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基 本 方 針

真心と笑顔で接します
良質で安心な医療・介護を提供します
地域医療、地域包括ケアを推進します
救急医療・回復期医療を充実させます

ニーズに沿った環境を作ります
知識と技術の向上をめざし、自己研鑽に努めます
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病院長のごあいさつ 院長　兜　　正　則

　当院は、平成26年４月１日に独立行政法人地域医療機能推進機構（ＪＣＨＯ：ジェ
イコー）福井勝山総合病院として新たなスタートを切り、今年で２年目を迎えま
した。奥越地域医療を担う唯一の公的総合病院として、住民の方々の多様なニー
ズに応え、急性期医療から回復期リハビリ、在宅医療・介護まで切れ目のないサー
ビスを提供することにより、地域医療・地域包括ケア連携の要として、他の地域
医療機関や行政等と積極的に連携を図りつつ、地域住民の方々が安心して暮らせ
る地域づくりに昨年以上に貢献して参りたいと思います。
　今後とも皆様方の変わらぬご支援とご協力を宜しくお願い申し上げます。

総看護師長のごあいさつ 総看護師長　本　田　康　恵

　病院理念である「地域に根ざし地域から愛される病院」を目指し、予防、急性期・
回復期医療、介護、在宅まで幅広く地域の皆さまのニーズにお応えし、切れ目の
ない安心・安全で質の高い看護・介護の提供に努めております。
　患者様のその人らしい生活実現に向けて思いやりの心を持ち、確かな知識と技
術を備え、根拠に基づいた看護実践ができる看護育成に力を入れております。
　職員がお互いの成長を支え合い、いきいきと働き続けられる環境づくりに取り
組みたいと思います。

副院長のごあいさつ 副院長　北　野　慎　治

　平成26年４月に副院長に就任いたしました北野です。当院は14の診療科と健康
管理センター、附属介護老人保健施設、附属訪問介護ステーション、居宅介護支
援センターを有する総合病院で、ＪＣＨＯ（ジェイコー）の中心であります地域
医療地域包括ケアの要として奥越住民の方々を中心に愛される病院をめざし、兜
院長指揮のもとスタッフ一丸となり今後も努力してまいりますので何卒よろしく
お願い申し上げます。

事務長のごあいさつ 事務長　森　田　和　哉

　事務長の森田です。当院がＪＣＨＯ病院として生まれ変わって１年が経過いた
しました。この間、在宅医療の推進に向けた診療報酬の改定、医療介護総合確保
法の成立など、後期高齢者の方の数がピークを迎える2025年に向け、医療政策そ
のものが地域完結型医療を目指して大きく変化してきました。当院はＪＣＨＯの
使命である、安心して暮らせる地域づくりに少しでも貢献していくため、今年度
からは新たに地域包括ケアの構築に向け、積極的に取り組んでまいります。地域
の皆さま、今後ともよろしくお願い申し上げます。
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独立行政法人
地域医療機能推進機構の概要

１．設立目的
　独立行政法人 地域医療機能推進機構（略称 JCHO〔ジェイコー〕：Japan Community 
Health care Organization）は、病院、介護老人保健施設等の運営を行い、救急医療・
災害時における医療・へき地医療・周産期医療・小児医療、リハビリテーションその他
地域において必要とされる医療機能の確保を図り、もって公衆衛生の向上・増進や住民
福祉の増進に寄与することを目的とする

２．設立時期　平成26年４月１日

３．施　　設
病院：57施設　介護老人保健施設：26施設　地域包括支援センター：10施設　
看護専門学校：7施設　研修センター：１施設

４．職 員 数　約２. ８万人

５．使　　命
⑴　 地域医療、地域包括ケアの要として、超高齢社会における地域住民の多様なニーズ

に応え、地域住民の生活を支えます
⑵　 地域医療の課題の解決・情報発信を通じた全国的な地域医療・介護の向上を図りま

す
⑶　 地域医療・地域包括ケアの要となる人材を育成し、地域住民への情報発信を強化し

ます
⑷　 独立行政法人として、社会的な説明責任を果たしつつ、透明性が高く、財政的に自

立した運営を行います
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医師紹介

内科部長
附属老人保険施設長
小澤　眞二（おざわ　しんじ）
①金沢大学医学部　昭和57年
②日本内科学会認定内科医
　日本アレルギー学会専門医

外科医長
上田　有紀（うえだ　ゆき）
①福井大学医学部　平成20年
②�日本外科学会認定専門医、
日本がん治療認定機構がん
治療認定医
③ダイビング
④�丁寧な診察、検査、治療を
心がけて行っていきたいと
思います。

名誉院長
河北　公孝（かわきた　きみたか）
①金沢大学医学部　昭和48年
②�日本外科学会認定医、日本
外科学会認定専門医、日本
医師会認定産業医
③ゴルフ、スキー
④�健診受診の推進、生活習慣
病の予防、健康寿命の延命
をすすめたい。煙のない社
会をめざす。

副院長
北野　慎治（きたの　しんじ）
①金沢大学医学部　平成4年
②�日本整形外科学会専門医、
日本整形外科学会認定リウ
マチ医、日本整形外科学会
認定スポーツ医
③ゴルフ、映画鑑賞
④�奥越地域の地域医療に貢献
すべく兜院長以下一丸と
なって頑張っております。
また整形外科医として外傷・
慢性疾病に対してできる限
り良質な治療を提供するた
め、日々奮闘しております。

小児科医長
湯浅　光織（ゆあさ　みおり）
①福井大学医学部　平成19年
②日本小児科学会専門医
③音楽、映画鑑賞
④�お子さんの症状の重いとき
はもちろん、軽くて病院に行
こうか迷うときも、心配があ
れば気軽にいらして下さい。

整形外科医員
米澤　宏隆（よねざわ　ひろたか）
①金沢大学医学部　平成25年
③スポーツ、音楽
④�患者さまに優しく分かりや
すい説明、診療に心がけて
おります。

外科主任部長
田口　誠一（たぐち　せいいち）
①福井医科大学医学部　平成5年
②�日本外科学会専門医、日本
消化器病学会消化器病専門
医、日本消化器内視鏡学会
専門医、日本消化器外科学
会専門医、日本消化器外科
消化器がん外科治療認定
医、日本がん治療認定医療
機構がん治療認定医
③読書、バスケットボール
④�勝山に来てもう6年経ちま
した。これからも勝山、大
野のみなさんの健康のため
精一杯診療させていただき
ます。心配な事があればお
気軽に受診して下さい。

外科部長
澤井　利次（さわい　かつじ）
①福井医科大学医学部�平成12年
②�日本外科学会専門医、日本
消化器病学会消化器病専門
医、日本消化器内視鏡学会
専門医、日本消化器外科学
会専門医、日本消化器外科
消化器がん外科治療認定
医、日本がん治療認定医療
機構がん治療認定医
③ジョギング、釣り
④�消化器外科を中心に外科全
般の治療を行っています。
患者様の年齢、日常生活に
応じた治療を心がけたいと
考えています。

呼吸器内科部長
坪坂　誠司（つぼさか　せいじ）
①愛知医科大学医学部　昭和61年
②日本内科学会認定内科医
③旅行

循環器内科部長
江守　裕子（えもり　ゆうこ）
①�福井医科大学　平成3年
②�日本医師会認定産業医・日
本プライマリケア連合学会�
認定医・指導医、介護支援
専門員・人間ドック認定医
③スキー
④�勝山に赴任し長くなり、多く
の患者様と出会い成長でき
ました。これからも全人的な
医療に取り組みたいです。

循環器内科医長
佐藤　岳彦（さとう　たけひこ）
①三重大学医学部　平成13年
②日本内科学会認定内科医
③釣り、ラジコン
④�患者さまに分かりやすくご
説明させていただくよう心
掛けていきたいと思います。

内科医員
馬場　萌加（ばば　もえか）
（平成27年11月より）

内科医員
結城　智仁（ゆうき　ともひと）
①自治医科大学　平成25年
③�テニス、野球観戦、スノー
ボード
④�今年4月より当院でお世話に
なっております。診療時には
専門にこだわらず皆様の幅広
い訴えに対応できるよう心が
けていきたいと思っておりま
すので、よろしくお願いします。

■非常勤医師
【福井大学医学部　循環器内科】
　夛田　浩（ただ　ひろし）教授
　　診療日　毎週　月曜午前

　相木　孝充（あいき　たかよし）
　　診療日　毎週　木曜午前

　汐見　雄一郎（しおみ　ゆういちろう）
　　診療日　毎週　月曜午前

■非常勤医師
【福井大学医学部　小児科】
　診療日　水曜午後

■非常勤医師
【福井大学医学部　産婦人科】
　黒川　哲司（くろかわ　てつじ）准教授
　　診療日　毎週　金曜（AM11:00 ～）

　品川　明子（しながわ　あきこ）
　　診療日　毎週　火曜

　玉村　千代（たまむら　ちよ）
　　診療日　毎週　水曜（AM10：30～）

■非常勤医師（内科　つづき）
【福井大学医学部　内分泌・代謝（糖尿病）】
　此下　忠志（このした　ただし）診療教授
　　診療日　毎週　水曜午前
　銭丸　康夫（ぜにまる　やすお）
　　診療日　毎週　金曜午前
　今川　美智子（いまがわ　みちこ）
　　診療日　毎週　月曜午前
【福井大学医学部　神経内科】
　遠藤　芳徳（えんどう　よしのり）
　　診療日　毎週　月曜午前
【福井大学医学部　呼吸器内科】
　門脇　麻衣子（かどわき　まいこ）
　　診療日　毎週　金曜午前
　島田　昭和（しまだ　あきかず）
　　診療日　毎週　火曜午前
【福井大学医学部　腎臓内科】
　西川　雄大（にしかわ　ゆうだい）
　　診療日　毎週　水曜午前
【福井大学医学部　血液内科】
　大蔵　美幸（おおくら　みゆき）
　　診療日　毎週第1・3・5　金曜午前
【金沢大学　医学部　総合内科[漢方外来]】
　山川　淳一（やまかわ　じゅんいち）准教授
　　診療日　隔週　木曜

内科・
総合内科

外科

整形外科

小児科

産婦人科
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耳鼻咽喉科部長
杉本　千鶴（すぎもと　ちづる）
①福井医科大学　平成3年
②�日本耳鼻咽喉科学会認定耳
鼻咽喉科専門医、補聴器適
合判定医、がん治療認定医、
日本耳鼻咽喉科学会補聴器
相談医

院長
兜　正則（かぶと　まさのり）
①金沢大学医学部　昭和54年
②�日本脳神経外科学会専門
医・指導医、日本リハビリ
テーション医学会認定臨床
医、日本プライマリケア連
合学会�認定医・指導医

画像診断センター長
放射線科診療部長
植松　秀昌（うえまつ　ひでまさ）
①福井医科大学　平成元年
②�日本医学放射線学会放射線
診断専門医、日本核医学会
核医学専門医、検診マンモ
グラフィ読影認定医
③スキー、山歩き
④�CT、MRIを駆使して迅速、
正確な画像診断を心がけて
います。

脳神経外科部長
リハビリセンター長
中島　毅（なかじま　つよし）
①福井医科大学　平成12年
②�日本脳神経外科学会専門
医・指導医、日本プライマ
リケア連合学会�認定医・指
導医
③マラソン、釣り
④�当院に来てから早10年が経
ちます。脳疾患の入院・手
術も随分増加し良好な結果
が出ていると自負していま
す。脳疾患については責任
を持って奥越完結で治療に
あたる事を目指しています。

泌尿器科部長
楠川　直也（くすかわ　なおや）
①福井医科大学　平成11年
②�日本泌尿器科学会専門医、
日本泌尿器科学会認定医
③�筋トレ、剣道（最近は竹刀
を握っていません）
④�おしっこが出にくい、回数
が多いなどの症状があれば
ご相談下さい。

皮膚科部長
髙橋　秀典（たかはし　ひでのり）
①福井医科大学　平成10年
②�日本皮膚科学会皮膚科専門
医、日本性感染症学会�認定
医、インフェクションコン
トロールドクター（ICD)
③散歩

麻酔科部長
小原　洋昭（おはら　ひろあき）
①大阪大学医科部　平成14年
②�麻酔科標榜医、日本麻酔科
学会専門医
③スキー
④�安全で質の高い医療を提供
できるよう、日々努力して
おります。

健康管理センター長
土山　智邦（つちやま　ともくに）
①福井医科大学　昭和61年
②�日本外科学会専門医、日本
消化器外科学会専門医、日
本消化器内視鏡学会指導
医、日本内視鏡外科学会評
議員
③�アウトドア、アクティビティ

名誉院長
野田　暉夫（のだ　てるお）
①金沢大学医学部　昭和26年
②日本医師会認定産業医

■非常勤医師
【金沢医科大学　眼科】
　久保　江理（くぼ　えり）教授
　　診療日　金曜（第２除く）　午前
　柴田　伸亮（しばた　しんすけ）
　　診療日　毎週　月曜午前
　　　　　　金曜（第２）午前
　有本　淳（ありもと　あつし）
　　診療日　毎週　水曜午前

■非常勤医師
【福井大学医学部　耳鼻咽喉科】
　成田　憲彦（なりた　のりひこ）
　　診療日　毎週　水曜午前
　伊藤　有未（いとう　ゆみ）
　　診療日　毎週　金曜午前
　菅野　真史（かんの　まさふみ）
　　診療日　毎週　月曜午前

■非常勤医師
【福井大学医学部　脳脊髄神経外科】
　川尻　智士（かわじり　さとし）
　　診療日　毎週　月曜

■非常勤医師
【福井大学医学部　皮膚科】
　山口　由佳（やまぐち　ゆか）
　　診療日　毎週　金曜午後

■非常勤医師
【福井大学附属病院】
　糟野　健司（かすの　けんじ）准教授
　高橋　直生（たかはし　なおき）
　　診療日　毎週金曜日　交替

【福井赤十字病院等】
　伊藤　正典（いとう　まさのり）
　片野　健一（かたの　けんいち）
　三好　満（みよし　みつる）
　　診療日　毎週土曜日　交替

■非常勤医師
【福井大学附属病院　病理診断科】
　今村　好章（いまむら　よしあき）診療教授
　　診断日　隔週　木曜日

【福井大学医学部　腫瘍病理学講座】
　法木　左近（のりき　さこん）准教授
　　診断日　隔週　木曜日

■非常勤医師
【福井大学医学部　泌尿器科】
　横山　修（よこやま　おさむ）教授
　　診療日　毎週　火曜午前（AM9:30 ～）

眼科

耳鼻咽喉科

脳神経外科画像診断センター
放射線科

泌尿器科

皮膚科

麻酔科

健康管理センター

リハビリテーション科

透析センター

病理科

役職　
氏名（ふりがな）
①卒業大学・卒業年次
②専門医・認定医等
③趣味・好きな物　
④コメント
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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とは

回復期リハビリテーション病棟の基本方針

臨床美術

　病気や怪我などを発症、受傷した直後か
ら２週間程度の期間を「急性期」とよび、
救急医療や専門医療による治療を行います。
　その後、２ヵ月から６ヵ月の期間は、
運動機能はもとより日常生活や社会復帰
に向けた改善期間にあたり、この期間を

「回復期」とよんでいます。
　回復期リハビリテーション病棟は、特
に脳血管疾患、骨折、外科手術後、肺炎
等の治療時の安静による廃用症候群等の
患者さまを対象に集中的なリハビリテー
ションを提供することで、寝たきりの防
止と日常生活動作の向上や社会復帰を目
指していただく病棟です。

　当院の回復期リハビリテーション病棟は、回復期の患者さまに対して、医師、看護師、理学療法士、
作業療法士、言語聴覚士、介護福祉士、社会福祉士等のスタッフがチームとなり、協働、協力し日常生
活動作の向上や家庭復帰、社会復帰を目標に患者さまの持てる能力を最大限に引き出すことを目的とし
たリハビリテーションを集中的に提供してまいります。

　リハビリの一環として月に１回外部講師を招き、いろいろな
題材に沿ってクレパスや絵の具などを使用し、思い思いに創作
活動を行い、脳の活性化を促す臨床美術を取り入れています。
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施設紹介

福井勝山総合病院

附属訪問看護ステーション

附属介護老人保健施設

附属居宅介護支援センター

外来受付　午前８時30分～ 11時30分
　　　　　午後１時～３時

診療科目　内科・循環器科・小児科
　　　　　外科・脳神経外科・整形外科
　　　　　眼科・泌尿器科・産婦人科
　　　　　皮膚科・耳鼻咽喉科・放射線科
　　　　　麻酔科・リハビリテーション科

※ 受付時間は診療科によって違うので、ま
ずお問合せ下さい。

営 業 日　月曜日～金曜日
　　　　　（土・日祝祭日・

12/29 ～ 1/3を除く）

利用時間　午前８時30分～午後５時

　「住み慣れた家での療養生活」を実現し
ませんか？ 24時間365日安心を支えます。
私たちがお手伝いいたします。

訪問リハを再開しました。

事業内容　入所（短期入所も含む）
　　　　　　【定員 100名】
　　　　　通所リハビリテーション
　　　　　　【定員 40名】

「自宅でくらし続けたい」を
サポートするために…

　ご家庭で生活ができるように必要なリハ
ビリやケアをお一人おひとり計画のもとに
専門スタッフが連携し行います。

営 業 日　月曜日～金曜日
　　　　　（土・日祝祭日・

12/29 ～ 1/3を除く）

利用時間　午前８時30分～午後５時

　介護が必要となり自宅での生活に何か不
安を感じた時、ご相談ください。

TEL：（0779）88 ｰ 0350

TEL：（0779）87 ｰ 6209

TEL：（0779）87 ｰ 3100

TEL：（0779）87 ｰ 3150



JCHO福井勝山総合病院
独立行政法人地域医療機能推進機構 〒911-8558　福井県勝山市長山町2丁目6番21号

TEL（0779）88 ｰ 0350㈹　FAX（0779）88 ｰ 3739
URL：http://fukui.jcho.go.jp/　Eメール：main@fukui.jcho.go.jp

上記サービスや受付など詳しくは下記まで

各種サービス

糖尿病教室糖尿病教室 開催：毎週水曜日

医師、看護師、管理栄養士、理学療法士、
臨床検査技師とともに糖尿病を学ぶ教室です。

糖尿病と初めて診断された方、
現在療養中の方、ぜひご参加ください。

内科へお問合せ下さい

漢方外来 金沢医科大学病院
山川 淳一 准教授

平成27年４月より、第２、第４木曜日
内科外来で漢方外来を始めました

西洋医学の診察治療方法に、
漢方医学を加えた医療を提供します
詳しくは『内科外来』までお問合せ下さい

ひだまりひだまりひだまりひだまりひだまり
母乳・育児相談室

まずはお気軽にお問合せください

●各市町村より「受診券」が配布されます。
●受診希望の方は・・・
　　毎週水曜日　午後２時～２時３０分（予約なし）
　　２階　健康管理センター　まで
注意事項
 ・受診券・問診票・保険証を必ずご持参ください。

特定健康診査

多忙な平日をお過ごしの
　　　　　女性の皆様必見！！

休日レディースがん検診休日レディースがん検診
（休日乳がん検診：完全予約制）

健康管理センターへお問合せ下さい

たばこを止めたい
あなたを応援します

毎週　水曜・木曜
午後３時より

内科へお問合せ下さい

禁煙外来

フットケア外来
毎週木曜日・午後からの予約制
糖尿病で治療中の方は症状がなくても

年に１回のフットケア外来受診をおすすめしています。

内科へお問合せ下さい

もの忘れ検診もの忘れ検診
最近物忘れが気になる

市から検診を勧められた方

脳神経外科へお問合せ下さい

附属介護老人保健施設附属介護老人保健施設
私たちは介護を必要とする高齢者の
自立を支援し、家庭復帰を目指します。

老健を利用してみませんか？

●おじいちゃんの介護が大変
　　トイレが自分でできるといいのに…
●足腰の力が弱くなった、上手く歩けるようになりたい
●物忘れが少し増えてきた、認知症かな…
●介護に少し疲れた、チョット息抜きしたい
●家をあける用事ができた
　 　おじいちゃん、おばあちゃんの介護をどうしよう？
●施設サービスってどんなんだろう？ 
　　試しに１回利用してみたいな
●家での生活が続けられるようにリハビリをしたい
●お風呂に入れるサービスはあるのかな

詳細は気軽にお問合せください
TEL（0779）87-3100　ジェイコー老健

下記のような方も利用できます。


