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　フロイデ水戸メディカルプラザ内のフロイデクリニック水戸は、これまでの内科・呼吸器内科に加え、総合
診療科の診察を開始し、訪問診療の対応も可能となりました。
　さらに、泌尿器科、整形外科、皮膚科の訪問診療も開始いたしました。訪問診療は通院の難しい方や自宅で
の療養を希望される方のお宅へ定期的に訪問し、診療、治療、薬の処方、療養上の相談、指導などをさせてい
ただきます。病状が不安定になった際は、緊急訪問を行います。 休診日は各科共通で土曜午後・日曜・祝日です。

☎ 029-353-8355外来診療予定表　午前9：00～12：00　午後 14：00～17：00
医師名

【診療科目】 月 火 水 木 金 土

山本医師
【内科】

午前 ○ ○ ○午後 ○
飯塚医師

【呼吸器内科】
午前 ○ ○
午後

片岡医師
【総合診療科】

午前 ○
午後

石本医師 午前
午後 リハビリ関係

訪問診療担当医� ※訪問診療の可能地域は水戸市・那珂市・城里町・笠間市・ 茨城町・ひたちなか市（片道 15km 目安）

月 火 水 木 金

午
前 山本医師

【内科】

山本医師
【内科】 山本医師

【内科】

片岡医師
【総合診療科】 山本医師

【内科】

星野医師
【皮膚科】

第 3 週 飯塚医師
【呼吸器内科】

午
後

折笠医師
【整形外科】

第 1 週
片岡医師

【総合診療科】
北見医師

【泌尿器科】
第 3 週

フロイデクリニック水戸フロイデクリニック水戸　　外来診療の充実、訪問診療を開始外来診療の充実、訪問診療を開始



 



3

８名の外国人技能実習生を紹介します
　博仁会と博友会ではすでに 6 名の外国人技能実習生を受け入れておりますが、2020 年 4 月以降新た
に 8 名の仲間が加わり合計 14 名になりました。母国を離れて介護の仕事を勉強するみなさんに、できる
限りの協力をさせていただきたいと考えています。8 名に目標、好きな日本語、感想を聞きました。

チャン ティ タイン タムさん
目標は介護福祉士をとりたいです。
日本語で会話が上手になりたいです。

グエン ヴァン ティンさん
好きな日本語は「頑張る」です。成功の
ために、いつでも頑張ります。

グエン ティ ヴァンさん
感想は仕事を始めたばかりですから、まだなれ
ていません。でも、職員さんはとてもやさしい
し、熱心です。だんだんなれていると思います。

スブダーさん
好きな日本語は「感謝」です。
良い職場環境と生活環境のた
めに行うすべてのことに本当
にありがとうございました。

チャン ティ ハー ザンさん
好きな日本語は「川」です。私の名前は日本
語で「川」を意味するからです。

ヴ ゴック タイさん
感想は皆さんはとってもやさ
しいし、ねっしんです。皆さ
んがいろいろなことを手伝っ
ていますから、嬉しいです。

グエン ズイ ティエンさん
好きな日本語は「一期一会」です。理由はこの度の一期
一会の機会が大事です。面白い時間を過ごしましょう。

ムーギーさん
感想はいっしょに働いている 職員が優しく
て、働く場所は便利でした。いっしょうけん
めい頑張ります。

今回紹介する８
名の内、６名は
ベトナム出身で
すが、スブダー
さんとムーギー
さんはモンゴル
出身です。モン
ゴルからの実習
生の受け入れは
当グループでは
初めてです。タムさん　ティンさん　ヴァンさん スブダーさん　タイさん　ザンさん　ティエンさん　ムーギーさん

　2021 年 3 月 26 日、第 110 回看護師国家試験の合
格者が発表になり、看護学科９回生受験者 30 名が見事
合格しました。全員合格は３回生、６回生に続く快挙。
コロナ禍の一年、授業開始の遅延や実習カリキュラムの
変更などのさまざまな困難を乗り越えて合格を勝ち取り
ました。発表日の午後には理事長を迎えて、恒例のくす
玉が割られ、教職員一同、合格者の頑張りを称えました。

【介護福祉学科】
2021 年 ５月：15 ㈯・22 ㈯・29 ㈯
　　　　 ６月：６㈰・12 ㈯・19 ㈯・26 ㈯
　　　　 ７月：４㈰・10 ㈯・17 ㈯・28 ㈬
　　　　 ８月：１㈰・5 ㈭・21 ㈯・28 ㈯
　　　　 ９月：４㈯・11 ㈯・18 ㈯・25 ㈯
　　　 10 月：２㈯・16 ㈯・24 ㈰・30 ㈯
　　　 11 月：20 ㈯ 12 月：4 ㈯・18 ㈯
2022 年 １月：16 ㈰ 2 月：5 ㈯・26 ㈯
　　　　 ３月：12 ㈯・23 ㈬

　５月１５日㈯より、今年度のオープンキャンパスが始まりま
す。看護師、介護福祉士をめざす新卒生、社会人、留学生など、
看護・介護に興味のある方々のご来校をお待ちしています。本
校の特徴と魅力をご体感ください。
【看護学科】
2021 年　5/15 ㈯　６/19 ㈯　7/31 ㈯　8/28 ㈯　
　　　　　9/25 ㈯　10/30 ㈰学校祭　11/27 ㈯　12/25 ㈯
2022 年　2/5 ㈯

2021 年度 オープンキャンパス、始まります！

茨城北西看護専門学校
　看護学科９回生、2020年度 国家試験全員合格！
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＊診療科によって受付時間が異なります。診察終了時時刻の15分前までに受付をお済ませください。
＊医師の都合により、変更になる場合もございますのでご了承ください。
＊全科予約制をとっておりますが、当日受付も可能ですので、お問い合わせください。
＊医師により診察時間が異なりますので事前にご確認をお願いいたします。

ご予約・お問い合わせ　電話　０２９５－５３－１１１１

志村大宮病院　外来診療のご案内
診療科 月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜

内科・
呼吸器科

午前
鈴木（邦）医師

関山医師
林医師

西村（公）医師

西村（雅）医師
新谷医師
小山医師

西村（公）医師

月村医師
中山医師

西村（公）医師

飯塚医師
横田医師

西村（公）医師

小山医師
西澤医師

西村（公）医師

大地医師
小山医師【第 1週】
岡本医師【第 2・4・5週】
関山医師【第 3週】

午後 林医師
新堀医師 新谷医師

中山医師
新堀医師

西村（公）医師
横田医師 西澤医師

大地医師
小山医師【第 1・3週】
関山医師【第 2週】
岡本医師【第 4・5週】

呼吸器外来
午前 飯塚医師 （小山医師） 飯塚医師 （飯塚医師） 橋本医師【第 3週】
午後

整形外科
午前 折笠医師

折笠医師【第 1・3・5週】
伊藤（公）医師
【第 2・4週】

折笠医師【第 1・3・5週】 折笠医師 折笠医師 非常勤医師

午後 折笠医師
【第 2・3・4・5週】 折笠医師【第 2・4週】 折笠医師 非常勤医師

皮膚科
午前 鈴木（寿）医師 酒匂医師 西村（雅）医師 西村（雅）医師 酒匂医師
午後 西村（雅）医師 酒匂医師

消化器内科
午前 佐藤（匡）医師

佐藤（匡）医師
【第 1・2・3・5週】
岩本医師【第 4週】

佐藤（匡）医師 佐藤（匡）医師
大原医師【第 2週】
伊藤（有）医師【第 4週】

（検査のみ）
午後 佐藤（匡）医師 佐藤（匡）医師 大原医師

泌尿器科
午前 北見医師 北見医師 北見医師 北見医師 北見医師

【第 1・3・4・5週】
午後 北見医師 野口医師 北見医師 工藤医師【第 3週】 野口医師【第 1・3・5週】 野口医師【第 2・4週】

耳鼻咽喉科
午前 熊谷医師 非常勤医師【第 1・3週】
午後 熊谷医師

心療内科
（認知症）

午前 大里医師 大里医師 大里医師 大里医師
午後 大里医師

循環器科
午前 中川医師 千代田医師 非常勤医師【第 2週】
午後 千代田医師

リハビリ科
午前 大仲医師 大仲医師 石本医師
午後

緩和ケア外来
午前
午後 新堀医師 新堀医師 新堀医師

糖尿病外来
午前 千葉医師【第 2・4週】
午後 千葉医師【第 2・3・4週】

脳神経外科
（しびれ・頭痛）

午前 遠藤医師【第 2・4週】
午後

神経内科
午前 原田医師
午後

在宅酸素療法
午前
午後 大地医師

認知症外来
午前
午後 田代医師【第 3週】 中嶋医師【第 4週】

診療科 月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜

脳外科 杉田医師
【第１週】午後

婦人科 村瀬（隆）医師
【第 1週】午前

心臓血管外科 新堀医師
【第 1週】午前

睡眠時無呼吸症候群外来 川原医師
【第 2週】午前・午後

高次脳機能障害外来 山川医師
【偶数月：第3週】午前

消化器肝臓外来 石田医師
【第 3週】午前

血液内科 米野医師
【第 4週】午前
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病院無料送迎バスのご案内
●送迎地域
　常陸大宮市内全域、那珂市（瓜連地区）
　常陸太田市（金砂郷地区）、大子町（袋田以南）
　城里町（桂・常北地区）、他の地域の便もあり
●ご利用対象者　当日当院をご利用の方
●ご利用方法　電話 ０２９５－５３－１１１１
　（要予約）　　予約受付時間　９時～18時
●病院発車時刻　 ８時30分・10時・11時・12時
　　　　　　　　13時・14時・16時・17時
※詳細につきましては、病院窓口へお問合せください。

訪問診療
医師が定期的且つ、計画的に家庭を訪問し、介護サービスを利用す
る上での留意点、介護方法等の指導及び助言を行います。

短期入所（ショートステイ）
短期間施設に入所しながら介護や機能訓練が受けられます。冠婚葬
祭時や介護者の急病、介護疲れなどの時もご利用いただけます。

訪問薬剤管理指導
薬剤師が家庭を訪問し、お薬を正しく服用していただくための指導
を行います。

認知症対応型共同生活介護グループホーム
より家庭に近い住まいで共同生活し、認知症高齢者の自立を促し、
認知症の進行を穏やかにします。

訪問栄養食事指導
管理栄養士が家庭を訪問し、食生活面及び調理について指導を行い
ます。

認知症対応型通所介護
日帰りで施設に通い、共同生活をしながら、認知症に対応した介護
や機能訓練サービスを提供します。

訪問介護（ホームヘルプサービス）
年中無休・24 時間対応。ホームヘルパーが家庭を訪問し、身体介護
や生活援助を行います。

小規模多機能型居宅介護
「通い」を中心として、要介護者の様態や希望に応じて、随時「訪問」
や「泊まり」を組み合わせてサービスを提供することで在宅生活を
支援します。料金は要介護度に応じた月額定額制度となります。

訪問看護
24 時間連絡体制。看護師が家庭を訪問し、在宅にて安心して療養し
ていただくための手助けを行います。

看護小規模多機能型居宅介護
通所介護を中心に利用し、必要に応じてショートスティや訪問介護、
訪問看護のサービスを提供します。

訪問リハビリ
理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が家庭を訪問し、機能回復の
ためのリハビリを行います。

サービス付き高齢者向け住宅（サ高住）
バリアフリー構造等を有し、状況把握・生活相談サービス等を提供
します。併設の介護サービス事業所で介護保険適用のサービスを受
けることもできます。

訪問入浴サービス【博友会】
看護師等が家庭を訪問し、ご自宅での入浴が困難な方に対し、専用
の浴槽で、安全で快適な入浴サービスを提供します。

介護タクシー
訪問介護員と普通自動車第二種免許の資格をもつケアドライバーが、
通院等の外出をサポートします。

通所リハビリテーション（デイケア）
大宮デイケアセンターに通い、リハビリテーションを受けながら、
機能の保持、増進が図れます。

福祉用具貸与・販売（あんしん介護プラザ）
介護保険適用の福祉用具（ベッド・車いす等）のレンタル及び特定
福祉用具（ポータブルトイレ・シャワーチェアー等）の販売を行い
ます。

通所介護（デイサービス）
日中はデイサービスセンターに通い、介護者の負担の軽減を図るた
め、入浴や機能訓練などが受けられます。

住宅改修（あんしん介護プラザ）
高齢者が自立して生活できる住宅環境の整備を行います。具体的に
は、トイレや浴室の手すりの設置や段差解消、スロープの設置の工
事を行います。

施設入所サービス
医療療養病棟
急性期医療の治療を終えても、引き続き医療提供の必要度が高く、
病院での療養・リハビリテーションが継続的に必要な患者さまを対
象にご利用頂く病棟。
介護老人保健施設
自立を支援し、家庭復帰を目指す方のための施設。
介護老人福祉施設【博友会】
寝たきりや認知症等で介護が必要な方に、快適な生活環境の提供と
日常生活のお手伝いをする施設。

当グループの介護保険以外のサービスのご案内
配食サービス
カロリー計算された温かいお食事を 1 日 3 食、365 日ご自宅へお届
けします。

おおみや配食サービスセンター
ごぜんやま配食サービスセンター

紙オムツ宅配サービス
施設で実績のある肌に優しい紙オムツをご自宅へお届けします。
洗濯代行サービス
ネット１袋分の洗濯をきれいに畳んでお返しいたします。

2019年10月の台風19号の大雨による浸水被害
により、診療ができない状態となっております。
大変申し訳ございませんが、復旧まで休診と
させていただきます。休診の間、志村大宮病
院で代診にて対応いたします。
無料送迎もありますのでご利用ください。

志村クリニックごぜんやま　外来診療休止のお知らせ



学校法人　志村学園
茨城北西看護専門学校

◇看護学科　３年課程　◇介護福祉学科　２年課程
茨城県常陸大宮市下村田 2304－4
TEL　0295－54－1422
FAX　0295－54－1424

有限会社　いばらき総合介護サービス
あんしん介護プラザ

営 業 日　月曜日～土曜日（日曜日・祝日休業）
営業時間　午前 9 時～午後 6 時
営業品目　介護用品の販売・レンタル・自動車保険、
　　　　　住宅改修（手すり取付・段差解消・スロープ設置等）
　　　　　 TEL0295－55－9101
◇いばらきテクノエイドセンター� TEL　0295－54－1919
◇コミュニティカフェ バンホフ� TEL　0295－55－8841
◇キオスク プラッツ� TEL　0295－55－7788
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一般・療養病床　志村大宮病院

新本館「ドイツ館」
◇一般病棟（48床）
◇地域包括ケア病床（12床）
◇緩和ケア　エーデルワイス病棟（20床）
◇志村地域医療連携センター
� TEL　0295－53－1111　FAX　0295－52－2705
◇志村検査・健診センター� TEL　0295－58－6200
◇茨城県指定認知症疾患医療センター� TEL　0295－58－8020

茨城北西総合リハビリテーションセンター
◇回復期リハビリ病棟「スイス館」（50床）
◇総合リハビリテーション施設「ヨーデルリハビリテーションセンター」
　（脳血管疾患等Ⅰ・運動器Ⅰ・呼吸器Ⅰ）
◇茨城県指定　地域リハビリテーション広域支援センター
◇茨城県指定　小児リハ・ステーション
◇茨城県指定　訪問リハビリテーション・ステーション
� TEL　0295－53－1115

医療療養病棟「チロル館」
� TEL　0295－53－1112

介護老人保健施設　大宮フロイデハイム
◇ひたちおおみや介護タクシー
� TEL　0295－53－1000　　FAX　0295－52－4126
◇大宮デイケアセンター� TEL　0295－53－1644
◇おおみや配食サービスセンター� TEL　0295－53－1193

フロイデ水戸メディカルプラザ
� TEL　029－353－8300

経営理念
　私たちは、お客様が住み慣れた地域でいつまでも安心して暮らして
いただくために、必要な保健・医療・福祉の総合的なサービスの提供
に努めます。
経営目標
　私たちは、県央・県北西部のリハビリセンターと高齢者・障害者総
合ケアシステムの確立を実現します。
品質方針
　当法人は、お客様のニーズに応え、「笑顔・感謝・工夫」をモットー
に、いつでもサービスの改善を心がけることにより、ご利用者様なら
びにご家族様に安心を与え、信頼される保健・医療・福祉サービスを
提供いたします。

〈ホームページ〉　http://www.hakujinkai.com/
〈Eメール〉　　hakujin@onyx.dti.ne.jp

介護救急相談窓口（24時間対応）

フリーダイヤル　0120－261015
フロイデイコー

志村フロイデ地域包括ケアセンター
・訪問看護（おおみや訪問看護ステーション）
� TEL　0295－53－1010
・訪問介護（おおみやホームヘルパーステーション）
� TEL　0295－53－1192
・訪問リハビリ（志村大宮病院訪問リハビリテーションセンター）
� TEL　0295－55－8727
・居宅介護支援（おおみや総合ケアプランセンター）
� TEL　0295－53－0001
◇在宅介護支援センターおおみや� TEL　0295－58－8021
◇常陸大宮市南部地域包括支援センター�TEL　0295－53－6810
◇ひたちなか市北部地域包括支援センター
� TEL　029－229－2255
◇認知症対応型通所介護志村デイサービスセンター
　「さくらデイサービスセンター」� TEL　0295－53－1113
◇フロイデ総合在宅サポートセンター大宮
� TEL　0295－55－8201
◇フロイデ総合在宅サポートセンター緒川
� TEL　0295－54－3751
◇フロイデ総合在宅サポートセンター山方
◇やまがた総合ケアプランセンター� TEL　0295－54－4511
◇フロイデ総合在宅サポートセンター水戸けやき台
◇フロイデアシストハウス水戸けやき台
� TEL　029－304－1515
◇フロイデ総合在宅サポートセンター水戸けやき台「つどいの家」
� TEL　029－291－3311
◇フロイデ総合在宅サポートセンター水戸河和田
� TEL　029－257－1755
◇フロイデ総合在宅サポートセンターひたちなか
◇ひたちなか総合ケアプランセンター�TEL　029－275－5050
◇フロイデひたちなか訪問看護ステーション
� TEL　029－229－2227
◇フロイデグループホームひたちなか� TEL　029－212－5656
◇機能訓練センターフリューゲル� TEL　0295－58－6311

内 科　 消 化 器 内 科 医　 循 環 器 内 科　 呼 吸 器 内 科　 神 経 内 科　 小 児 科
皮膚科　泌尿器科　婦人科　耳鼻咽喉科　眼科　整形外科　心療内科
放射線科　リハビリテーション科　歯科口腔外科　人間ドック　企業健診

　 　

医療法人　博仁会のご案内

介護老人福祉施設（特養）�御前山フロイデガルテン
◇ごぜんやま訪問入浴サービスセンター
◇ごぜんやま配食サービスセンター
◇ひたちおおみや介護タクシー
� TEL　0295－54－2555　FAX　0295－54－2550
◇ごぜんやまデイサービスセンター・介護予防センター
� TEL　0295－54－2230
◇ごぜんやまホームヘルパーステーション� TEL　0295－54－2220
◇ごぜんやま総合ケアプランセンター� TEL　0295－54－2110
◇在宅介護支援センターごぜんやま� TEL　0295－55－3620
地域密着型介護老人福祉施設（小規模特養）
大宮フロイデドルフ� TEL　0295－55－8822

◇フロイデグループホーム桂� TEL　029－289－2040
◇フロイデ総合在宅サポートセンター美和� TEL　0295－54－6131
◇フロイデ総合在宅サポートセンター城里� TEL　029－255－7666
◇フロイデ総合在宅サポートセンター友部� TEL　0296－73－5577
◇フロイデアシストハウス大宮（サ高住）� TEL　0295－55－8772
◇フロイデアシストハウス友部（サ高住）� TEL　0296－73－5500
◇看護小規模多機能ホーム友部� TEL　0296－73－5330
◇フロイデともべ訪問看護ステーション� TEL　0296－73－5333
◇フロイデ工房しろさと（就労移行支援・就労継続支援B型）
　� TEL　029－255－7661
◇フロイデ工房なか（就労継続支援B型）� TEL　029－212－7801
◇ロッティなか（児童発達支援）� TEL　029－212－7801

社会福祉法人　博友会のご案内

●発行／医療法人  博仁会　319-2261　常陸大宮市上町313


