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はじめに
　当院がある玉島地区は，人口約48
万人の倉敷市の南西部に位置し，高
梁川の西岸にあります．昔から北前
船の寄港地となっていた玉島港を中
心に栄えましたが，現在は水島工業
地帯の一部をなしている人口約 6万
人の地域です．
　当院は初代院長瀬崎徹五郎が昭和
21年 2 月に玉島末広町（現在の中央
町 3丁目）に内科・小児科の瀬崎診
療所を開業した所から始まります．
当時は第二次大戦後で，社会状況・
衛生・栄養状態や環境が悪く，生活
も困窮し，伝染病が多く特に結核患
者が多い時代であり，結核医療の必
要性が迫られていました．昭和25年
5 月に現在の地（玉島乙島）に40床
の病院として当地区最初の入院施設
を開設いたしました．昭和28年10月
に85床に増床し，同年12月18日財団
法人弘仁会瀬崎病院（内科，小児科，
呼吸器科，放射線科）として発足し，
昭和31年 3 月135床となり，同年 4月
玉島病院に名称を変更して現在に至
っています．
　開設当初から，経済的に恵まれな
い結核患者等を積極的に受け入れる
など，経済的弱者，社会的弱者に門
戸を開き，それらの方々にとって利
用しやすい病院として地域に根付い

て来ました．その理念は現在も受け
継がれています．つまり単なる疾病
の治療のみではなく，温もりのある
医療・介護を提供して，地域の方々
の健康に関する問題解決を親身にな
って実践しています．この理念のも
と，他では敬遠されがちな難病患者，
慢性期患者も積極的に受け入れてい
るほか，単体の事業としては経営的
に運営が難しい病児保育についても
倉敷市の補助を受け実施していま
す．このような包括的な支援体制を
維持することが当法人の社会的使命
であります．こういった活動が認め
られて平成24年 4 月から公益財団法
人としての認定をいただいています．

病院理念・基本方針
病院の理念
　玉島病院は病者の為にある．
基本方針
1．患者様の権利を尊重し，満足と安
心出来る医療・介護を提供します．
2．後方支援病院として，各関係機
関と連携し，チームケアを行い，
在宅へ復帰する様努力します．
3．職員一人一人が成長し，喜びを
感じ明日がある職場をつくります．

病院概要
診療科目
　内科・循環器科・神経内科・外

科・整形外科・胃腸科・産婦人科・
小児科・眼科・耳鼻咽喉科・皮膚
科・脳神経外科・歯科・麻酔科・放
射線科
病床数
　医療療養型病棟60床（在宅復帰機
能強化加算），介護療養型医療施設
106床（療養機能強化型Ａ），合計166床
外来患者数
　 1日平均外来患者数174人（平成29
年度）
関連施設
　グループホーム「てまり」，小規模
多機能型居宅介護事業所「おとし
ま」，介護付き有料老人ホーム「たま
しま」，高齢者向け優良賃貸住宅「サ
ンヒルズてまり」，訪問看護ステーシ
ョン「てまり」，通所リハビリテーシ
ョン事業所，居宅介護支援事業所，
病児保育室，院内保育室

病院の沿革
昭和25年 5 月　瀬崎病院（40床）開院
昭和28年12月　財団法人弘仁会設立
　　　　　　（85床）
昭和31年 4 月�　玉島病院と名称変更　

外科新設（135床）
昭和32年 5 月�　瀬崎保育園開設（定員

50人）
昭和33年 4 月　産婦人科新設
昭和41年 3 月�　総合病院の名称使用に

ついて承認を受ける
昭和46年 2 月�　病床数240床に増床（一

般215床，結核25床）
昭和48年 9 月�　玉島病院附属高等看護

学院開設
昭和52年 7 月�　玉島病院附属看護専門

学校に変更認可を受ける
昭和54年 3 月�　瀬崎保育園を社会福祉

法人として分離
昭和56年 5 月　第 8病棟新築（90床）
平成 5年10月　老人デイケア承認
平成 7年 3月�　第 8 病棟を療養型病棟

（102床）に変更認可を受
ける

平成 8年 3月�　本館新築（許可病床数
233床）

　　　　 4月�　玉島看護専門学校に名
称変更

　　　　 7月　院内保育室開設
　　　　　　�　病後児保育室開設（倉
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敷市委託事業）
　　　　 9月�　シルバーハウス『てま

り荘』オープン
　　　　10月�　居宅介護支援事業所開

設
平成12年 4 月�　玉島病院に名称変更　

許可病床数199床とする
　　　　　　�　第 8 病棟を介護療養型

医療施設とする（106床）
　　　　　　�　短期入所療養介護，通

所リハビリ，訪問入浴介
護の指定を受ける

平成13年 7 月�　グループホームてまり
認可（定員26）

平成14年 3 月　玉島看護専門学校閉校
　　　　 7月�　訪問看護ステーション

てまり認可
平成15年11月　創立50周年
平成18年 2 月　新院内保育室開設
　　　　 4月�　高齢者向け優良賃貸住

宅『サンヒルズてまり』
開設

　　　　 7月�　認知症対応型通所介護
事業所『デイサービスて
まり』開設

平成19年 3 月�　認知症対応型通所介護
事業所『デイサービスて
まり』廃止

　　　　 4月�　小規模多機能型居宅介
護事業所『おとしま』開
設

平成22年10月�　 3 病棟の解体に伴い，
一般病床33床を廃止（許
可病床数が166となる）

平成23年10月　院内 LAN稼働
平成24年 2 月�　介護付有料老人ホーム

たましま（ 3 階・ 4 階40
床），住宅型有料老人ホー
ムたましま（ 2 階14床）
を開設

　　　　 4月　公益財団法人へ移行
平成25年 4 月�　介護付き有料老人ホー

ムたましまを 2階・3階・
4 階54床一体で運営開
始，住宅型有料老人ホー
ムたましま廃止

　　　　12月　創立60周年
　　　　　　�　PACS（画像保存通信シ

ステム）導入
平成26年 1 月　マルチスライスCT導入
平成27年 3 月�　小規模多機能型居宅介

護事業所おとしま，利用
定員変更：通所サービス
定員13名→15名，宿泊サ
ービス定員 7名→ 9名

入院診療概要
　病棟では①医療療養型病棟と②介

護療養病棟がありますが，①におい
ては医学的管理の必要度の高い慢性
疾患患者あるいは慢性疾患の急性増
悪などのうち療養病棟で出来る範囲
の急性期医療を行っています．また，
在宅復帰や在宅生活支援重視型の入
院施設でいわゆるサブアキュートま
たはポストアキュートの機能を担っ
ています．②においては生活重視型
の入院施設，医療・看護の側面の強
い介護や長期療養が必要な入院施設
として存在しており，そして，「療養
機能強化型Ａ」として，療養機能を
より強化したケアを行っています．
いずれも地域の医療機関や急性期病
院などの後方支援病院としてまた，
近隣のグループホームや特養などの
施設にとっていざという時の受け皿
として，そして在宅の高齢者の医療
や介護を支えるという機能も当院の
大切な役割でもあります．また，当
院には ST（言語聴覚療法士）が 6
人在籍しており，歯科医や歯科衛生
士と協働して口から食べることへの
ニーズに対応しています．ちなみに
②は今後，介護医療院という新しい
枠組みの施設への転換について検討
していく予定です．

外来診療概要
　外来部門では生活習慣病の予防や
早期発見，ドック検診，ガン検診，
そしてかかりつけ医としての役割な
ど地域の皆さんの健康管理をそして
在宅または施設に居られる高齢者の
慢性疾患の維持管理などを使命とし
ています．元々当院は総合病院であ
ったという流れがあるため，外来診
療科が揃っており，患者の利便性に
一役買っています．

在宅介護サービス部門
　通所リハビリ，訪問看護ステーシ
ョン（訪問看護／訪問リハビリ），小
規模多機能型居宅介護事業所「おと
しま」，「グループホームてまり」，
「有料老人ホームたましま」があり
ます．

院内勉強会
各種セミナー（感染，リスク，褥瘡，
接遇など）
研究発表：看護部ちょっとよかった

体験発表会，病院QCサ
ークル発表会

地域とのふれあい
病院フェア：病院の日に合わせて医

師による講演，体験コ
ーナーなど

病院秋祭り：ミニコンサート，飲食
模擬店など

玉島生き活き健康クラブ：地域の高
齢者を対象にコミュニ
ケーション麻雀ゲーム

おわりに
　以上のように法人全体として慢性
期医療機関としての医療，看護，介
護に関する様々なサービスを行って
おり，そのサービスを通じて地域に
密着した，そして地域のために貢献
していくことが当院の使命であると
考えています．超高齢社会，多死社
会において認知症，要介護患者，在
宅療養を支えるためには当院のよう
な慢性期多機能型病院が必要であり
中でも「ケア力」「リハビリ力」がな
ければそういったニーズに応えられ
ないと考えます．
　このように当院は外来受診のレベ
ルから在宅介護へそして疾患による
入院，そして施設での介護に至るま
で途切れなくその人の人生，特に後
半生に関わることが出来る「介護に
強い病院」であります．
　今後とも皆様方の変わらぬご支
援・ご指導をよろしくお願いいたし
ます．
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