民の文

化活動や非常災害時の一時避難先として施設を開放し、地域に

とって無くてはならない存在となるよう努力していきます。

〒070-8003 
旭川市神楽 3 条 12 丁目 1-8 

TEL:(0166)63-8700
FAX:(0166)63-8701 

入所希望者と職員を随時募集しております。 
詳細は仁慈苑ホームページをご覧ください。 

泌尿器科 担当医 佐藤 英次 
新任のご挨拶 

・尿の回数が多い（頻尿）

・夜中にトイレに起きる

・尿の出が悪い

・尿をして痛む（排尿痛）

・尿の我慢がきかない

・尿に血が混じる など 
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▲新しい診察券

▲再来受付機

当院の受診が 2回目以降の方は再来受付機をお使いになれます。 
初診の方は受付にて新しい診察券を受け取り、次回以降よりご利用ください。 
また、これまで当院に通ったことのある方は、新しい診察券と交換いたしますので、 
受付へ直接おいでください。 

再来受付機に診察券を入れます 

ご希望の診療科を選択します 

ご希望の医師を選択します 

（指定なしも可能です） 

ご予約内容が表示されます 

確認ボタンを押してください 

ご予約の方 ご予約でない方 

受付にて受診票をお渡しします 

 
 

吉田病院では 2015 年 5 月 7 日より、再来受付機と電子カルテが導入されます。 
待ち時間の短縮や、病歴管理、血液検査と画像検査の一括管理、各種医療文書管理機能

などの情報共有を通した医療の質の向上が期待されます。将来的には各医療機関との医療

情報共有も可能になります。

 しかしながら、新しい機器の運用が軌道に乗るまでに、多少現場での混乱や時間のかかることがあるかも

しれません。ご理解とご協力をお願い申し上げます。

吉田病院長 横田 欽一 
再来受付機と電子カルテの導入について 

・電子カルテは患者さんの基本情報および診療情報を一元管理できます。
必要な時に必要な情報を瞬時に参照でき、個々の患者さんに適した診療が提供できま

あす。 

・検査データや画像が手軽に見やすくなり、例として検査値の増減をグラフでｌわかり
ｌやすく表示できます。患者さんへよりわかりやすく説明することが可能になります。 

・以上を含めほとんどの作業がスムーズに行えるようになるため、
結果として患者さんの待ち時間短縮に大きく貢献できます。

  2015/4/27
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時間 診療科目 月 火 水 木 金 土 

午 

前

一般内科 

横田 欽一 

武田 寛樹 

府川 悦士 

横田 欽一 

村中 茂人 

石黒 俊哉 

馬場 勝義 

横田 欽一 

村中 茂人 

府川 悦士 

横田 欽一 
武田 寛樹 
馬場 勝義 

横田 欽一 

村中 茂人 

武田 寛樹 

(交代制) 
岡田 瑞穂 
武田 寛樹 
馬場 勝義 
府川 悦士 
村中 茂人 
渡部 和重 

川原 敏靖 
(旭医大) 

呼吸器内科 
山本 泰司 

(旭医大) 
大崎 能伸 
(旭医大教授) 

佐々木 高明 
(旭医大) 

奥村 俊介 
(旭医大) 

吉田 遼平 
(旭医大) 

消化器内科 横田 欽一 
横田 欽一 
馬場 勝義 
村中 茂人 

横田 欽一 
村中 茂人 

横田 欽一 
馬場 勝義 

横田 欽一 
村中 茂人 

循環器内科 武田 寛樹 
佐藤 伸之 
旭医大准教授 

武田 寛樹 武田 寛樹 

肝臓病 
●古川 博之教授

岡田 充巧
(旭医大) 

松野 直徒 
(旭医大) 

泌尿器科 佐藤 英次 佐藤 英次 佐藤 英次 

整形外科 井上 謙一 
★西田 光宏

(慶応大)
井上 謙一 井上 謙一 井上 謙一 

内視鏡 
林 文哲 

村中 茂人 
林 文哲 林 文哲 

林 文哲 
峯松 秀樹 

林 文哲 
(交代制) 

横田 欽一 
峯松 秀樹 

糖尿病 岩島 保法 岡田 瑞穂 
岩島 保法 
岡田 瑞穂 

岡田 瑞穂 
岩島 保法 
岡田 瑞穂 

内分泌 
膠原病外来 

府川 悦士 府川 悦士 

歯科 小西 文 小西 文 
小西 文 

松田 光平 
小西 文 小西 文 第 2,4,5 土曜のみ

専門外来 
(要予約) 

【漢方外来】 
早崎 知幸 

午 

後

一般内科 
岡田 瑞穂 

横田 崇 
峯松 秀樹 峯松 秀樹 

松野 直徒 
川原 敏靖 
横田 崇 

峯松 秀樹 
府川 悦士 
馬場 勝義 

循環器内科 武田 寛樹 

整形外科 井上 謙一 
★西田 光宏

(慶応大)
井上 謙一 井上 謙一 井上 謙一 

内分泌 
膠原病外来 

府川 悦士 府川 悦士 

歯科 小西 文 小西 文 
小西 文 

松田 光平 
小西 文 小西 文 

専門外来 
(要予約) 

【睡眠外来】 
千葉 茂 

(旭医大教授) 

【漢方外来】 
早崎 知幸 

【乳腺外来】 
●北田 正博
(旭医大准教授)

その他の外来のご案内 
外科  -火曜午前 :浅井 慶子医師(旭医大) 
臨床遺伝-金曜   :蒔田 芳男教授(旭医大) 月2回予約制
眼科  -木曜午前 :旭医大眼科派遣医師 
婦人科 -木曜午前 :旭医大婦人科派遣医師 
甲状腺 -第４土曜 :島袋 嘉修医師(島袋内科医院院長)

診療受付時間 平日 8:00～12:00, 13:00～17:00 
  土曜 8:00～12:30 

※日曜､祝日､年末年始(12/30～1/3)はお休みです。
※医師の都合及び診療科により診察時間が異なることがありますので、受診の際には事前にお問い合わせください。
 

平成 27 年 4 月現在 

〒070-0054 旭川市 4条西 4丁目 1-2 
TEL 0166-25-1115  FAX 0166-25-4650 

●の古川医師･北田医師の診察は月 2回となります。
★の西田医師の診察は 14:30 までとなります。

  2015/4/27


