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「いつでも、どこでも、誰でもが最善の医療を受けられる社会」を目指しています。

徳洲会の基本理念“生命だけは平等だ”をこの成田富里の地で実現することを使命として
運営します。
理念を実現するために病院としての運営方針を以下に定めます。

1. 救急患者さんを断らない　　2. 患者さんからの贈り物は一切受けとらない
3. 安心安全な質の高い医療を提供します　　4. 地域のニーズに耳を傾け、患者さん目線で医療を提供する
5. 高度な技術と豊かな人間性を併せ持つ医療人を育成する

1. 地域の救急医療に積極的に貢献し、一人でも多くの患者さんの救命を目指します。
2. 全職員が心から患者さんの回復を願っていると感じて頂けるような真心のある病院を目指します。
3. チーム医療の充実により医療行為に伴う合併症発生率の低下を実現し、患者さんが安心して医療を
受けられる病院を目指します。

徳洲会の理念

成田富里徳洲会病院の運営方針

1. 年中無休・２４時間オープン　　2. 入院保証金・総室（大部屋）の室料差額冷暖房費等一切無料
3. 健康保険の3割負担金も困っている人には猶予する　　4. 患者さまからの贈り物は一切受けとらない
5. 医療技術・診療態度の向上にたえず努力する
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徳洲会の理念の実行方法

8月 4階東病棟開棟
9月 9階西病棟開棟
12月 RI（ラジオアイソトープ:放射性同位元素）検査装置導入

1月 ドライブスルー方式での新型コロナウイルスPCR検査開始
3月 2020年度（2020年4月～2021年3月）救急件数 3452件受入
4月 職員数 604人
5月 院内に新型コロナウイルスワクチン接種会場設置・ワクチン接種開始
 ICU病棟移動
7月 Qスイッチアレキサンドライトレーザー導入・治療（シミとり）開始
8月 HCU病棟開棟
 病床数 332床
 カテーテルアブレーション（不整脈の根治術）開始
9月 人間ドック・健康診断WEB予約開始

1月 耳鼻咽喉科開設
 千葉県成田国際空港警察署より感謝状の贈呈
3月 2021年度（2021年4月～2022年3月）救急件数 4306件受入
4月 職員数 634人
5月 特定集中治療室管理料3
6月 高気圧酸素治療（HBO）装置を2台に増設
 訪問看護ステーションつむぎ開設
7月 病床数 337床

2020年

2021年

2022年

▲新型コロナウイルスPCR検査開始

新型コロナウイルス
　ワクチン接種会場▶

◀▲訪問看護ステーション
つむぎ開設

RI検査装置▶

 「とみちゃん」は富里市の
公式マスコットキャラクターです。

Take FreeTake Free
ご自由に

お持ちください

沿革

徳洲会の理念



8月 病院内覧会
9月 医療法人徳洲会 成田富里徳洲会病院開院
 病床数 150床
 一般病棟入院基本料4
 職員数 133人
 6階西病棟開棟、6階東病棟開棟、7階西病棟開棟
11月 医療講演開始

2月 内視鏡下手術支援ロボット「ダヴィンチ」導入
3月 2015年度（2015年9月開院～2016年3月）救急件数 2362件受入
4月 職員数 273人
6月 回復期リハビリテーション病棟開棟
 回復期リハビリテーション病棟入院料3 
8月 病床数 200床
　
3月 2016年度（2016年4月～2017年3月）救急件数 4379件受入
4月 職員数 324人
8月 内視鏡センター開設

1月 成田富里徳洲会 季刊誌『 T-mind』創刊
3月 介護老人保健施設 徳州苑開設
 2017年度（2017年4月～2018年3月）救急件数 4094件受入
4月 職員数 360人
 DPC制度対象病院に
 総合診療科病棟開棟
5月 3階東病棟開棟、7階東病棟開棟
6月 病床数 237床

2015年 2018年

2019年

2020年

2016年

2017年

2018年

History沿革
7月 西日本豪雨災害医療支援活動TMATへ当院主任看護師派遣
9月 ハイブリッド手術室を設置
 日本内科学会教育関連病院認定
11月 日本医療機能評価機構 一般病棟2 3rdG:Ver.1.1認定
 成田富里徳洲会病院 第1回健康フェス2018開催
12月 病床数 261床

3月 2018年度（2018年4月～2019年3月）救急件数　4398件受入
4月 職員数 400人
8月 病床数 285床
9月 成田富里徳洲会病院 第2回健康フェス2019開催
 台風15号 千葉県直撃により千葉県内で大規模停電発生
 被災の病院から当院へ50名以上の患者様受入れ
10月 佐倉市八街市酒々井町消防組合救急の受入れが評価され

佐倉市より特別功労表彰を受賞

3月 2019年度（2019年4月～2020年3月）救急件数　4982件受入
4月 職員数 514人
 JMIP（外国人患者受入れ医療機関認証制度）認証
5月 4階西病棟開棟
 新型コロナウイルス感染症患者専用病床 20床開設
 病床数 295床
 新型コロナウイルス感染症陽性患者入院受入れ開始
 千葉県内初のツリウムレーザー導入・
 ツリウムレーザー前立腺蒸散術（ThuVAP）開始
6月 大日病院合併
 病床数 351床
 8階東病棟開棟

▲病院内覧会① ▲病院内覧会②

▲医療講演

▲内視鏡下手術支援ロボット
「ダヴィンチ」

介護老人保健施設　徳州苑▶

▲ハイブリッド手術室

第1回健康フェス
2018▶

台風15号
大規模停電発生▶

西日本豪雨災害
医療支援活動

第2回健康フェス
2019▶

創立７周年を祝して
［ご挨拶］ ［祝辞］

富里市長　五十嵐  博文

　成田富里徳洲会病院が創立７周年を迎えられましたこ

とを心からお喜び申し上げますとともに、記念誌発刊に

当たられました関係者の皆様の御尽力に、深く敬意を表

します。

　貴院におかれましては、富里市内では数少ない救急告示

病院として、開設当初から救急医療体制を維持し、本市の

消防救急体制の充実に御尽力をいただいております。

　また、新型コロナウイルス感染症禍では、ワクチン接種

への御協力のほか、発熱外来指定医療機関として多くの市

民の受入れを行っていただくなど、市民の安心・安全な生

活に欠かせない地域医療の充実に、多大なる貢献をされて

おります。

　併せて、千葉県病床確保計画の重点医療機関にも位置付け

られており、新型コロナ医療の最前線で御尽力をいただくな

ど、多岐にわたり地域医療の推進に多大なる貢献を賜ってお

りますことに、厚くお礼申し上げます。

　このたび、創立７周年を迎えられましたことは、荻野院

長をはじめ、関係する皆様方の御尽力の賜であり、深く敬

意を表する次第です。

　本市では、今後とも貴院をはじめ、関係医療機関と連携

の下、地域医療の充実や、市民が生涯を通じて健康な生

活を実現できるよう諸政策を推進してまいりますので、

引き続き、御指導、御鞭撻を賜りますようお願い申し上

げます。

　結びに、成田富里徳洲会病院の一層の御発展を祈念致し

まして、お祝いの言葉といたします。

　徳洲会は、鹿児島県徳之島出身の創設者、徳田虎雄名誉

理事長が、貧しさから医療を受けられず弟を亡くした幼い

頃の経験から、「生命だけは平等だ」の哲学の下、「いつで

も、どこでも、誰でもが最善の医療を受けられる社会」を

目指し1973年に大阪府松原市に設立しました。医療の原

点である救急医療から予防・慢性・先進医療に至るまで、

都市部のみならず医療過疎の離島僻地にも多くの病院や

介護施設を設立し、来年で50年になります。現在、全国で

71の病院、300以上の医療介護施設を運営し、3万8千人

を超える職員と共にこの理念哲学を追求しています。

　成田富里徳洲会病院は、2015年9月1日、徳洲会71番目

の新設病院として開院し、この度、7周年を迎えることが

できました。開院前の準備期間を合わせますとさらに長年

にわたり地元の皆様や富里市、成田市をはじめとした近隣

の行政機関の皆様、地元医師会の皆様には多大なるご支援

を賜りましたこと、改めまして心より感謝申し上げます。

開院当初から「断らない医療」を実践するべく24時間365

日緊急手術や緊急カテーテル手術などにも即応できる体制

を整え、年間5000件近くの救急車の受入れを行いました。

また、院内に200床の介護老人保健施設（徳洲苑）増設や

療養病棟増床、核医学検査、高性能レントゲン透視装置

を備えたハイブリッド手術室増設、訪問看護ステーション

（つむぎ）設立、今年中には最新型CT装置を増設する計画が

あり常に進化を続けています。2020年に始まった新型

コロナウイルス感染症によるパンデミックでは、いち早く

発熱外来を開始して、コロナ専用病棟も設け、積極的に

コロナ診療を行い、多くの方へワクチン接種を行ってきま

した。これからも病院機能をさらに充実させて地域の皆様

方に信頼していただける病院となり、安心安全な医療介護

をいつでもお届けできるように職員一同精進してまいり

ますので引き続きご指導ご鞭撻を賜りますようよろしく

お願い申し上げます。

創立７周年を迎えて
成田富里徳洲会病院 院長　荻野  秀光
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お願い申し上げます。

創立７周年を迎えて
成田富里徳洲会病院 院長　荻野  秀光
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成田富里徳洲会病院 院長
荻野 秀光
創立７周年を迎えて

富里市長
五十嵐 博文
創立７周年を祝して

〒286-0201 千葉県富里市日吉台1-1-1　☎0476-93-1001（代）
医療法人徳洲会
成田富里徳洲会病院 E-mail soumu@naritatomisato.jp  https://www.naritatomisato.jp/

「いつでも、どこでも、誰でもが最善の医療を受けられる社会」を目指しています。

徳洲会の基本理念“生命だけは平等だ”をこの成田富里の地で実現することを使命として
運営します。
理念を実現するために病院としての運営方針を以下に定めます。

1. 救急患者さんを断らない　　2. 患者さんからの贈り物は一切受けとらない
3. 安心安全な質の高い医療を提供します　　4. 地域のニーズに耳を傾け、患者さん目線で医療を提供する
5. 高度な技術と豊かな人間性を併せ持つ医療人を育成する

1. 地域の救急医療に積極的に貢献し、一人でも多くの患者さんの救命を目指します。
2. 全職員が心から患者さんの回復を願っていると感じて頂けるような真心のある病院を目指します。
3. チーム医療の充実により医療行為に伴う合併症発生率の低下を実現し、患者さんが安心して医療を
受けられる病院を目指します。

徳洲会の理念

成田富里徳洲会病院の運営方針

1. 年中無休・２４時間オープン　　2. 入院保証金・総室（大部屋）の室料差額冷暖房費等一切無料
3. 健康保険の3割負担金も困っている人には猶予する　　4. 患者さまからの贈り物は一切受けとらない
5. 医療技術・診療態度の向上にたえず努力する

基本
方針
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徳洲会の理念の実行方法

8月 4階東病棟開棟
9月 9階西病棟開棟
12月 RI（ラジオアイソトープ:放射性同位元素）検査装置導入

1月 ドライブスルー方式での新型コロナウイルスPCR検査開始
3月 2020年度（2020年4月～2021年3月）救急件数 3452件受入
4月 職員数 604人
5月 院内に新型コロナウイルスワクチン接種会場設置・ワクチン接種開始
 ICU病棟移動
7月 Qスイッチアレキサンドライトレーザー導入・治療（シミとり）開始
8月 HCU病棟開棟
 病床数 332床
 カテーテルアブレーション（不整脈の根治術）開始
9月 人間ドック・健康診断WEB予約開始

1月 耳鼻咽喉科開設
 千葉県成田国際空港警察署より感謝状の贈呈
3月 2021年度（2021年4月～2022年3月）救急件数 4306件受入
4月 職員数 634人
5月 特定集中治療室管理料3
6月 高気圧酸素治療（HBO）装置を2台に増設
 訪問看護ステーションつむぎ開設
7月 病床数 337床

2020年

2021年

2022年

▲新型コロナウイルスPCR検査開始

新型コロナウイルス
　ワクチン接種会場▶

◀▲訪問看護ステーション
つむぎ開設

RI検査装置▶

 「とみちゃん」は富里市の
公式マスコットキャラクターです。

Take FreeTake Free
ご自由に

お持ちください

沿革

徳洲会の理念




