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　昨年11月の富山西リハビリテーション病院の

開院に次いで、この2月に富山西総合病院が開院

いたしました。藤聖会グループが最も大切にして

いるミッションにGood NeighborsそしてGood 

Hospitalityがあります。これは「良き隣人でありた

い」そして「最適なホスピタリティを提供したい」

という意味ですが、まさに「治し支える医療」「寄

り添う医療」の根底をなすものです。新しい２つの病院、富山西総合病院と

富山西リハビリテーション病院では、「急性期医療だけ」「リハビリだけ」「介

護だけ」とばらばらに特化するのではなく、１つの病院のように連携連動し、

地域住民の皆様にワンストップサービスでお応えします。急性期から回復期、

慢性期さらに在宅医療、介護サービスに至るまでトータルにコーディネート

して「治し支える医療」に努めてまいります。さらには近隣の高度急性期病院

や地域の病院、クリニック、介護施設などと連携し、「地域包括ケアシステム」

を実現するために、ハブ機能を生かした２つの病院として、地域の医療介護

資源をつないでいきます。特に富山医療圏西部のセーフティネットを支える

役割を大きな使命と考えており、地域と共に生きる病院として邁進する所存です。

富山西総合病院と富山西リハビリテーション病院の開院！

医療法人社団 藤聖会・親和会　

理事長 藤井 久丈

地域に寄り添うふたつの病院。
団塊の世代が後期高齢者となる2025年に向けて、住み

なれた地域で自分らしい人生を最後まで続けるための

「地域包括ケアシステム」の実現が求められています。

ふたつの病院では、医療・介護・予防・住まい・生活支援を

一体となって提供することで、地域のみなさまのゆた

かな暮らしに貢献していきます。

ホワイエ（休憩所）

　長生きが幸せに思えるためにいま、何が必要でしょうか？できること

なら、住みなれたまちで安心した暮らしを続けたい。家族に迷惑をかけ

ることなく、幸せな人生を送りたいと誰もが願います。そんなとき、医療、

介護、予防、生活支援から住まいまでを1ヶ所で受けられる

新しい医療拠点があればどんなに心強いでしょう。 

私たちは、そのためにふたつの病院を 1ヶ所に作り

ました。 藤聖会・親和会グループは、地域のみなさまの

健やかな暮らしを一生サポートしてまいります。総合受付・会計

富山西リハビリテーション病院 富山西総合病院

在宅医療・介護
予防

リハビリテーション

療 養
救 急

手 術

ひとつの命をトータルで支える。

一人ひとりを見つめたら、ふたつの病院になりました。

住みなれた街で健やかに安心した暮らしを続けたい。

健やかな暮らしをサポート
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健康について気軽に相談できる場所。
地域サポートセンター（相談窓口）

当院に通院・入院している患者さまはもちろん、

地域にお住まいのすべての方にご利用いただける

相談窓口です。地域の医療機関や施設と密に連携し、

患者さまに最適な治療をコーディネートします。

また、看護師や社会福祉士などが医療・介護・福祉・

生活支援に関するさまざまな悩みごとに対応します。

病気をいち早く見つける、予防する。
健診センター（健診・人間ドック）

一般の方や企業さま向けの健康診断や特定健診、

人間ドックなどの受診が可能です。特定健診でも、

結果をもとに生活習慣を改善する保健指導を行い

ます。全身の健康状態をチェックする「人間ドック」や

脳や消化器など特定部位を専門的に見る「脳ドック」

や「がん検診」をはじめ、さまざまなメニューを揃え

ています。

地域の安心を支える急性期治療。
治療（救急・手術・急性期治療）

23の診療科を有する総合病院として、外来・入院診

療はもちろん、救急患者の受け入れや手術など地域

の安心を支える急性期治療を提供します。CT、MRI

などの検査設備や手術設備、人工透析室、化学療法

室、高精度放射線治療装置（関連施設）などを整備。

かかりつけのクリニックなど地域の医療機関と

連携した検査や治療も可能です。

住みなれた家で療養できるように。
在宅療養支援（訪問診療・訪問看護など）

退院後も継続的な治療や看護などが必要な方には、

訪問診療・訪問看護などを通じて在宅療養を24時

間体制でサポートします。日常の医学的な管理は

もちろん、認知症やターミナルケアにも対応します。

緊急入院の対応など、総合病院の強みを生かした在

宅療養支援を行います。

　「病院内にカフェやコンビニ、立山連峰を一望できる憩いの場があると聞いて、富山西総合病院に来ました。」

そんな理由で、ここはいつでもどなたでも気軽に立ち寄っていただける病院です。診療がお休みでも地域の

みなさまが散歩がてらにコーヒーを飲みに来る。ご家族や友人がくつろげる心地よい環境を

提供しています。また、多目的ホールでは地域医療連携関係者による交流会や健康セミ

ナー、イベントなどの最新情報を提供できる場としても活用しています。さまざまな

場所がそれぞれの目的を持って地域のみなさまにお役立てできるようご利用いただいて

います。「ちょっと隣へ行ってくる。」そんな病院がここにあります。

いつでもどなたでも気軽に立ち寄っていただけるそんな病院でありたい。

憩いの場（アメニティー）

健診センター

地域サポートセンター

みなさまがくつろげる

  
　ホスピタルローソン

1F  カフェ　
◆ 営業時間／月～土曜 7：00～19：00   日曜・祝日 9：00～18：00

　◆ 営業時間／月～日曜・祝日 7：00～21：00

ドトールコーヒーショップ富山西総合病院店

安くておいしいドトールのオリジナルコーヒーをはじめ、当店おすすめの
「ミラノサンド」や季節メニューなど充実したフードメニューを多数取り揃えて
います。是非、ご賞味ください。みなさまのご来店をお待ちしています。

遠くに出かけなくても暮らしに必要な生活用品やドリンク・フード
メニューが多数取り揃えてあります。店内には郵便ポスト、ATMも
設置されています。いつでもお気軽にご来店ください。

2F  コンビニエンスストアー

住みなれた街に、 おおきな安心ができる。

地域医療連携関係者交流会
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医療法人社団藤聖会 

女性クリニックWe富山

「性暴力被害ワンストップ支援センターとやま」が開設

　2018年3月1日、「性暴力被害ワンストップ支援センターとやま」が開設

されたことをご存じでしょうか？“24時間365日”支援に応じる同セン

ターは、設置主体である県から委託されたNPO法人によって運営されて

おり、藤聖会グループが協力医療機関として被害者を支援しています。

今回は、支援センターの紹介とともに藤聖会グループの支援体制を紹介します。

　同意のない性的行為はすべて性暴力です。全女性の6.5％は、性暴力

被害を受けた経験を持っています。被害後早期はショックへの防御

反応で「解離」が起こり、どのように対応すればよいかを考えることが

困難になります。顔見知りからの被害が圧倒的に多いからこそ、被害を

届け出て加害者を罰することも大変困難です。しかし、加害者の証拠が

残っている時間は、長くて被害後約5日。お薬で望まない妊娠を防ぐ

ことができる時間も、5日です。できるだけ早くから心のケアを行う

ことも、トラウマの予防に有効です。24時間対応の相談しやすい

窓口に、一刻も早くつながることができれば、と願っています。
　性暴力の約7割は、加害者が身近な顔見知りで、うち約

4割は10代で被害を受けています。被害届を出すことによる

社会生活への影響を考え、警察はもちろん、ほとんどの被害

者は誰にも相談できていません。また加害者を罰するには

被害後早期に証拠を保全する必要がありますが、警察や

医療機関の敷居が高いことも課題でした。

　ワンストップ支援センターでは、性暴力への対応の専門知識を持ったスタッフが、医療、警察対応、

心の回復、生活を取り戻すための支援など、被害にあった方が希望する対応を選べるように相談・

支援を行っています。

性暴力被害者支援のためにできること

性暴力被害ワンストップ支援センターの役割
性暴力被害ワンストップ
支援センターとやま
協力医師

女性クリニックWe富山
院長 種部恭子

性暴力について相談を
お受けします。
（相談内容が外部に漏れる
ことはありません）

じっくりお話をお聞きし
一緒に考えます。

相談者の意志を尊重し
ながら、からだとこころ
に必要な支援を提供し
ます。

必要に応じて、医療機
関・警察・弁護士等司法
対応へ付き添います。

性暴力被害ワンストップ支援センターとやま　相談電話 tel.076-471-7879 【24時間365日】

  女性クリニックWe富山を受診
（警察庁及び富山県警指定医療機関）

緊急避妊などの医療のほか、
警察への被害届など司法対
応を見据えた急性期診療を
行います。

□ プライバシーへの配慮
□ 緊急避妊や妊娠の診断
□ 性感染症の診断・予防的治療
□ 外傷の診断・治療、診断書の交付
□ カウンセリング
□ 司法対応（被害届提出を躊躇している場合でも証拠

　採取・保管が可能）

We富山の性暴力被害者支援と取り組みは、ホームページ
「ウィメンズヘルス」をご覧ください。 

外傷などにより救急医療・入院加療が
必要と判断した場合

協力医師が富山西総合病院まで同行し、救急
治療や入院治療を行います。

　 藤聖会グループ

「女性クリニックWe富山」と「富山西総合病院」では、協力医療機関として司法対応を　　　　含めた医療を提供できる体制を整えています。

藤聖会

グループ
の

関わり

電 話 相 談 同 行 支 援面接相談（来所） 支援のコーディネート

⬇
対応の一例

〒939-8204 富山県富山市根塚町1-5-1 代表：tel.076-493-5580
ウィメンズヘルス：tel.076-493-5533
ブレストケア／形成・美容外科：tel.076-493-5351

http://we-toyama.jp/

支援センターから協力医師に直接連絡
富山西総合病院にて救急医療・入院

⬇

ワンストップ
支援センター

病　院

警　察

弁護士

性暴力被害と支援センター開設の意義
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八尾総合病院からのお知らせ

※当院では、広報誌「キュアライフ」に関する皆様からの幅広い情報やご意見などをお待ちしています。お気軽に総務課企画係までご連絡ください。

医療法人社団  藤聖会・親和会
富山西総合病院　富山西リハビリテーション病院　八尾総合病院　チューリップ長江病院　
女性クリニック We富山　五福脳神経外科　神通眼科クリニック　金沢メディカルステーション ヴィーク
八尾老人保健施設 風の庭 介護老人保健施設 チューリップ苑 上市老人保健施設 つるぎの庭 入善老人保健施設 こぶしの庭 奥飛騨温泉老人保健施設 穂高の庭 　 
　

富山西総合病院

2月20日に、地域の医療・福祉職の方を対象とする地域医療連携交流会を開
催しました。本会はより強い医療と介護のパートナーシップを築くことを目的
に企画し、今回は80人以上の多くの方に参加をいただきました。富山西総合
病院・富山西リハビリテーション病院・八尾総合病院の概要や地域サポートセ
ンターの業務を紹介した後、グループに分かれて院内見学を行いました。短い
時間ではありましたが、様々な意見が聞かれ有意義な交流会となりました。

■ 地域医療連携交流会を開催

3月末で眼科の辻屋壮介医師、形成外科の森本弥生医師が転出となりました。この4月から新たに内科の加藤勤医師、
荒屋宣子医師、眼科の長田裕子医師が着任いたしました。みなさま、どうぞよろしくお願いいたします。

■ 医師の異動

■ 八尾総合病院の診療体制

■ 喫茶（リマン）と売店の営業再開

Toyama nishi Gen
eral Hospital
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理　念

両院が開院してはじめてとなる入職式を執り行いました。今年度は、富山西
総合病院に医師3人を含む26人、富山西リハビリテーション病院は27人が
新たに入職しました。理事長・院長からの歓迎の言葉の後、両院の新入職員
代表が辞令を受け取りました。新しい仲間を迎えて、職員一同気持ちも新た
に地域医療の貢献に努めていきます。

■ 富山西総合病院、富山西リハビリテーション病院合同入職式

内 　　 　科 
整  形  外 科 
小 　児　 科 
皮　 膚　 科 
眼　　  　科 
歯　  　　科 

八尾総合病院は、地域密着の病院として入院・外来診療を引き続き行っています。

診療科
曜日 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

午 前  　午 後 午 前  　午 後 午 前  　午 後 午 前  　午 後 午 前  　午 後 午 前  　午 後

※2018年5月1日現在
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4月18日より、メニューを一新して喫茶（リマン）の営業を再開しました。売店も併設していますので気軽にご利用
ください。今後も地域と連携しながらみなさまの安心・安全・健康に貢献していきたいと考えています。


