












































川島病院のプロフィール（2017年8月1日現在）
■標榜科目

内科、腎臓内科（人工透析・腎移植）、泌尿器科（人工透析・腎移植）、循環器内科、循環器外科、糖尿病内科、消化器内科、呼吸器内科、放射線科、
リハビリテーション科、歯科、歯科口腔外科、麻酔科、血管外科、脳神経外科、皮膚科
　
■指定

保険医療機関、救急告示、生活保護法、原子爆弾被爆者指定、労災保険指定、自立支援医療機関（更生医療指定）、感染症法38条指定、難病医療指
定、DPC対象、介護保険法、特定健診

■届出事項

歯科外来診療環境体制加算、一般病棟入院基本料　（入院基本への加算）看護必要度加算３（重症度12％以上）、入院時食事療養／生活療養（１）、診
療録管理体制加算 １、医師事務作業補助体制加算 １ 区分２５：１、急性期看護補助体制加算、療養環境加算、重症者等療養環境特別加算、栄養サポー
トチーム加算、医療安全対策加算 区分２、感染防止対策加算２、データ提出加算 区分２、糖尿病合併症管理料、移植後患者指導管理料（臓器移植後）、
糖尿病透析予防指導管理料、ニコチン依存症管理料、がん治療連携指導料、薬剤管理指導料、医療機器安全管理料 １、歯科治療総合医療管理料、在
宅患者歯科治療総合医療管理料、在宅血液透析指導管理料、検体検査管理加算（Ⅰ）、検体検査管理加算（Ⅱ）、時間内歩行試験、ヘッドアップティルト試
験、持続測定器加算及び皮下連続式グルコース測定、歯科訪問診療科の注１３に規定する基準、ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影、無菌製剤処理料、心大血管疾患
リハビリテーション料（Ⅰ）、脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅲ）／廃用症候群リハビリテーション料（Ⅲ）、運動器リハビリテーション料（Ⅱ）、呼吸器リハビリ
テーション料（Ⅱ）、歯科口腔リハビリテーション料 ２、透析液水質確保加算 ２、下肢末梢動脈疾患指導管理加算、ＣＡＤ／ＣＡＭ冠、ペースメーカー移植術及
びペースメーカー交換術、大動脈バルーンパンピング（ＩＡＢＰ法）、体外衝撃波胆石破砕術、体外衝撃波腎尿管結石破砕術、同種死体腎移植術、生体腎移
植術、輸血管理料Ⅱ、輸血適正使用加算、クラウン・ブリッジ維持管理料

■施設認定

日本泌尿器科学会専門医教育施設、日本透析医学会認定施設、日本腎臓学会研修施設、日本糖尿病学会認定教育施設、日本循環器学会認定循環器専
門医研修施設、日本高血圧学会専門医認定施設、日本心血管インターベンション治療学会研修関連施設、日本腹膜透析医学会教育研修医療機関、日本ア
フェレシス学会認定施設、日本甲状腺学会認定専門医施設

■その他

地域連携室　

プロフィールプロフィール

鴨島川島クリニックのプロフィール（2017年8月1日現在）
■標榜科目

内科、人工透析内科

■指定

保険医療機関、生活保護法、原子爆弾被爆者指定、自立支援医療機関（更生医療指定）、
労災保険指定、感染症法38条指定、難病医療指定

■届出事項

透析液水質確保加算2、下肢末梢動脈疾患指導管理加算

鳴門川島クリニックのプロフィール（2017年8月1日現在）
■標榜科目

内科、人工透析内科

■指定

保険医療機関、生活保護法、原子爆弾被爆者指定、自立支援医療機関（更生医療指定）、
労災保険指定、感染症法38条指定、難病医療指定

■届出事項

透析液水質確保加算2、下肢末梢動脈疾患指導管理加算

脇町川島クリニックのプロフィール（2017年8月1日現在）
■標榜科目

内科、人工透析内科、糖尿病内科

■指定

保険医療機関、生活保護法、原子爆弾被爆者指定、自立支援医療機関（更生医療指定）、
労災保険指定、感染症法38条指定、難病医療指定

■届出事項

透析液水質確保加算2、下肢末梢動脈疾患指導管理加算、在宅血液透析指導管理料、がん治療連携指導料

川島透析クリニックのプロフィール（2017年8月1日現在）
■標榜科目

内科、人工透析内科

■指定

保険医療機関、生活保護法、原子爆弾被爆者指定、自立支援医療機関（更生医療指定）、
労災保険指定、感染症法38条指定、難病医療指定

■届出事項

透析液水質確保加算2、下肢末梢動脈疾患指導管理加算、在宅血液透析指導管理料、がん治療連携指導料

阿南川島クリニックのプロフィール（2017年8月1日現在）
■標榜科目

内科、人工透析内科

■指定

保険医療機関、生活保護法、原子爆弾被爆者指定、労災保険指定、感染症法38条指定、難病医療指定

■届出事項

透析液水質確保加算2、下肢末梢動脈疾患指導管理加算
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医師・職員取得資格医師・職員取得資格

日本内科学会認定内科医 川島　周 水口　潤 岡田　一義 宮本　弘 西内　健 木村　建彦
 小松　まち子 橋詰　俊二 高森　信行 宮　恵子 長田　淳一 曽根　佳世子
 岩瀬　俊 島　久登 田代　学 野間　喜彦 島　健二   

日本内科学会総合内科専門医 岡田　一義 長瀬　教夫 木村　建彦 橋詰　俊二 宮　恵子 

日本透析医学会透析専門医 川島　周 水口　潤 岡田　一義 川原　和彦 横田　成司 西谷　真明
 島　久登 田代　学    

日本透析医学会指導医 水口　潤 岡田　一義 川原　和彦   

日本腎臓学会腎臓専門医 水口　潤 岡田　一義 川原　和彦 島　久登 田代　学 

日本腎臓学会認定指導医 水口　潤 岡田　一義 川原　和彦   

日本臨床腎移植学会腎移植認定医 水口　潤     

日本移植学会移植認定医 水口　潤     

日本糖尿病学会研修指導医 島　健二 小松　まち子    

日本糖尿病学会専門医 島　健二 長瀬　教夫 小松　まち子 宮　恵子 野間　喜彦  

日本老年医学会指導医 島　健二     

日本小児科学会専門医 川原　和彦     

日本泌尿器科学会泌尿器科指導医 横田　成司 西谷　真明    

日本泌尿器科学会泌尿器科専門医 横田　成司 西谷　真明 溝口　翔悟   

日本がん治療認定医機構がん治療認定医 横田　成司     

日本外科学会外科専門医 深田　義夫     

日本高血圧学会指導医 西内　健 島　久登    

日本高血圧学会専門医 島　久登     

日本循環器学会認定循環器専門医 西内　健 木村　建彦 橋詰　俊二 高森　信行 岩瀬　俊 長瀬　教夫

日本心血管インターベンション治療学会認定医 木村　建彦     

日本心血管インターベンション治療学会専門医・施設代表医 高森　信行     

日本心血管インターベンション治療学会指導医 高森　信行    

日本脳神経外科学会脳神経外科認定医 本藤　秀樹     

日本脳卒中学会認定脳卒中専門医 本藤　秀樹     

日本医師会認定産業医 長瀬　教夫 小松　まち子 宮　恵子 曽根　佳世子 

日本医師会認定健康スポーツ医 小松　まち子     

日本甲状腺学会専門医 宮　恵子     

日本消化器病学会認定消化器病専門医 宮　恵子 長田　淳一 曽根　佳世子   

日本消化器内視鏡学会消化器内視鏡専門医 長田　淳一     

日本肝臓学会認定肝臓専門医 長田　淳一     

日本皮膚科学会認定皮膚科専門医 横田　綾     

日本消化管学会胃腸科認定医 島　久登     

日本動脈硬化学会認定動脈硬化専門医 島　久登     

麻酔標榜医 深田　義夫     

臨床研修指導医 岡田　一義 島　久登    

医療安全管理者 志内　敏郎 萩原　雄一 藤田　都慕 常陸　真由美   

第一種衛生管理者 志内　敏郎     

認定実務実習指導薬剤師 志内　敏郎     

腎臓病薬物療法専門薬剤師 志内　敏郎     

二級臨床検査士 髙松　典通     

超音波検査士(循環器･血管) 多田　浩章     

超音波検査士（循環器） 酒井　誠人 中岡　加奈子    

超音波検査士（消化器） 山田　真由美     

第一種放射線取扱主任者 谷　恵理奈     

X線CT認定技師 榎本　勉     

臨床実習指導教員 榎本　勉     

静脈経腸栄養TNT-D認定管理栄養士 大西　嘉奈子     

透析技術認定士 田尾　知浩 道脇　宏行 細谷　陽子 廣瀬　大輔 中野　正史 播　一夫
 数藤　敬一 原　俊夫 清水　一郎 成瀬　裕深 東根　直樹 英　理香
 来島　政広 森　浩章 鎌田　優 田中　悠作 岡田　大佑 相坂　佳彦
 西内　陽子 八幡　優季 野口　隼一 近藤　郁 福永　輝美 新開　美和

3学会合同呼吸療法認定士 英　理香 相坂　佳彦 鎌田　優　 田中　悠作 岡田　大佑 西内　陽子

日本糖尿病療養指導士 大下　千鶴 小倉　加代子 佐藤　裕子 福壽　悦子 新谷　紀子 楮山　祐子
 小谷　明子 戸田　己記 小林　晴美   
 原　恵子 浜田　久代 森　恭子 松浦　香織 大西　嘉奈子 

日本腹膜透析医学会指導看護師 西分　延代 笹田　真紀 数藤　ゆかり 有木　直美 小倉　加代子 佐藤　裕子
 酒井　紘子 宮下　めぐみ 槙納　幸子 木内　雄子  

徳島県糖尿病療養指導士 石野　聡子 奥谷　晴美 近藤　郁 日根　千鶴 福永　輝美 宮下　めぐみ
 木内　雄子 藤本　花恵 多田　浩章 玉谷　高広 宮本　智彦 
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 横田　成司     
日本泌尿器内視鏡学会泌尿器
腹腔鏡技術認定医

日本心臓リハビリテーション学会認定
心臓リハビリテーション指導士 高森　信行

 長瀬　教夫 小松　まち子日本人間ドック学会人間ドック
健診情報管理指導士

日本人間ドック学会人間ドック認定医 小松　まち子     

日本医学放射線学会放射線診断専門医 日下　まき     

日本内分泌学会内分泌代謝科(内科)専門医 小松　まち子 宮　恵子    

日本内分泌学会内分泌代謝科指導医 宮　恵子  

日本臨床検査医学会専門医 野間　喜彦    

日本内科学会研修指導医 野間　喜彦

 東根　直樹 相坂　佳彦    日本心血管インターベンション治療学会
心血管インターベンション技師

慢性腎臓病療養指導看護師
(旧透析療法指導看護師) 三宅　直美 数藤　康代 小倉　加代子 

レシピエント移植コーディネーター 西川　雅美 秋山　和美  



川島　周 徳島県医師会顧問、社会福祉法人徳島県自殺予防協会理事長、徳島大学臨床教授
 NPOアリアンスフランセーズ徳島理事長、徳島県赤十字有功会副会長

島　健二 徳島大学名誉教授、日本糖尿病学会名誉会員、日本臨床化学会名誉会員、日本病態栄養学会評議員、徳島県保険者協議会顧問

水口　潤 日本腹膜透析医学会理事長、NPO法人日本HDF研究会理事、NPO法人日本アクセス研究会理事、日本臨床腎移植学会監事
 日本移植学会評議員、VAIVT研究会世話人、徳島大学医学部腎臓内科臨床教授、徳島透析医会会長
 とくしま移植医療推進財団理事、日本ハイパフォーマンスメンブレン研究会理事長、日本腎不全栄養研究会顧問
 四国透析療法研究会監事、徳島透析療法研究会幹事

岡田　一義 日本腎臓学会評議員、日本透析医学会評議員・理事、日本腹膜透析医学会評議員、認定NPO法人腎臓病早期発見推進機構理事
 日本慢性腎臓病（CKD）対策協議会理事、日本高齢者腎不全研究会代表世話人、日本腎栄養代謝研究会顧問

西内　健 徳島市医師会心電図判読委員会委員、日本循環器学会四国支部評議員
 日本心血管インターベンション治療学会中国四国支部運営委員、日本心臓リハビリテーション学会四国支部評議員

本藤　秀樹 徳島県医師会常任理事、徳島県立中央病院顧問、徳島治験ネットワーク機構理事

長瀬　教夫 独立行政法人国立病院機構東徳島医療センター名誉院長、日本循環器学会四国支部評議員、糖尿病情報学会評議員

小松　まち子 徳島市医師会糖尿病対策委員会委員

野間　喜彦 日本内科学会四国支部評議員、日本糖尿病協会徳島県支部理事、日本糖尿病学会学術評議員
 日本糖尿病対策推進会議徳島県担当委員（日本糖尿病学会担当委員、徳島県医師会担当委員）
 徳島県医師会糖尿病対策班班長、徳島大学医学部臨床教授、徳島ＮＳＴ研究会幹事、プラス1000歩県民運動促進会会長

宮　恵子 徳島市医師会女性医師プロジェクト委員

川島　友一郎 徳島県歯科医師会地域保健部常任委員、徳島大学歯学部臨床講師

島　久登 東北大学大学院医学系研究科大学院非常勤講師

志内　敏郎 日本腎臓病薬物療法学会理事、徳島腎と薬剤研究会会長、CKD･DVD薬剤研究会会長、徳島県病院薬剤師会理事
 YMTM（吉野川・美馬・つるぎ・三好）合同薬剤研究会世話人・幹事、徳島大学臨床准教授、徳島大学薬学部講師

村上　真也 徳島腎と薬剤研究会事務局、CKD･DVD薬剤研究会事務局

原　恵子 徳島ＮＳＴ研究会幹事

松浦　香織 徳島県医療栄養士協議会幹事

髙松　典通 徳島大学医学部保健学科非常勤講師

多田　浩章 徳島県臨床検査技師会生理検査研究班副班長、徳島心エコー図研究会世話人、一般社団法人日本超音波検査学会地方会委員会委員

猪龍　浩司 徳島CT研究会世話人

赤澤　正義 日本核医学技術学会中四国地方会世話人、徳島核医学研究会世話人

谷　恵理奈 徳島心臓CT･MRI研究会世話人

大石　晃久 日本心臓リハビリテーション学会評議員、日本心臓リハビリテーション学会四国支部幹事・評議員、徳島県心臓リハビリテーション研究会世話役

玉谷　高広 日本心臓リハビリテーション学会四国支部評議員、四国理学療法士学会 査読委員、徳島県理学療法士会 健康増進部員

田尾　知浩 一般社団法人徳島県臨床工学技士会副会長、徳島透析療法カンファレンス幹事

竹内　教貴 公益社団法人日本臨床工学技士会人材活性化委員会中国・四国地区ブロック委員
 公益社団法人日本臨床工学技士会人材活性化委員会都道府県Yボード連絡員徳島県担当
 中四国臨床工学技士会連絡協議会若手委員、一般社団法人徳島県臨床工学技士会理事
 一般社団法人徳島県臨床工学技士会若手委員会委員長

大下　千鶴 徳島県立総合看護学校准看護学科講師・第一看護学科講師、徳島糖尿病看護研究会幹事
 徳島県看護協会ナースバンクプロジェクト委員、日本准看護師連絡協議会理事

三宅　直美 徳島腎不全看護研究会幹事

西谷　千代子 徳島県立総合看護学校准看護学科講師

数藤　康代 徳島腎不全看護研究会幹事・事務局、徳島透析療法カンファレンス幹事、日本腎不全看護学会透析療法指導看護師徳島県代表

小倉　加代子 徳島CDEJ会世話人

佐藤　裕子 徳島CDEJ会世話人

医師・職員取得資格医師・職員院外団体等役職

■社会医療法人川島会　職員数合計／537名(505)

●常勤医師／30名（24） ●歯科医師／2名（2） ●非常勤医師／55名（53） 
●看護師／128名（111） ●准看護師／21名（26） ●パート看護師／2名（2） ●パート准看護師／8名（8）
●看護助手／65名（66） ●薬剤師／12名（10） ●管理栄養士／8名（8） ●臨床検査技師／10名（8） 
●診療放射線技師／12名（10） ●臨床工学技士／58名（52） ●理学療法士／7名（7） ●歯科衛生士／4名（5） 
●医事診療情報課／32名（32） ●クラーク／41名（38） ●総務課／16名（17）
●施設･庶務課／20名（20） ●訪問介護員／6名（6）

■社会福祉法人飛鳥　職員数合計／47名(49)

●施設長／1名（1） ●管理者／3名（3） ●介護支援専門職員／5名（6） ●看護師／4名（4） 
●介護職員／9名（10） ●生活相談員／3名（2） ●栄養士／1名（2） ●事務員／1名（2） 
●サービス提供責任者／2名（2） ●訪問介護員／16名（15） ●医療ソーシャルワーカー／2名（2）

職員数 2017年4月1日現在　注：（　）内は2016年4月1日現在

職員数

インターベンション　エキスパートナース 松田　幸子     

日本認知症ケア学会認定認知症ケア専門士 宮里　依子  

47 46

社会福祉士 山崎　明香 薦田　茜 藤倉　みき   

診療情報管理士 宮島　彰子 原　雅子 辰己　奈月 木村　明美  

医師事務作業補助者 辰己　奈月 森本　麻友美 近藤　由紀子 藤澤　真弓 香川　泰子 秋田　悦代
 藤田　豊子 細田　真帆子 井上　有貴子 俵谷　迪子 祖父江　仁美 

医療情報技師 藤田　諭 末包　博人    

日本心臓リハビリテーション学会認定
心臓リハビリテーション指導士 大石　晃久 三好　友美    

日本理学療法士協会認定指定管理者（上級） 大石　晃久   

日本理学療法士協会認定
地域包括ケア推進リーダー
 大石　晃久    

 大石　晃久    
日本理学療法士協会認定
介護予防推進リーダー

日本ウオーキング協会認定
健康ウオーキング指導士 玉谷　高広

 玉谷　高広日本ウオーキング協会認定
公認ウオーキング指導士

嚥下トレーナー歯科衛生士 高石　和子 山崎　明香 藤倉　みき  

認定歯科衛生士
（認定分野A：摂食嚥下リハビリテーション） 高石　和子

認定歯科衛生士
（認定分野A:糖尿病予防指導）
 高石　和子



診療統計等（2016年4月～2017年3月　注：（　）内は前年同期） 職員数

■外来患者延数 ■歯科患者延数 ■入院患者延数 ■新入院患者数

外来患者延数 歯科患者延数 入院患者延数

51,838名(46,311) 10,072名(8,029) 31,852名(31,091)

新入院患者数

1,890名(1,853)

川島病院 川島透析クリニック 鴨島川島クリニック

脇町川島クリニック 在宅透析

51名(59) 551名(539) 145名(149)

108名(108) 4名(3)

■血液透析患者数（3月31日現在）

阿南川島クリニック　

25名(13)

鳴門川島クリニック

115名(118)

合計

999名(989)

川島病院 アフェレーシス

鳴門川島クリニック 脇町川島クリニック

14,351回(13,862) 68回(104)

18,010回(18,009) 16,017回(15,086)

■延べ回数

川島透析クリニック 鴨島川島クリニック

阿南川島クリニック 合計

82,346回(81,598) 22,121回(21,833)

2,973回(287) 155,886回(150,779)

新規導入患者数

PD 11名(18)

HD 90名(76)

■透析患者数

患者数

90名(92)

995名(986)

■腎移植患者数　●患者数／62名（58） （3月31日現在）

消化器内視鏡 CT

腎生検 心カテ/PTCA

853件(937) 4,123件(4,031)

52件(52) 296件(295)

冠動脈CT シャントPTA

RI MRI

443件(393) 399件(324)

324件(487) 1,467件(1,008)

心エコー 骨密度

2,527件(2,272) 950件(930)

嚥下内視鏡

32件(35)

■主要処置・検査件数

手術総数 結石破砕

1,528件(1,460) 102件(87)

シャントPTA ペースメーカー植え込み

399件(324) 17件(21)

■手術件数

■栄養指導件数　●指導件数／1,509件（2,898）

座長､司会等／2016年1月～12月
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水口　潤 CKD血管障害研究会 座長 2016.2.6
 第31回日本ハイパフォーマンス・メンブレン研究会　優秀演題 司会 2016.3.12
 第49回日本臨床腎移植学会シンポジウム 司会 2016.3.24
 PD accessミーティング 司会 2016.5.29
 第61回日本透析医学会シンポジウム 司会 2016.6.10
 第61回日本透析医学会ワークショップ 司会 2016.6.11
 第61回日本透析医学会教育講演 座長 2016.6.12
 第61回日本透析医学会ランチョンセミナー 司会 2016.6.10～11
 第4回腎不全栄養研究会　特別講演 座長 2016.6.26
 第14回高齢者腎不全研究会　ランチョンセミナー 司会 2016.7.17
 徳島透析学術講演会 司会 2016.7.28
 徳島腎臓学術講演会 司会 2016.8.11
 透析と腎臓病Expert Forum 座長 2016.8.18
 第34回国際血液浄化学会State of Art Lecture 座長 2016.9.9
 第22回日本腹膜透析医学会　ランチョンセミナー 司会 2016.9.25
 第22回日本腹膜透析医学会特別講演 司会 2016.9.25
 第22回日本HDF研究会学術集会・総会　ランチョンセミナー 司会 2016.10.1
 第22回日本HDF研究会学術集会・総会　基礎セミナー 座長 2016.10.1
 腎不全とリン管理を考える会 司会 2016.10.18
 第19回在宅血液透析研究会　ランチョンセミナー 司会 2016.10.22
 第20回日本アクセス研究会 座長 2016.11.12
 第1回I-HDF研究会：基調講演 司会 2016.12.11

西内　健 第11回徳島心臓リハビリテーション研究会 座長 2016.5.30
 Prasutrel Forum in Tokushima 2016 座長 2016.9.9
 Hypertension Meeting 2016 徳島 座長 2016.9.16
 第4回徳島市抗凝固療法を考える会 座長 2016.9.30
 Diabetes Conference in Tokushima 座長 2016.10.3

高森　信行 第23回日本心血管インターベンション治療学会（CVIT）中国・四国地方会 座長 2016.9.3

川島　友一郎 第58回全日本病院学会 座長 2016.10.8

志内　敏郎 第55回日本薬学会・日本薬剤師会・日本病院薬剤師会　中国四国支部学術大会 座長 2016.11.6
 第10回日本腎臓病薬物療法学会学術集会・総会 座長 2016.11.20

田尾　知浩 内視鏡・透析室感染対策セミナー 座長 2016.9.24

道脇　宏行 第31回日本ハイパフォーマンス・メンブレン研究会 座長 2016.3.13
 第22回日本HDF研究会学術集会・総会 座長 2016.10.1

竹内　教貴 第47回徳島透析療法研究会 座長 2016.11.27
 第6回中四国臨床工学会 座長 2016.12.3

田中　悠作 第22回日本HDF研究会学術集会・総会 座長 2016.10.1

大石　晃久 第22回日本心臓リハビリテーション学会学術集会 座長 2016.7.16

西本　篤史 第27回徳島県理学療法士学会 座長 2016.10.16

数藤　康代 第61回日本透析医学会学術集会・総会  座長 2016.6.12

萩原　順子 第47回徳島透析療法研究会 座長 2016.11.27



■糖尿病教室 平成28年7月2日　 「糖尿病について語り合おう」　参加者10名
 平成29年3月11日 「糖尿病について語り合おう」　参加者12名

■リハビリ件数　●個別／14,858件（14,807）　 ●消炎／0件（3）

■リハビリ講座 平成28年10月20日 「転倒予防のススメ～転ばない環境と身体作り～」　参加者10名
 平成28年12月15日 「心臓病を予防しよう～原因と予防のための運動実践について～」　参加者12名
 平成29年2月16日 「生活習慣病対策の運動について」　参加者7名

■ケアハウスあすか入居者数（延べ実利用者数） 597件(598)
■デイサービスセンター利用者数（延べ） 7,742件(7,668)
■ヘルパーステーション利用者数（延べ実利用者数） 1,079件(1,050)
■在宅介護支援センター計画数（延べ実計画数） 2,381件(2,191)
■相談支援事業 1,200件(1,034)
■介護タクシー利用者数（延べ） 286件(289)
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診療統計等（2016年4月～2017年3月　注：（　）内は前年同期）

■治験 ●川島病院 第Ⅲ相試験　2件　
  第Ⅱ相試験　1件　

 ●川島透析クリニック 第Ⅲ相試験　3件　
  第Ⅱ相試験　1件　
  医療機器　  1件　

■製造販売後調査　●川島病院　9件

治験、製造販売後臨床試験／2016年1月～12月

編集後記
 

先日、80歳代の患者さんから、日頃の診療に対するお礼のお手紙を頂きました。
内容はもちろん、一生懸命に便箋へ書いて頂いた文面に胸を打たれました。

LINE、Facebook、Twitter、Instagram‥
伝える形はかわっていきますが、
自分の言葉で相手に思いを届けることは
私たちが決して忘れてはいけないことだと、
再認識いたしました。
 
広報誌はこれで15冊目となりました。
還暦に近い川島病院の長い歴史の中では、まだ高校生というところです。
今年も本当にたくさんの力によって、発行する事ができました。
ご協力いただきました皆様に感謝いたします。
特に、広報誌チームのみんなに、最大級の賛辞を。
 
広報委員長　川島 友一郎
 


