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院長 谷口 友志



沿 革

１９９２年７月 元国立白浜温泉病院閉鎖

１９９３年２月 財団法人白浜医療福祉財団設立

１９９４年２月 白浜はまゆう病院開院（４７床）

１９９４年７月 救急病院の指定

１９９５年７月 リハビリテーションションセンター設置

在宅介護支援センタ－開設

１９９７年６月 訪問看護ステ－ションたんぽぽ開設

１９９８年７月 西富田クリニック開所

１９９９年４月 白浜医療・保健・福祉総合ｾﾝﾀ-竣工・運営開始

２０００年７月 白浜町立三舞診療所の運営受託

２００１年５月 病院機能評価認定（複合種別Ｂ）



２００２年 ４月 白浜はまゆう病院270床

（一般82床・医療療養88床・介護療養100床）

２００２年１０月 鮎川診療所開設（田辺市鮎川地区）

２００４年１０月 白浜町立日置診療所の運営受託

２００５年 ９月 白浜はまゆう病院電子カルテシステム稼動

２００６年 ７月 病院機能評価認定更新（複合病院Ⅴｅｒ５）

２００７年 ４月 白浜町立川添診療所の運営受託

２００７年１０月～２００８年８月

白浜はまゆう病院と各診療所間に医療情報ネット

ワークテシステムを整備

（電子カルテ・遠隔画像診断システム他）

２００９年 ７月 ＤＰＣ対象病院



財団の施設

１．白浜は１．白浜は１．白浜は１．白浜はままままゆう病院ゆう病院ゆう病院ゆう病院

病床数病床数病床数病床数 ２７０床（一般８２床２７０床（一般８２床２７０床（一般８２床２７０床（一般８２床 療養１８８床）療養１８８床）療養１８８床）療養１８８床）

・白浜医療・保健・福祉総合センタ－・白浜医療・保健・福祉総合センタ－・白浜医療・保健・福祉総合センタ－・白浜医療・保健・福祉総合センタ－

（町保健センタ－・デイサ－ビスセンタ－との複（町保健センタ－・デイサ－ビスセンタ－との複（町保健センタ－・デイサ－ビスセンタ－との複（町保健センタ－・デイサ－ビスセンタ－との複

合施設）合施設）合施設）合施設）

・南紀白浜温泉・南紀白浜温泉・南紀白浜温泉・南紀白浜温泉ﾘﾊﾋﾞﾘﾃﾘﾊﾋﾞﾘﾃﾘﾊﾋﾞﾘﾃﾘﾊﾋﾞﾘﾃ----ｼｮﾝｾﾝﾀｼｮﾝｾﾝﾀｼｮﾝｾﾝﾀｼｮﾝｾﾝﾀ---- 回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃ回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃ回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃ回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃ----ｼｮﾝ病棟ｼｮﾝ病棟ｼｮﾝ病棟ｼｮﾝ病棟

・人間ドック・健診センタ－・人間ドック・健診センタ－・人間ドック・健診センタ－・人間ドック・健診センタ－

・オ－プンベッド（開放型病院）・オ－プンベッド（開放型病院）・オ－プンベッド（開放型病院）・オ－プンベッド（開放型病院）

２．西富田クリニック（白浜町）２．西富田クリニック（白浜町）２．西富田クリニック（白浜町）２．西富田クリニック（白浜町）

３．鮎川診療所（田辺市鮎川）３．鮎川診療所（田辺市鮎川）３．鮎川診療所（田辺市鮎川）３．鮎川診療所（田辺市鮎川）

４．三舞診療所（運営受託４．三舞診療所（運営受託４．三舞診療所（運営受託４．三舞診療所（運営受託 週３回診療週３回診療週３回診療週３回診療 白浜町立）白浜町立）白浜町立）白浜町立）

５．日置診療所（運営受託５．日置診療所（運営受託５．日置診療所（運営受託５．日置診療所（運営受託 白浜町立）白浜町立）白浜町立）白浜町立）

６．川添診療所（運営受託６．川添診療所（運営受託６．川添診療所（運営受託６．川添診療所（運営受託 白浜町立）白浜町立）白浜町立）白浜町立）

６．在宅介護支援センタ－６．在宅介護支援センタ－６．在宅介護支援センタ－６．在宅介護支援センタ－

７．訪問看護ステ－ションたんぽぽ７．訪問看護ステ－ションたんぽぽ７．訪問看護ステ－ションたんぽぽ７．訪問看護ステ－ションたんぽぽ



白浜は白浜は白浜は白浜はままままゆう病院ゆう病院ゆう病院ゆう病院

鮎川診療所鮎川診療所鮎川診療所鮎川診療所

日置診療所日置診療所日置診療所日置診療所

三舞診療所三舞診療所三舞診療所三舞診療所

川添診療所川添診療所川添診療所川添診療所

西富田クリニック西富田クリニック西富田クリニック西富田クリニック

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ

たんぽぽたんぽぽたんぽぽたんぽぽ



白浜はまゆう病院の病床数

全病床数 ２７０床

一般病床 ８２床

療養病床 １８８床

医療療養病床 ８８床

回復期リハビリ病床 ３７床

医療療養病床 ４１床

介護療養病床 １００床



白浜はまゆう病院の主な機能

１．地域医療１．地域医療１．地域医療１．地域医療

地域地域地域地域に密着して、健康増進・診断と治療・リハビリテ－ション・に密着して、健康増進・診断と治療・リハビリテ－ション・に密着して、健康増進・診断と治療・リハビリテ－ション・に密着して、健康増進・診断と治療・リハビリテ－ション・

看取り看取り看取り看取りまでの一貫した医療までの一貫した医療までの一貫した医療までの一貫した医療････福祉の提供。福祉の提供。福祉の提供。福祉の提供。 へき地医療支援へき地医療支援へき地医療支援へき地医療支援

２．救急医療２．救急医療２．救急医療２．救急医療

３６５日３６５日３６５日３６５日、２４時間対応、２４時間対応、２４時間対応、２４時間対応

３．急性期医療３．急性期医療３．急性期医療３．急性期医療

特に消化器疾患・関節疾患・特に消化器疾患・関節疾患・特に消化器疾患・関節疾患・特に消化器疾患・関節疾患・神経疾患の神経疾患の神経疾患の神経疾患の治療・急性期リハビリ等治療・急性期リハビリ等治療・急性期リハビリ等治療・急性期リハビリ等

４．慢性期医療４．慢性期医療４．慢性期医療４．慢性期医療

特に内科的慢性期疾患の治療等特に内科的慢性期疾患の治療等特に内科的慢性期疾患の治療等特に内科的慢性期疾患の治療等

５．リハビリテ－ション５．リハビリテ－ション５．リハビリテ－ション５．リハビリテ－ション

紀南紀南紀南紀南の中核施設としての役割、回復期リハビリテ－ション病棟の中核施設としての役割、回復期リハビリテ－ション病棟の中核施設としての役割、回復期リハビリテ－ション病棟の中核施設としての役割、回復期リハビリテ－ション病棟

６．予防事業６．予防事業６．予防事業６．予防事業

保健保健保健保健センタ－と連携した疾病予防と健康増進事業センタ－と連携した疾病予防と健康増進事業センタ－と連携した疾病予防と健康増進事業センタ－と連携した疾病予防と健康増進事業

７．介護保険事業・在宅ケア７．介護保険事業・在宅ケア７．介護保険事業・在宅ケア７．介護保険事業・在宅ケア

治療治療治療治療を終えた患者様の生活支援、看取りを終えた患者様の生活支援、看取りを終えた患者様の生活支援、看取りを終えた患者様の生活支援、看取り



白浜はまゆう病院の外来診療機能

診 療 科

常勤医師体制

内科 外科 整形外科 小児科 神経内科

婦人科 泌尿器科 心療内科 ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科

消化器科 循環器科 呼吸器科

非常勤医師体制

皮膚科 眼科 耳鼻咽喉科 ﾘｳﾏﾁ科

麻酔科 脳神経外科 ｱﾚﾙｷﾞｰ科



リハビリテーションの機能

施設基準

・脳血管疾患等リハビリテーションⅠ

・運動器リハビリテーションⅠ

・呼吸器リハビリテーションⅠ

回復期リハビリテーション病床 37床

スタッフ ＰＴ30人 ＯＴ13人 ＳＴ5人

日本リハビリテーション医学会研修施設

日本温泉気候物理医学会認定教育施設

田辺・西牟婁地域リハビリテーション広域支援センター



SHIRAHAMASHIRAHAMA FOUNDATION FOUNDATION FORFOR HEALTH AND WELFARE HEALTH AND WELFARE 





田辺中央病院

玉置病院

白浜はまゆう

病院

国保すさみ

病院

社会保険

紀南病院

独立行政法人

南和歌山

医療センター

（救命ｾﾝﾀｰ）

南紀福祉センター

付属病院

白浜小南病院

紀南こころの

医療センター



（（（（財財財財））））白浜医療福祉財団白浜医療福祉財団白浜医療福祉財団白浜医療福祉財団 医療情報医療情報医療情報医療情報ネットワークネットワークネットワークネットワーク

鮎川鮎川鮎川鮎川

診療所診療所診療所診療所

白浜白浜白浜白浜

はまゆうはまゆうはまゆうはまゆう病院病院病院病院

西富田西富田西富田西富田

ｸﾘﾆｯｸｸﾘﾆｯｸｸﾘﾆｯｸｸﾘﾆｯｸ

三舞三舞三舞三舞

診療所診療所診療所診療所

川添川添川添川添

診療所診療所診療所診療所

日置日置日置日置

診療所診療所診療所診療所

財団法人財団法人財団法人財団法人 白浜医療福祉財団白浜医療福祉財団白浜医療福祉財団白浜医療福祉財団

白浜はまゆう病院

西富田クリニック

鮎川診療所

白浜町国保直営診療所白浜町国保直営診療所白浜町国保直営診療所白浜町国保直営診療所 （（（（指定管理指定管理指定管理指定管理））））

日置診療所

川添診療所（へき地診療所）

三舞診療所



全体構成図

西富田西富田西富田西富田クリニッククリニッククリニッククリニック

鮎川診療所鮎川診療所鮎川診療所鮎川診療所

日置診療所日置診療所日置診療所日置診療所

川添診療所川添診療所川添診療所川添診療所

三舞診療所三舞診療所三舞診療所三舞診療所 白浜白浜白浜白浜ははははままままゆうゆうゆうゆう病院病院病院病院

一患者一患者一患者一患者 一一一一カルテカルテカルテカルテ

具体的具体的具体的具体的でででで詳細詳細詳細詳細なデータなデータなデータなデータ

をををを直接相互直接相互直接相互直接相互にににに参照参照参照参照

診療記録診療記録診療記録診療記録

画像画像画像画像

白浜町白浜町白浜町白浜町

光光光光ファイバーファイバーファイバーファイバー網網網網

診療記録診療記録診療記録診療記録

画像画像画像画像

サーバーサーバーサーバーサーバー



診療情報診療情報診療情報診療情報のののの記記記記

録録録録

遠隔遠隔遠隔遠隔画像画像画像画像診断診断診断診断システムサーバシステムサーバシステムサーバシステムサーバ

ーーーー

白浜白浜白浜白浜ははははままままゆうゆうゆうゆう病院病院病院病院

電子電子電子電子カルテカルテカルテカルテサーバーサーバーサーバーサーバー

レントゲンレントゲンレントゲンレントゲン写写写写

真真真真

入院入院入院入院

退院退院退院退院

通院通院通院通院

西富田西富田西富田西富田ｸﾘﾆｯｸｸﾘﾆｯｸｸﾘﾆｯｸｸﾘﾆｯｸ

鮎川診療所鮎川診療所鮎川診療所鮎川診療所

（（（（日置診療日置診療日置診療日置診療

所所所所））））

（（（（川添診療川添診療川添診療川添診療

所所所所））））

（（（（三舞診療三舞診療三舞診療三舞診療

所所所所））））

システムの共有により、具システムの共有により、具システムの共有により、具システムの共有により、具

体的で詳細なデータを直接体的で詳細なデータを直接体的で詳細なデータを直接体的で詳細なデータを直接

相互に参照することが可能相互に参照することが可能相互に参照することが可能相互に参照することが可能

となるとなるとなるとなる

自宅

レントゲンレントゲンレントゲンレントゲン写写写写

真真真真

白浜医療福祉財団白浜医療福祉財団白浜医療福祉財団白浜医療福祉財団 電子電子電子電子カルテシステムカルテシステムカルテシステムカルテシステム全体構成図全体構成図全体構成図全体構成図

診療情報診療情報診療情報診療情報のののの記記記記

録録録録

自宅自宅自宅自宅



シーン1 西富田クリニックにて

・患者：先生、3日前から胃が痛むんですが、。

・医者：あなたは以前、胃潰瘍をしてましたねえ。

酒もタバコもやってるしねえ、胃カメラを飲んだほうが

いいですね。

今から検査をしましょう、すぐ予約を入れます。

はまゆう病院までシャトルバスで行けばいいですよ。

～2時間後～

・患者：先生、胃カメラやってきました。

・医者：ほら、やはり、胃潰瘍の再発ですね。写真を見てください。

それから、潰瘍と別のところに少し気になるところが

あったので、つまんで顕微鏡で見る精密検査に出して

くれています。1週間後に結果を聞きに来てください。

・患者：えっ、また、はまゆう病院へ行かんとあかんのですか？。

・医者：いえ、ここで結構ですよ。結果はここで見ることができます。



シーン1 川添診療所にて

・患者：先週、風邪が治りにくいと爺さんを連れてきたら、肺炎と

いわれ、すぐに、はまゆう病院に入院させてもらって

ありがとうございました。でも、私は心配なんですが、私も

年で、足がないので入院した日以来、一度も爺さんの所へ

行ってないんだけど、どうなんでしょうねえ。

・医者：それはおばあさん、心配やねえ。私もおととい、病院の

外来診察があったのでそのとき、顔を見てきたよ。まあ、

元気そうになっていたけど、まだ熱はあったねえ。

ちょっと、その後の具合を見てみましょう。

～～入院カルテを覗く～～

ああ、熱も下がってるねえ。食事も全部食べられてます。

レントゲンも血液検査も良くなって来てますよ。もう山は

越えましたね、もうすぐ帰ってこられるよ。担当医にも

早く退院させてもらえるように伝えておきますよ。

ほら、カルテに付箋を付けておきます。



地域医療研修プログラムの目標

目標：プライマリーケアに必要な知識・技能・態度の習得と、

地域医療に対する理解を深め、患者・家庭・地域社会を視点

としたアプローチを身につける。

---健診から墓場まで---

健診業務 診療所研修 訪問診療 リハビリテーション

外来診療 入院診療(急性期病棟 療養型病棟）

病診連携 当直・救急外来



月月月月 火火火火 水水水水 木木木木 金金金金

9月27日9月27日9月27日9月27日 9月28日9月28日9月28日9月28日 9月29日9月29日9月29日9月29日 9月30日9月30日9月30日9月30日 10月1日10月1日10月1日10月1日

午前 午前  オリエンテーション

　　       電子カルテ　内視鏡

午後 午後　　救急当番　病棟

10月4日10月4日10月4日10月4日 10月5日10月5日10月5日10月5日 10月6日10月6日10月6日10月6日 10月7日10月7日10月7日10月7日 10月8日10月8日10月8日10月8日

午前　　訪問看護 午前　　健診（木下Ｄｒ） 午前 内科一診（伊藤揚Dr） 午前　　リハビリ外来 午前　　川添診療所

午後　西クリ往診 午後　訪問診療（松本Dr) 午後　鮎川園 午後　訪問診療（伊藤浩Dr) 午後　　川添診療所

10月11日10月11日10月11日10月11日 10月12日10月12日10月12日10月12日 10月13日10月13日10月13日10月13日 10月14日10月14日10月14日10月14日 10月15日10月15日10月15日10月15日

午前　　健診（木下Ｄｒ） 午前 内科一診（伊藤揚Dr） 午前　　リハビリ外来 午前　　川添診療所

午後　日置診療所 午後　鮎川園 午後　　訪問看護 午後　　川添診療所

10月18日10月18日10月18日10月18日 10月19日10月19日10月19日10月19日 10月20日10月20日10月20日10月20日 10月21日10月21日10月21日10月21日 10月22日10月22日10月22日10月22日

午前　　健診（胃透視） 午前　　健診（木下Ｄｒ） 午前 内科一診（伊藤揚Dr） 午前　　リハビリ外来 午前　　鮎川診療所

午後　　三舞診療所 午後　西クリ小児科 午後　訪問看護 午後　　救急当番　内視鏡 午後　　鮎川診療所

10月25日10月25日10月25日10月25日 10月26日10月26日10月26日10月26日 10月27日10月27日10月27日10月27日 10月28日10月28日10月28日10月28日 10月29日10月29日10月29日10月29日

午前　　内視鏡 午前　　健診（木下Ｄｒ） 午前 内科一診（伊藤揚Dr） 午前　　リハビリ外来 午前　　鮎川診療所

午後　　三舞診療所 午後　日置診療所 午後　　病棟・救急当番 午後　訪問看護 午後　　鮎川診療所

ある1ヶ月の研修スケジュール











新本館 全体イメージ 2012年6月完成予定



御静聴ありがとうございました

The EndThe EndThe EndThe End


