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法人を中心に地域医療・福祉、国際
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幸せで 長生きできる人生を 送れるよう
お手伝いします

社会医療法人　達生堂

社会福祉法人　達生堂

公益財団法人

　達生堂は、江戸時代に東京・本石町二丁目の日本銀行の建つ場所に、多田龍齋が内科と
産科を営んでいた記録が残っています。多田家 15 代の多田龍齋は、達生堂グループの多
田家 20 代に当たる多田正毅医師の先祖に当たります。『達生』は、中国の思想家、荘子
の言葉の中にあり、その出典をもとに、グループの理念として「幸せで 長生きできる人
生を 送れるよう お手伝いします」としました。

江戸時代にさかのぼる達生堂のルーツ

達生堂のモットー

城 西 病 院

特別養護老人ホーム　ヒューマン・ハウス
介護老人保健施設　すばる
通所リハビリセンター　茶釜の湯

茨城国際親善厚生財団　IIFF

城西病院が社会医療法人に
　城西病院は、2019 年 9 月、社会医療法人とし
て認定されました。
　社会医療法人は、地域医療に不可欠でかつ公益
性の高い、救急医療やへき地医療、災害医療、周
産期医療などを行う法人に対し、都道府県が地域
医療支援病院として認定します。
　これまで、医療法人として地域医療に尽くして

きた城西病院は、社会医療法人に認可されたこ
とで、より地域での救急医療に対して積極的な
取り組みを行っていきます。
　また、茨城県から DMAT 指定医療機関とし
て指定を受けており、災害や事故現場にも出動
し、活動を行っています。

達生堂グループは、 医療、 福祉、 国際

医療支援の３つの柱で活動しています

－ � － － � －



達生堂 h i story

　達生堂の核となる社会医療法人　達生堂「城西病院」
は、1981 年４月 19 日に茨城県結城市に開院しました。
　城西病院の建つ結城市は、東京・首都圏から約 70
㌔に位置し、隣接する栃木県小山市には東北新幹線の
駅があり、１時間で首都圏に行くことができる利便性
のある場所です。
　城西病院の開業は、当時のいはらき新聞 1981（昭
和 56）年 4 月 20 日付で報じられました。報道では、
敷地面積 10562 平方㍍、鉄筋 2階建て延べ 2913 平方
㍍でレンガ色を基調としたモダンな造り。診療科目は
内科、産婦人科、整形外科、小児科、理学診療科、歯
科、脳神経外科と、健康診断業務。病床数は 129 床。
新聞報道の中では、常勤医師５人で 24 時間救急患者
の受け入れ態勢を整えていることを前面に取り上げ、
最先端医療装置を整える中で、日本では慶応大学付属
病院にしかない心電図自動解析センターを設置したこ
とが特筆されていました。

いはらき新聞　1981（昭和 56）年４月 20 日付　４面

城西病院は 1981 年、結城市に開院

首都圏からわずか 1時間

　城西病院は、開院以来、『地域医療と地球医療に “ 優しさ ” と “ 思いやり ” を』をモットーに、取り
組んでいます。地域の救急医療を充実させたいという思いで開院し、翌年にはインドシナ難民の海外
医療支援をスタート。その中で、地域と地球に対する医療に親身に取り組んでいきたいという思いが
込められています。
　1999 年５月に城西総合健診センターを開設。2011 年 11 月には新棟が完成し、許可病床 261 で、
一般病棟、回復期リハビリ病棟、療養病棟などを有しています。診療科は、内科、総合内科、循環器 
内科、外科、整形外科、脳外科、婦人科、小児科、眼科、皮膚科、耳鼻科、泌尿器科、ペインクリニッ
ク、歯科・口腔外科など多岐にわたっています。検査機器も血管カテーテル検査・治療装置、１度に
128 スライスの断層画像が撮影可能な CT スキャン、MRI、マンモグラフィ、Ｘ線ＴＶシステムなど
をそろえています。
　地域の２次救急病院として、昼夜を問わず救急外来を受け入れるとともに、社会福祉法人との連携
で、地域の高齢者の健康や安心も守っています。また、地元自治会と達生堂グループは、大規模災害
時の協定を結び、地域の高齢者の受け入れや病院、福祉施設の運営の手助けなどを行う仕組みも作り
ました。

地域医療と地球医療に“優しさ”と“思いやり”を
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日本から世界に　国際医療支援がスタート

　1982 年 11 月、城西病院開院の翌年、多田正毅医師はレントゲン技師らとともにタイのカンボジ
ア難民キャンプをトラックで走っていました。トラックには、レントゲン撮影の機材を載せ、流れ弾
が時折飛んでくる中を、診療に回っていました。
　このインドシナ難民キャンプの医療支援が、城西病院による一番最初の国際医療支援でした。その
後、エチオピア飢餓難民の医療支援やアフガニスタン難民の医療支援に当たりました。アフガン難民
の医療支援は 27 年間に及びました。
　アジアに目を向けた多田医師は、2005 年にタイ北部のミャンマーとラオス国境が接する通称「ゴー
ルデントライアングル」での活動を開始しました。ゴールデントライアングルは、麻薬密造組織が山
岳少数民族を使って世界最大規模の麻薬密造を行っていました。少数民族は国籍を持つことのできな
い人も多く、貧困の中で
生活をしていました。生
活環境も悪く、伝染病も
蔓延していました。城西
病院ではタイ北部に位置
するメーサイ市の国立
メーサイ病院に中古医療
機器をコンテナ９台分寄
贈し、医師や歯科医師、
看護師、レントゲン技師
を派遣して現地スタッフ
を指導し、巡回診療な
ども行いました。さら
に、2006 年度から 3 年
間、外務省政府開発援助

（ODA）による『大メコン流域地区（GMS）でのマラリア、結核、エイズ対策プロジェクト』に取り組み、
タイ、ラオス、ミャンマー、ベトナムの医師、看護師、臨床検査技師など 107 人に対して専門的な
指導を行いました。
　現在は、タイ・メーサイ市にあるメーサイ病院と姉妹病院を締結、メーサイ病院の看護師などス
タッフを招き、城西病院で一カ月の視察を行っています。また、中国やタイなど、今後介護施設の充
実が求められる地域の人たちを外国人技能実習生として受け入れ、達生堂グループ全体として実習を
サポートしています。

多彩な国際交流

27 年にわたるアフガニスタンの支援

　ソ連侵攻から混乱を極めたアフガニスタンの支援は、
1988 年４月にスタートしました。当時、欧米諸国では
難民患者を自国で治療する医療支援が行われていました
が、日本では実施されていませんでした。白羽の矢が立っ
たのが城西病院で、IOM（国際移住機構）との連携のも
とアフガニスタンの傷病者を受け入れ、治療をして母国
に戻すという活動を開始。５年間で 56 人の戦傷患者を
受け入れました。
　日本で受け入れても、３カ月で母国に戻らないといけ
ない。しかし、リハビリは長期間必要となってきます。
そのため、1991 年８月にパキスタンのペシャワールにリハビリを目的としたメディカルセンターを
開設。2001 年に米国同時多発テロが発生。アフガニスタンへも米国が派兵。そのため、多くの子供
たちが戦乱に巻き込まれ、家を追われ、栄養失調の子供も続出しました。このため、メディカルセン
ターは子供たちの診療も行う一方で、ミルクやコメを詰めた「命の袋」を配布、多くの子供たちの命
を救いました。2002 年９月にセンターをアフガニスタンのカブールに移しました。現在は、現地の
人たちに運営を任せています。

　タイ・メーサイ病院とは看護師の相
互視察派遣を続けています。この交流
をきっかけに、メーサイ市と結城市が
姉妹都市を結び、高校生を相互に派遣
する教育交流も行いました。
　メーサイ病院は新しい病院棟を６年
前に建設し、医療技術も年々向上して
います。タイはアメリカ式の医療シス
テムを取り入れており、日本とタイの
交流はお互いに学ぶところが大きい事
業になっています。

インドシナ難民支援でレントゲン診断を行う多田医師

アフガン難民の子供を診療する多田医師

メーサイ病院との交流 メーサイ病院看護師の視察

教育交流でメーサイと結城の高校生が交流
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超高齢化社会とともに

　城西病院がオープンして５年後の 1986 年４月 28 日、社会福祉法
人筑西会（現在は社会福祉法人達生堂）の特別養護老人ホーム「ヒュー
マン・ハウス」がオープンしました。全国的にも高齢化社会が進み、
地方都市の結城市は全国よりも高い高齢化率を示しており、福祉施設
の充実が急務となっていました。
　この高齢者介護施設は、道路を挟んで病院に隣接して建設。医療と
福祉が隣り合って機能する施設として誕生しました。
　当初、多床室 50 床でスタート。ヒューマン・ハウスのオープンは、
新聞紙上でも大きく取り上げられました。当時の報道で、特筆されて
いるのは「人間性重視の造り」。明るい居室、ホールのような広い空
間も吹き抜けの天井によって明るい自然光が降り注ぐ設計となってい
ます。こうした明るく広い空間とともに、外部に広場が設けられ、職
員やボランティアとご利用者が触れ合う場所も考えられていました。
　1999 年 4 月に結城デイサービスセンターがオープン。同じ年の９
月に居宅介護支援事業所が開かれました。

高齢者介護施設オープン

特養ユニット型施設

　2007 年 12 月 に 特 別 養 護 老 人 ホ ー ム（ 特 養 ）
ヒューマン・ハウス２号棟がオープンしました。
　２号棟は、当時の先端を行くユニット型を取り入
れた施設です。ユニット型は、10 人を１つのユニッ
トとして構成。利用者さまが個室を持って、ユニッ
トごとに生活する方式で、2000 年に入ってから、
全国的に取り入れられるようになりました。
　ユニット型のメリットは、入居者が自宅にいるよ
うなプライバシーを守った環境で個別ケアを受けら
れるとともに、ユニットごとに家庭的な雰囲気で生
活を送ることができます。1986 年にオープンした
多床室とは異なるコンセプトを持つユニット型もそ
ろうことになりました。

時代の要請に応えて老健施設オープン

　高齢化が進み、高齢者が入所する施設が不足する中、医療ケ
アと日常生活サービスを提供し、在宅に戻していく施設として
老人保健施設（老健施設）が 1973 年に新制度として創設され
ました。
　社会福祉法人達生堂は 2011 年９月、介護老人保健施設「す
ばる」を開所。介護の必要な高齢者の入所施設が不足する中、
日常生活サービスとリハビリ、医療ケアを行い、在宅介護に移
行する施設として介護老人保健施設が誕生しました。
　2016 年７月には、天然温泉によるリハビリも行える通所施
設として、通所リハビリセンター「茶釜の湯」が開所しました。

いはらき新聞　1986（昭和 61）年４月 25 日付 13 面

特別養護老人ホーム「ヒューマン・ハウス」

介護老人保健施設「すばる」
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未曾有の大災害が発生した平成

人が命を失いました。この大震災では、平時の救急医療が提供されていれば、500 人が救命できた
可能性があるとされ、誕生したのが災害派遣医療チーム（DMAT）です。
　「避けられた災害死」を助けたいと、城西病院の医師・看護師・事務職員などは 4 日間にわたって
専門の訓練を受け、試験に合格して DMAT のメンバーになります。城西病院でも 2017 年３月に茨
城県から DMAT 指定医療機関の指定を受けました。

　2011 年 ３ 月 11 日、 宮 城 県 牡 鹿 半 島 の 東 南 東 沖
130km で M9.0 の地震が発生しました。最大震度は７、
茨城県でも震度６強を記録し、その後太平洋岸を襲った
津波で多くの犠牲者を出しました。この地震で亡くなっ
た方は約１万６千人、行方不明者は約 2600 人にも及び
ました。
　結城市内でも大きな揺れを観測。地震により隣市の筑
西市民病院の入院患者は、一時、筑西市民体育館に避難
し、その後、城西病院などに搬送しました。
　この地震の 16 年前、兵庫県で起きた阪神・淡路大震
災は震度７の激震により建物などが崩壊、6500 人近い

　DMAT は、 原 則 と し て 医
師、看護師２人、事務員の４
人でチームを編成します。城
西病院では、大規模災害など
に対し柔軟な対応ができるよ
うに、隊員の養成を進めてい
ます。

　バイスタンダーとは、通りかかった人という意味で、救命の際に傷
病者にいち早く気づき、救急車の要請や心肺蘇生などの初期措置を行
うことで救命率が少しでも向上します。達生堂グループでは、DMAT
の活動の一方で、グループ職員全員が、いざという時にバイスタンダー
として対応できるよう講習を行っています。

職員全員がバイスタンダーに

令和元年房総半島台風で出動

　救命の連鎖は、心停止の予防、心停止
の早期認識と通報、一次救命処置（心肺
蘇生と AED）、そして二次救命と心拍再
開後の集中治療の輪がつながることが重
要で、一次救命処置でのバイスタンダー
の役割が非常に大きくなっています。
　このため、院内の急変者に対応する
JRRT（達生堂グループ院内急変対応チー
ム）により、新入職者全員を対象とした
心肺蘇生をはじめとする急変者対応の講
習会を毎年実施しています。グループ内
はもちろん、地域の中で１人でも助かる
人がいればという願いを込めて。

　令和に入っても自然災害は猛威を振るいました。2019 年９月
５日、関東地方を直撃した台風として史上最強クラスの台風 15
号が房総半島などを襲いました。
　房総半島の医療機関は、大規模停電に見舞われ、100 床規模
の療養病院の入院患者が全員避難する状況に陥りました。茨城県
は千葉県から DMAT 派遣
要請を受け、県内のチーム
に出動を要請。城西病院
チームは、木更津市の君津
中央病院に急行、避難患者
を千葉や神奈川などの病院
に搬送しました。
　

工場爆発事故

　2019 年７月 24 日午前６
時 50 分ごろ、近くの工場で
爆発事故が発生。当直勤務の
隊員らが急行し、事故現場に
臨場。負傷者１人を城西病院
に搬送しました。

－ 10 － － 11 －

茨城県からDMAT 指定医療機関に指定



達生堂 now  and  future   

城西病院社会医療法人 達生堂
〒 307-0001
茨城県結城市結城 10745-24
℡　0296-33-2111　Fax　0296-32-1937

概　要

1981 年４月 19 日開院
許可病床　261 床
救急指定病院　療養型病床群併設病院
DMAT 指定医療機関

沿　革

1981 年　4 月	 医療法人厚友会城西病院	開設

1999 年　5 月	 城西総合健診センター開設

2011 年 11 月	城西病院の増改築により新棟完成

2012 年　7 月	 ドイトンコーヒー１号館オープン

2013 年　5 月	 回復期リハビリテーション病棟開設

2013 年　8 月	 病児保育室を院内に開設

2013 年 12 月　心臓カテーテル検査開始

2014 年　5 月	 透析センター開設

2016 年　4 月	 医療法人 「達生堂」 に改称

2017 年　3 月	 DMAT 指定医療機関に指定

2017 年 11 月	達生堂グループ包括支援センター開設

2019 年　9 月	 医療法人から社会医療法人に移行

先端の検査・治療機器

　城西病院では、先端の検査機器や医療機器を駆使し、患
者さまの健康を守るとともに、治療に全力を挙げていま
す。　CT スキャナーは、一度に 128 スライスの断面を撮
影、短時間での検査が可能になっています。MRI は、磁
束密度 1.5 テスラの強い磁石と特殊な電波による画像診断

CT スキャナー

MRI 血圧脈拍検査装置（ABI/PWV） マンモグラフィー

装置です。血圧脈拍検査装
置は、動脈硬化や血管閉塞
などを判定します。マンモ
グラフィーも最新の機器を
導入しています。

　血管カテーテル装置は、心臓や脳などの血管
内に細い管（カテーテル）を挿入し、血管の
狭
きょうさく

窄や梗
こうそく

塞部位を診断する検査です。検査とと
もに、カテーテルを使って心臓や脳の緊急治療
も行うこともできます。

　腹腔鏡下手術は、腹部に開けた小さな穴からス
コープを入れ、スコープで映された映像をもとに
行われる手術です。
　開腹手術に比べ、患者さまの負担が少なく、入
院期間も短く、手術跡が目立たないというメリッ
トがあります。

心臓血管カテーテル検査

腹腔鏡下手術
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透析センター

城西総合健診センター 充実の関連施設

　現代は、ストレスの時代と言われています。「病は気から」というように、
精神的な原因からくる病気が多くなっています。
　精神を常に健全に保つことは、身体の健康を維持する重要な要因のひとつ
とされています。そのため、当健診センターは、最新の検査機器はもちろん、
運動施設や温浴施設、美容施設を備え、" 安心 " と " ゆとり " をご提案する "
健康の社交場 " としてもご利用いただけます。

　センターでは、日帰りの
健診や一泊二日のドック、
女性を対象としたドックな
ど、さまざまなコースをお
選びいただけます。また、
健康増進のために会員制の
ジムも設けています。汗を
かいた後は、天然温泉に
ゆっくりつかって、疲れを
落としてください。

　透析センターは、ベッド数 30 床。うち、２床は、感染
症の患者さまに対応するため、個室になっています。
　通院が困難な方などのため、送迎サービスを行っていま
す。車いすのまま体重測定を行うことができる測定器を導
入、段差がなく、３モーターの自動ベッドを導入するなど
バリアフリーになっています。外来の患者さまをはじめ、
城西病院に入院中の患者さまなど、地域に密着したセン
ターを目指しています。　

お問い合わせは　℡ 0296(33)0115　まで

　すべてのベッドは血液のろ過と透析を同時に行う血液透析ろ過
（HDF) に対応。常に細菌の侵入を監視する生菌（ET）検査を行い、
厳重な水質管理のもとでオンライン透析を行っています。
　透析は月曜、水曜、金曜のグループと火曜、木曜、土曜のグルー
プで、午前中は午前８時半、午後は１時半から開始しています。

お問い合わせは　℡ 0296(33)8663　まで

病児保育室　ひばり
　子供が急に病気になったとき、安心して預けること
ができるのが病児保育室です。ひばりは、結城市の委
託事業として、城西病院内の小児科前に設置していま
す。専門スタッフが、保護者が戻るまでの間に子供の
お世話をするとともに、小児科医や看護師が子供の病
状の経過観察を行います。
　対象となる児童の疾患は、風邪や腹痛、発熱などの
日常疾患、水痘、おたふく、インフルエンザなどの伝
染性疾患、耳鼻咽喉科、歯科、眼科の疾患、骨折、熱
傷などの外傷。伝染性疾患の場合は、保育室内に設け
た隔離室で保育します。
　お預かりできる子供は、結城市か小山市に在住、在
勤の保護者の子供で、おおむね生後半年から小学６年
生まで。月曜から金曜（祝日除く）の午前８時半から
午後６時となっています。

お問い合わせは

℡ 0296(33)5121　まで

院内託児所

　働くお母さんたちを応援したいと、城西病院では
院内託児所を設けています。お預かりするのは原則、
零歳児から未就学児童。時間は月曜から土曜までは
午前８時から午後７時、日曜は午後６時までで、保
育士が子供たちの日常生活を見守るとともに、季節
のイベントや遊びなどを取り入れて、楽しい毎日を
送っています。 ニューデイリーヤマザキ

　　　　　　城西病院店

　タイ王室の麻薬撲滅活
動・ドイトンプロジェク
トに賛同し、病院内にド
イトンカフェを開いてい
ます。

　達生堂グループが
運営しています。身
の回りの品はもちろ
ん、焼き立てパンや

地場産の新鮮野菜などが人気です。毎月一度、
採れたて新鮮野菜の特売を行っています。

ドイトンコーヒーショップ
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社会福祉法人 達生堂

　　　　　　　沿　　革

1985 年 11 月　社会福祉法人　筑西会設立

1986 年 ４月　特別養護老人ホーム

　　　　　　　ヒューマン・ハウス開所

1999 年 ４月　結城デイサービスセンター開所

2007 年 11 月　２号棟開所

2011 年 ９月　介護老人保健施設

　　　　　　　すばる開所

2012 年 11 月　３号棟開所

2014 年 11 月　天然温泉「茶釜の湯」命名

2015 年 ６月　足湯「茶釜の湯」無料開放

2016 年 ７月　通所リハビリセンター

　　　　　　　茶釜の湯開所

2017 年 ４月　社会福祉法人　達生堂　　　　

　　        　に名称変更

特別養護老人ホーム　ヒューマン・ハウス

　150 床　ショートステイ 17 床
　◎在宅での生活が困難な高齢者に、生活の場と
　してさまざまな介護サービスを提供する施設
結城デイサービスセンター　ヒューマン・ハウス

　定員 25 名
　◎日帰りで介護サービスを受ける施設
介護老人保健施設　すばる

　100 床
　◎在宅への復帰を目標に、機能回復訓練や介護
　サービスを提供する施設
通所リハビリセンター　茶釜の湯

　定員 125 名

　◎日帰りで日常生活の自立のための機能維持回

　復を図るリハビリテーションを行う施設

※いずれの施設も介護認定を受けた方を対象とし

ています

天然温泉 茶釜の湯

　2014 年 10 月、結城市の
北部エリアで温泉を掘削しま
した。地下約 1500m から泉
温 40 ～ 43℃の温泉が湧出
しました。泉質はナトリウム

人材育成

特別養護老人ホーム

ヒューマン・ハウス

℡ 0296(34)7101

介護老人保健施設 すばる　℡ 0296(21)2088

通所リハビリセンター茶釜の湯

℡ 0296(21)2001

塩化物温泉で、湯冷めしにく
く、血液の循環を促進し、低
アルカリ性で美肌効果がある
とされています。
　この温泉を利用して通所リ
ハビリセンター「茶釜の湯」
がオープン。近隣の方にも温

泉を活用していただこうと、無料の足湯「茶釜の湯」も設置しました。
　温泉は湧出量毎分 112.9㍑で、デイサービスセンターや健診セン
ターでも活用しています。　

ショートステイ みぶの杜
豊かな自然に囲まれた

緊密な医療連携

　社会福祉法人の入所施設は、城西病院に隣接して
建てられています。容態が急変した時や具合の悪い
時にはすぐに病院が対応する体制をとっています。
　2020 年３月には、短期入所のご利用者が心臓の
緊急手術をしないといけない病状にいち早く気づ
き、病院で受診後、ドクターヘリで救命救急に搬送、
一命をとりとめた事例がありました。

　達生堂グループは、職員の研修や資格取得に力を
入れています。
　グループ内の専門職員を講師に、自前で介護職の

初任者研修所を立ち上
げ、グループ内外の人
が受講。グループ内職
員を対象に喀

かくたん

痰吸引等
研修も行うなど、人材
を育成しています。

　栃木県壬生町の東関東自動車道壬生 IC
と都賀 IC の中間、自然豊かなロケーショ
ンにあります。江戸時代から続く古民家に
隣接して建てられ、四季折々の花が施設周
辺を彩ります。

ショートステイ　みぶの杜
℡　0282(82)0077

－ 1� － － 1� －

温泉を掘削したやぐら

長さ 10㍍の温泉リハビリプール

無料開放している足湯



公益財団法人 茨城国際親善厚生財団

　城西病院内に日本で初めて
のドイトンコーヒーショップ
を開いたのに続き、2015 年
11 月に JR 結城駅前の結城
市民情報センターに２号店を
オープン。同プロジェクトの
代表で、タイ王室のクンチャ
イ殿下も出席し、オープンを
祝いました。

　姉妹病院を締結しているタイのメーサ
イ病院の看護師を約１カ月間受け入れ、
日本の医療・介護などについて視察を
行っています。

達生堂の目指すもの
Ibaraki International Friendship and Welfare Foundation

タイとの交流 救護所の設置
　結城市内で、祭
りゆうきなど大規
模 な イ ベ ン ト が
開かれる際には、
DMAT や JRRT の

メンバーによって救護所を設置しています。また、イ
ベントによってはドイ
トンコーヒーショッ
プ が 出 店 し、 チ ャ リ
ティーでコーヒーを提
供しています。

　タイでの国際医療支援は、タイの
人々との友情をはぐくみました。タイ
北部で麻薬撲滅活動・ドイトンプロ
ジェクトプロジェクトを展開するメー
ファールワン財団をはじめ、メーサイ
病院、メーサイ市、メーサイ高校と
IIFF がつながり、分野を超えて友情の
輪を広げています。

海外職員研修

　IIFF と関係の深いタイ
と中国で職員研修を行っ
ています

　社会医療法人、社会福祉法人、公益財団法人の３公益法人によ
り、地域はもとより、国際的な医療・福祉の充実を目指してきま
した。今、地域の医療・福祉でより充実させていかなければなら
ない課題があります。
　その１つが、超高齢化社会にどう対応していくのかという課
題。日本は、2018 年に高齢化率は 28.1％に達し、2065 年には
38.4％にも上昇すると予想されています。そして、地方にはそ
の波が早く訪れます。老々介護の問題、一人暮らしの高齢者の居
場所や介護の問題と、医療・福祉にかかわる問題が山積していま
す。そして、高齢化社会に対する問題は、世界各地で起こりつつ
あります。医療、福祉、国際交流の公益法人を持つ達生堂グルー
プは、グループ全体でこの問題に取り組んでいます。
　また、平成になって阪神淡路大震災や東日本大震災と、かつて
経験したことのない災害が発生しています。また 2019 年には関
東を直撃した台風では観測史上初めての勢力という台風 15 号が
関東地方を襲い、大きな被害を出しました。また、大規模事故も
増えています。大災害が起きた時に、医療・福祉はどう対処すれ
ばいいのか、日々試行錯誤しながら、その答えに近づいていきた
いと考えています。そのためにもグループ内で医療・福祉の連携
を今以上にスムーズにしていくとともに、近隣の医療・福祉機関
との関係を深めていきます。

超高齢化、大災害に対応するために

地域との連携

　大規模災害時には地域との連携
が不可欠です。そのため、達成堂
グループは地元４自治会と災害時
協定を 2018 年に締結しました。
　大規模災害が起きた時には、病
院や福祉施設が地元高齢者を積極
的に受け入れ、地元自治会は病院
や福祉施設に人を派遣、病院や施
設の運営をサポートしていくとい
う内容で、茨城県内では初めての
協定締結でした。

外国人技能実習生受け入れ
　中国では少子高齢化に伴い、超高齢化社会への
対応が国を挙げて行われています。福祉施設の整
備を進めているところで、日本の介護技術を学び、
自国での介護充実に結びつけるため、日本に技能
実習を送り出しています。
　IIFF でも技能実習生の監理団体となり、2019
年から受け入れを始め
ました。達生堂グルー
プの福祉施設や病院で
実習を行うとともに、
県内の福祉施設や病院
にも派遣しています。

活用されるヘリポート
　病院敷地内にヘリポートを有しています。
外来や入院の緊急搬送が必要な患者さまをド
クターヘリで運ぶとともに、救急車からドク
ターヘリで救命病院に搬送するためのランデ
ブーポイントとして活用されています。
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IIFF ℡ 0296(32)8288



社会医療法人 達生堂

城 西 病 院 特別養護老人ホーム

ヒューマン・ハウス〒 307-0001　茨城県結城市結城 10745-24
℡ 0296(33)2111  Fax 0296(32)1937 〒 307-0001　茨城県結城市結城 10767-19

℡ 0296(34)7101  Fax 0296(33)8010

介護老人保健施設

すばる
〒 307-0001　茨城県結城市結城 10780
℡ 0296(21)2088  Fax 0296(33)6550

結城デイサービスセンター

〒 307-0001　茨城県結城市結城 10767-24
℡・Fax 0296(32)1864

居宅介護支援事業所

〒 307-0001　茨城県結城市結城 10767-24
℡ 0296(32)1890  Fax 0296(32)1864

結城市在宅介護相談センター

〒 307-0001　茨城県結城市結城 10767-19
℡ 0296(34)1890  Fax 0296(32)1864

病児保育室　ひばり
〒 307-0001　茨城県結城市結城 10745-24
℡・Fax 0296(33)5121

城西総合健診センター
〒 307-0001　茨城県結城市結城 10745-24
℡ 0296(33)0115  Fax 0296(33)8300

通所リハビリセンター

天然温泉 茶釜の湯
〒 307-0001　茨城県結城市結城 11299-1
℡ 0296(21)2001  Fax 0296(34)0081

居宅介護支援事業所

〒 307-0001　茨城県結城市結城 11299-1
℡ 0296(21)2003  Fax 0296(34)0133

茨城国際親善厚生財団
〒 307-0001　茨城県結城市結城 10745-24
℡・Fax 0296(32)8288

ショートステイ みぶの杜
〒 321-0236　栃木県下都賀郡壬生町上稲葉 1205-1
℡ 0282(82)0077  Fax 0282(82)0085

〒 307-0001　茨城県結城市結城 10743-12
℡ 0296(32)5389

ニューデイリーヤマザキ

お困りの時は

達生堂グループ包括支援センター
℡ 0296(45)8222
　病院を退院したらどうすればいいの？　どの介護施設を使え
ばいいの？　施設を使う手続きは？　自宅で 24 時間介護がで
きない。そんな時に、ご相談ください。病院や福祉施設、行政
などと密に連携し、医療と福祉を総合的に判断して解決策をと
もに考え、ご提案するセンターです。

公益財団法人

城西病院店

社会福祉法人 達生堂

関連施設

© 達生堂 group


