
Good neighbors 
Good hospitalityYatsuo general hospital

15.01.3,000 S

病院案内

【施設の概況】
 診療科目　22科
　 内科　代謝・内分泌内科　呼吸器内科　神経内科
　 循環器内科　感染症内科　消化器内科　小児科
　 外科　消化器外科　乳腺外科　整形外科　眼科
　 脳神経外科　皮膚科　泌尿器科　耳鼻咽喉科
　 産婦人科　放射線科　リハビリテーション科
　 歯科口腔外科　麻酔科

 病床区分　一般病床、療養病床
 病 床 数　199床
 病棟単位　4単位

病院概要

〒939-2376 富山県富山市八尾町福島7-42
tel（076）454-5000 fax（076）455-3835

 http://www.yatsuo.or.jp

患者様の意思と希望を最大限尊重した医療を
提供し、患者様中心の医療を推進しています。
また、皆様に適切な診療をお受けいただくために
「患者様の権利」を定めています。
【患者様の権利】
　○ 良質な医療を受ける権利
　○ 選択の自由の権利
　○ 自己決定の権利
　○ 説明を受ける権利
　○ 情報の開示を求める権利
　○ プライバシーの保護と秘密を保持される権利
　○ 尊厳を得る権利



1.適切な医療を提供したい
疾病によって治療法は、必ずしも一つでないことが

よくあります。
選択肢と可能性をお話しして、患者様の意思決定

に基づき支援するのが、私たちの役目です。
ある時は高度医療が必要であり、ある時は対症療

法が必要であったり、経過観察が良い場合もあります。
疾病自体を考えただけでも、いくつかの選択肢が

ある上に、それぞれの患者様の考えやライフスタイル、
他のいろいろな事情があるのは、当たり前です。
お一人おひとりの最適・最良な治療を一緒に考えて

いくことが、最高の医療と考えています。

2.快適な「癒しの環境」を提供したい
病気は必ずしも手術や薬のみで治るわけでは
ありません。
病気を癒す環境を重視し、患者様自身が治癒・回
復していく実感をもっていただけるケアを提供する
こと。それが、更に大切なことです。
快適で落ち着いた空間と治療に専念できる環境
をつくり上げることが私たちの重要な使命です。
3.気軽に医療を受けていただきたい
風邪ひきなどの初期治療から重篤な治療にいた

るまで広い意味で総合的な診療をしています。富山
市南部という地域性を十分考慮した診療体制をと
っています。地域の医療機関とも細やかな連携を取
りながら対応していますのでお気軽に受診ください。

回復期リハビリテーション病棟
脳卒中集中リハビリセンター

風の庭別館（アネックス）

リハビリテーション科

眼科・富山レーザーアイセンター
（近視矯正手術）・耳鼻咽喉科
中央手術室

薬局・地域交流室（一休庵）
高圧酸素室

2階1病棟（一般急性期病棟）
2階2病棟（地域包括ケア病棟）

1階病棟（一般急性期病棟）

小児科・医局・看護部・事務部・八尾北・山田地域包括支援センター
風の庭居宅介護支援事務所

内科・脳神経外科・外科・消化器外科・整形外科・皮膚科・泌尿器科
歯科口腔外科・放射線科・婦人科・乳腺外科（ブレストケアセンター）
検査室・八尾通所リハビリセンター・健診ドック・ヘルスケア
地域医療センター・売店・喫茶・総合受付

フロアの案内

風の庭別館（アネックス）

　2003年4月に品質保証の国際規格であるISO9001：
2000を総合病院としては全国で４番目に認定をいただ
きました。毎年の更新審査で適合評価を受け、2010年
からは「地域医療連携（または地域医療連携室）に関わ
る患者様支援管理サービス」においてISO9001：2008
の認証をいただきました。
 ISO取得の意義
　ISOが発行する代表的な認証のひとつに品質マネジ
メントシステム（ISO9001）があります。当院に掲げる方
針として「患者様に最高の医療を提供する」ためには、
医療の質を継続的に改善していく仕組みが必要になり
ます。この仕組みの実現に向けて、ISO9001という国際
的な品質マネジメントシステムを用いた改善活動を行い、
「安全で安心な地域医療サービスの提供」に力を注い
でいます。

（財）日本医療機能評価機構から2001年5月に県内初
の複合病院種別Aでの認定を受けました。2011年には
最新版のバージョン6.0での更新認定をいただき、常に
医療サービスの向上と患者様中心の医療の実現・維持
に努めています。
日本医療機能評価機構とは
1997年に日本で初めて第三者機関が病院の質を評

価するという役割を担う目的で誕生しました。
病院が第三者からその機能の評価を受けることによ

って、自院の問題点を把握し、改善に向けて努力し、医
療の質を向上させるために行うものです。

◎敷地内禁煙：施設をご利用される方の健康に配慮し、敷地内（風の庭含む）禁煙を行っています。ご協力をお願いいたします。

理念と方針 常に医療サービス向上を目指して

病院の理念

病院の方針

日本医療機能評価機構認定

ISO 9001 認証取得
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　病院をご利用になる患者様は、症状の軽い重いに関わら
ず、ご自分の健康状態に不安や悩みを抱えておられます。
そうした患者様のニーズを的確に捉え、適切な診断と質の
高い医療サービスを提供するために、様々な専門外来を開
設しています。
　また、診察以外の多様なニーズにお応えできるよう、健診、
在宅医療、送迎にいたるまで幅広いサービスを提供いたし
ています。
　私たちは「良き隣人でありたい」という理念を揚げ、富山
市南部地域の中核病院として、地域の皆様から常に信頼さ
れ親しまれる医療機関を目指しています。

　治療やリハビリは一つの病院（医療機関）だけで終了し、自宅へ帰
れるケースばかりではありません。患者様一人ひとりにふさわしい医
療を提供するために、富山でも地域全体で患者様を支えるシステム
（医療連携の実践）が重要になってきています。地域医療連携室は、
患者様・ご家族様がそれぞれのご希望を実施するための相談を担当
しています。患者様の不安が少しでも軽減できるように地域の医療機
関、施設、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所などと顔の見
えるお付き合いをさせていただいています。
　専任の看護師・社会福祉士（医療ソーシャルワーカー）が専門的な
立場から親身に対応させていただいています。
＊八尾北・山田地域包括支援センター、風の庭居宅介護支援事務所（病院併設）

（良き隣人でありたい）

信頼され親しまれる病院であるために患者様
中心の質の高い医療サービスを提供します。
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女性の真の健康をめざして
女性クリニック We富山

　Yatsuo general hospital 　3

一般や企業向け健康診断や特定健診、高齢者向けの健康診断な
どを幅広く行っています。特定健診では、その結果により生活習慣
の改善をサポートする保健指導をしています。また、人間ドックは、
１日、２日コース等の一般ドック
と脳や消化器、循環器を専門的
に診る特殊ドックで充実した検
査・診断をし健康や病気予防を
チェック、皆様が健康で安心でき
るライフサポートを行っています。

関連専門クリニック

高品質の地域医療連携サービス

サービス内容
・入退院に関する相談　　　 ・診療所又は病院の医師との対応
・地域健康増進活動の支援　 ・入院患者様の在宅療養相談
・在宅介護支援　　　　　　 ・院内見学案内
・ご意見、ご質問等窓口　　　・セカンドオピニオン
・訪問看護ステーション等との在宅ケアカンファレンスの開催

医療福祉相談
・経済的なことについて  　　 ・社会保障制度の利用について
・退院後の生活について　  　・介護保険サービス
・不安や悩みごと 　 ・リハビリ施設見学　 　・健康相談 等

栄養相談
管理栄養士が院内・院外の方々の食事や栄養について相談を行い、
糖尿病教室や減塩教室の運営等で健康づくりのサポートをしています。

診療内容

女性が生涯を通じ、真の健康
をめざすことを目的にした女
性医療専門のクリニックです。
年齢とともに変わりゆく女性
の生活環境やメンタル面での
不安、女性特有の疾病などについて専門のスタッフがトータル的に
支援を行います。近年急増する乳がんは、早期発見により高い確率
で治癒が望めます。We富山は、最先端な乳がん治療や検診を行う
ブレストケア（乳腺外科）と女性特有の疾病はもちろん病気を予防
する知識や生き方、不妊治療にも取り組むウィメンズヘルス（婦人
科）、また、形成美容外科では肌のトラブルやシミ・ホクロなどの除
去も行い女性の心身の健康づくりにお応えしています。

画　　像： 一般レントゲン、レントゲンTV（透視）、マルチスライスCT、MRI、マンモグラフィ、超音波
検　　査： 視力計、眼底カメラ、眼圧、聴力測定器、上部内視鏡（一般、鼻腔）、下部内視鏡、カプセル内視鏡、心電計、骨密度測定器、血圧脈波検査装置  
治療機器： 高圧酸素治療装置、急性血液浄化装置、人工呼吸器、マスク式人工呼吸器

リハビリテーション科 ＆八尾通所リハビリセンター

多彩なリハビリテーションサービス

▲八尾通所リハビリセンター

内科、脳神経外科、外科、消化器外科、整形外科、小児科、婦人科、
乳腺外科、眼科、歯科口腔外科、耳鼻咽喉科、泌尿器科、放射線科、
皮膚科、リハビリテーション科
　 ・循環器内科（心臓・高血圧・腎臓）　　・消化器内科（肝臓・消化管） 
　 ・代謝・内分泌内科（糖尿病・高脂血症）・呼吸器内科（肺・気管支）　
　 ・神経内科（脳梗塞・パーキンソン病）  ・血液内科　・睡眠外来
　 ・富山レーザーアイセンター（近視矯正手術） ・卒煙外来　・ピロリ菌外来  等 　
  

「つらい」といわれる胃カメラ検査を負担
がかからず受けていただけるよう、従来の
口からのタイプに加え鼻からファイバーを
入れる経鼻内視鏡検査を行っています。
また、これまで検査が困難といわれた小
腸検査にはカプセル状のカメラによるカ
プセル内視鏡検査を実施しています。
がん治療の取り組み
当院では、チーム体制でがんの化学療法に取り組んでいます。化学療法は化
学物質（抗がん剤）を用いてがん細胞の分裂を抑えがん細胞を破壊する治療
法です。また、消化器がんの患者様を対象に、多職種が定期的に情報の共有
化や意見交換を行う「キャンサーボード」を開き、それぞれの専門的な立場か
ら患者様をトータルでサポートしています。がんの3大治療法である手術療法、
化学療法、放射線療法に藤聖会全体で積極的に取り組んでいます。

乳腺外科（ブレストケアセンター）
女性に急増する乳がんや乳腺の悩みなどの対応や治療を行っています。乳がん
の早期発見治療のための検査と女性に優しい環境づくりにも配慮しています。
富山レーザーアイセンター（近視矯正手術）
レーザーによる近視矯正手術（レーシック）は確かな技術と2,600眼を超
える治療実績があります。一般的なレーシックのほかに一人ひとりの角膜
の形状に合わせて施術するカスタムビューレーシックや就寝時にコンタク
トを装用することで近視治療するオルソケラトロジがあります。患者さんの
生活ニーズに合わせて手術以外の近視矯正方法も取り揃えています。
糖尿病（専門外来）糖尿病は合併症が出現するまで症状がなく日本では
糖尿病とその予備軍が爆発的に増え続けています。当院では糖尿病専門医
を中心に日本糖尿病療養指導士の資格を持つスタッフがチームで専門医療
を提供しています。また、糖尿病の意識を高めるための啓蒙活動や糖尿病教
室等も定期的に開催しています。
卒煙外来（専門外来）煙草は、喫煙者はもちろんのこと煙草を吸わない人にも
身体に与える影響が問題となっています。当院は、禁煙治療の保険適用施設に認定さ
れています。煙草をやめたいとお考えの方は、お気軽に専門医にご相談ください。

充実した内視鏡検査（消化器外科）　  
高い専門性

がん放射線治療・脳ドック
五福脳神経外科・富山サイバーナイフセンター

サイバーナイフは脳腫瘍や頭頸部の腫瘍から
肺・肝臓・膵臓・前立腺・椎体など体幹部の腫
瘍まで幅広い部位において治療が可能な最先
端の高精度放射線治療装置です。放射線治療
は、外科手術が難しい高齢の患者様でも体の
機能を温存しながら無理なく治療を続けられ
る体に優しい治療です。最新の画像誘導技術
を応用した腫瘍追尾システムが強化され、より
安全で患者様に負担が少なく、痛みが全くあ
りません。また、脳神経外科では脳神経全般
の診察のほか、脳ドックを利用した頭部の健
康チェックなどにも積極的に取り組んでいます。

▲リハビリ訓練風景（理学療法）

2. FAX・電話により受診・検査申し込み

 地域の開業医・
病 院・施 設

地域医療
連 携 室

外　来

5. FAXにより来院報告をご案内

4 .診療情報提供書・保険証を持参
3. 診療情報提供書の交付

6. 診療結果報告をご案内

1. 受診
患者様

八尾総合病院
各医療機関との連携体制

各種健康診断・特定健診・人間ドック
健康をトータル的にサポート

　病気やケガで低下した心身機能の回復、維持、
向上を目的に社会生活や日常生活などをサポート
するリハビリサービスを行っています。充実した専
門スタッフが理学療法、作業療法、言語聴覚療法
や摂食機能に関する支援をお一人おひとりに合わ
せて取り組んでいます。
　また、八尾通所リハビリセンターでは、介護予防
を必要とする方の生活の中にリハビリを取り入れ、
日々の動作が自信をもって行えるような支援を心
掛けています。利用される方の生活リズムに大幅
に変更を伴わない生活に合ったリハビリサービス
を提供しています。

外来・サービス

主な機器

訪問看護ステーション「まめなけ」
退院後のケアや在宅医療などの介護支援・相談をご家族と行い、
訪問診療や訪問看護、訪問リハビリなどについて患者さんに必要
な療養上のお世話や診療のケアを24時間体制でサポートします。
日常生活の看護は勿論のこと認知症、終末期ケアなども行います。

▲地域医療センター（地域医療連携室 & 訪問看護ステーション「まめなけ」）





Good neighbors 
Good hospitalityYatsuo general hospital

15.01.3,000 S

病院案内

【施設の概況】
 診療科目　22科
　 内科　代謝・内分泌内科　呼吸器内科　神経内科
　 循環器内科　感染症内科　消化器内科　小児科
　 外科　消化器外科　乳腺外科　整形外科　眼科
　 脳神経外科　皮膚科　泌尿器科　耳鼻咽喉科
　 産婦人科　放射線科　リハビリテーション科
　 歯科口腔外科　麻酔科

 病床区分　一般病床、療養病床
 病 床 数　199床
 病棟単位　4単位

病院概要

〒939-2376 富山県富山市八尾町福島7-42
tel（076）454-5000 fax（076）455-3835

 http://www.yatsuo.or.jp

患者様の意思と希望を最大限尊重した医療を
提供し、患者様中心の医療を推進しています。
また、皆様に適切な診療をお受けいただくために
「患者様の権利」を定めています。
【患者様の権利】
　○ 良質な医療を受ける権利
　○ 選択の自由の権利
　○ 自己決定の権利
　○ 説明を受ける権利
　○ 情報の開示を求める権利
　○ プライバシーの保護と秘密を保持される権利
　○ 尊厳を得る権利


