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北斗病院医療法人  愛整会北斗病院医療法人  愛整会
標　榜　科

内　科・消化器内科・循環器内科・呼吸器内科・血液内科
糖尿病内科・神経内科・脳神経内科・脳神経外科・整形外科
外　科・胸部外科・呼吸器外科・乳腺外科・形成外科・麻酔科
リハビリテーション科・皮膚科・アレルギー科・リウマチ科　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

診療時間
平　日　９：００～１２：００　　１５：００～１８：００
土曜日　９：００～１２：００　　　　　　　　　　　　　
※祝日も平日通り診療 （但し、診療科によっては休診の場合がありますので、お問い合わせください）

休　診　日　
 土曜日午後、日曜日、年末年始（１２月３０日～１月３日）
※緊急時はこの限りではありません　　　　　　　　　　　　　　

岡崎整形外科
北館2015年４月完成

南館2003年４月完成



医療法人愛整会（北斗病院・岡崎整形外科）

　　　　　　理事長　 齋 藤 　好道

ごあいさつ

医療法人 愛整会の理念
常に人々の健康を守るために

安全・最良の医療・看護・介護を提供する
愛と科学と技術をもって

医療法人愛整会は、
　1986年3月、岡崎整形外科病院を岡崎市真伝町に
開設して以来、整形外科疾患の治療・予防に積極的
に取り組んでまいりました。しかし少子高齢化に
よる社会情勢、医療情勢の変化により、急性期・
回復期・慢性期まで一貫した医療・看護・介護が
可能な地域医療が求められるようになり、
　2003年4月、新たに地域密着型病院：北斗病院を
岡崎市仁木町に開設しました。救急医療にも積極的
に参画し、一般病棟、回復期リハ病棟、療養病棟を
展開してきました。
　2015年4月、さらなる地域の医療需要に応えるた
め、新病棟(北館)を増築しました。新病棟には中央
検査室、上部・下部消化管内視鏡室、救急外来
処置室、レントゲン室（MRI・CT最新機器更新）、
健診センター（人間ドッグ）などを設置し、
南館2階には人工透析センターを開設しました。
　今後も、超高齢化社会に向け、地域医療連携を
強化し、医療・療養・介護・予防（メタボ・ロコモ
・フレイル）・生活支援・住まいといった、本当に
地域に必要とされる医療（治す医療と支える医療）
を提供できる、地方都市における完全地域密着型
病院の理想像を目指して参ります。　
　医療法人愛整会の職員は、「医療はインフラ：
無くてはならないもの」を合言葉に、患者さんの
立場で考えて行動し、患者さんが早期社会復帰
できるよう、尚一層の努力をしてまいりますので、
ご指導・ご鞭撻の程よろしくお願い申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　2018年7月

「略歴」

　1967年　　　愛知県立岡崎高等学校　卒業

　1974年　　　日本医科大学医学部　　卒業

　1979年　　　名古屋大学大学院医学研究科　修了

　　　　　　　恩賜財団静岡済生会病院　整形外科勤務

　1980年　　　総合病院静岡厚生病院　整形外科医長

　1981年　　　市立岡崎病院　整形外科部長

　　　　　　　　　　　　　　理学診療科副部長

　1986年　　　岡崎整形外科病院　院長

　2003年　　　北斗病院　院長

　2018年現在　医療法人愛整会　理事長

　
「資格」

　医学博士

　日本整形外科学会　専門医、認定スポーツ医

　　　　　　　　　　認定リウマチ医、脊椎脊髄病医

　　　　　　　　　　認定運動器リハビリテーション医

　日本リウマチ学会　専門医

　日本リウマチ財団　リウマチ登録医

　日本リハビリテーション医学会　認定臨床医

　日本体育協会　　　公認スポーツドクター

　日本医師会　　　　認定健康スポーツ医、認定産業医

● 総床面積　約16,800㎡（南館7,600㎡、北館9,200㎡）
● 病床数　　270床（一般病棟・回復期リハビリテーション病棟・療養病棟）

フロアマップ

施設概要

指定医療機関

施設案内

学会認定施設

● 保険医療機関　　　　　　　　　　　　　　　　● 救急告示病院
● 労災保険指定医療機関　　　　　　　　　　　　● 生活保護法指定医療機関
● 特定自立支援医療機関（育成医療・更生医療）　　● 指定難病指定医療機関
● 小児慢性特定疾病指定医療機関　　　　　　　　● 身体障害者福祉指定医
● 難病指定医　　　　　　　　　　　　　　　　　● 小児慢性特定疾病指定医

● 日本整形外科学会 研修指定施設
● 日本リウマチ学会 教育施設

病室 S501～S５３２

病室 S401～S45２

病室 S301～S338

手術室・訪問看護ステーション
人工透析センター

総合受付・総合案内
受付・会計・薬局

外来リハビリセンター
地域医療連携室・栄養課

屋上広場

病室 N501～N５25
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講義室・会議室
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内 科
総合内科として内科的なあらゆる疾患に対応できます。専門的な診療が必要な方は院内の消化器、
循環器、呼吸器、神経内科、脳神経外科に依頼し、他院への紹介もします。現在通院および入院診療の
疾患は高血圧、高脂血症、糖尿病、肺炎、脳血管障害後、腎不全、貧血が中心です。お気軽に受診して
いただくことが目標です。

整形外科
整形外科は、骨・関節・筋肉・脊椎・神経などの運動器の外傷や疾患を診療する科です。当科では整形
外科で扱う全ての疾患について、幅広く診療を行っております。特に関節外科、脊椎外科、関節リウマチ、
骨粗鬆症、スポーツ整形に力を入れております。当科の基本方針は安全・確実な治療を行うことで
あり、その中に最新の知識や技術を導入しています。薬物・理学・運動・装具・手術療法（骨折・関節・靭
帯・脊椎・手の外科など）は、各専門の医師により対応しております。

消化器
内科

上部・下部消化管と、肝臓・膵臓・胆嚢・胆管などを含めた消化器疾患全体を診療対象として、専門性
のある医療を提供しています。特に上部（経口・経鼻）・下部内視鏡検査及び内視鏡治療、ピロリ菌検
査治療、胃瘻交換・増設、消化器癌末期のケアなどの一般的な急性疾患に対しても質の高い診療を行
うかたわら、この地域の患者層に対応すべく生活習慣病の治療にも積極的に取り組んでいます。

循環器
内科

当院循環器では24時間自動血圧計により日内変動を考慮した高血圧治療、ループレコーダーや24
時間ホルター心電図を用いた原因不明の失神の診断と不整脈の原因解明を行っています。また、ペー
スメーカー植込み手術や心エコー等を用いた心不全の治療を行っています。平成27年度には新病棟
健診センター開設に伴い冠動脈CTも開始します。

皮膚科
地域の皆さんに安心して皮膚科の治療を受けていただけるよう、丁寧な診察とわかりやすい説明を
心がけております。皮膚科専門医により皮膚に関するすべての疾患を扱っていますが、特にアトピー性
皮膚炎に力を入れています。アトピー性皮膚炎については、採血等による悪化因子の検索、洗浄や
保湿などのスキンケアアドバイス（洗浄、保湿剤サンプル提供含む）、及び症状に応じた外用剤・内服
薬の適切な投与を治療の三本柱とし、科学的根拠に基づいた、きめの細かい治療を心がけています。
なお、重症の場合は、全身型紫外線照射装置によるナローバンドUVB療法の併用も行っております。

形成外科
北斗病院形成外科では、外来診療および入院患者様の褥瘡ケア等を行っております。専門医師による
創傷の形成治療及び相談等を行っております。近年の創傷治療の進歩は著しく、傷やケガは“早く、
きれいに”治すことが求められています。子供から高齢者まで身近なケガも適切に治療する事により、
QOLを損ねることなく、早く、きれいに治すことができます。

脳神経外科は脳、脊髄、末梢神経系およびその付属器官（血管、骨、筋肉など）を含めた神経系全般の
疾患のなかで主に外科的治療の対象となりうる疾患について診断、治療を行う医療の一分野です。
当院では、手術を行っていませんが、これらの疾病を有する患者さんに常日頃より正確な診療を実践
し、必要であれば他院へ紹介等を行っております。
脳神経内科は、アルツハイマーなどの認知症、手がふるえて動作が鈍くなるパーキンソン病、ふらつき
がおこる小脳の病気、手足のしびれがおこる末梢神経の病気、筋ジストロフィーなどの筋肉病や、発作
をおこすてんかんなど神経内科と連携をとりながら治療を行っております。

呼吸器疾患とは、口、喉から気管、気管支を経て肺に至る気道と、これらに接する胸膜や縦隔といった
部位に起こる病気のことを言います。かぜや肺炎などの感染症疾患、喫煙を主な原因とする慢性閉塞
性肺疾患、喘息に代表されるアレルギー性肺疾患、間質性肺炎などのびまん性肺疾患、日本人の死亡
原因一位を占める肺がんなど、数多くの病気が含まれています。『自分は呼吸器の病気かな』と思った
ら、お手軽に受診してみてください。

診療科目

我が国には462万人の認知症患者と400万人にのぼる認知症予備群がいると推計されています。
認知症患者の約7割はアルツハイマー病と考えられており、その克服は国家的な課題となっております。
当院神経内科では、こうした認知症の方の診断と治療に力を入れた診療を行っております。いつもと
違う物忘れや言動に気がついた場合には、認知症のサインかもしれません。お気軽に受診ください。
神経内科では、認知症の他、頭痛、高齢化社会にともない増え続ける脳血管障害、その他の脳や脊髄
の疾患（パーキンソン病、脊髄小脳変性症など）、末梢神経や筋肉の疾患などの内科的な疾患を診療
の対象としています。

神経内科

関節や関節の周囲の骨、腱、筋肉などに痛みが起きる病気をまとめてリウマチ性疾患とか単にリウマチ
と呼びます。一般的にリウマチといえば「関節リウマチ」のことを指しています。「関節リウマチ」はリウ
マチの中でも患者数が多く、70万人とも100万人ともいわれています。関節リウマチは、免疫の異常
により、主に手足の関節が腫れたり痛んだりする病気です。進行すると、骨や軟骨が壊れて関節が動か
せなくなり、日常生活が大きく制限されます。また、炎症は関節だけでなく、目や肺などの全身に拡が
ることもあります。思い当たる症状などがありましたら、お気軽に受診して下さい。

けがや病気によって生じる障害を医学的に診断および治療し、残存能力を活かし開発し代償的手段
（杖や装具）により機能回復と社会復帰を総合的に提供することを専門とします。障害によって難しく
なった「その人」の「その人らしい」生活を再構築していく過程で、様々な手段を用いてアプローチする
ことで、障害を持ちながらも生きてゆくための自立を支える、または生活の一部に目を配ることを
展開する医療の領域です。最終目標である在宅生活や社会復帰をおこなうための環境改善の助言を
行います。高齢者の健康を支えることにも深く関わりを持つようになってきており、リハビリテーション
医療への期待も一層高まっています。

リウマチ科 

脳神経
内科・外科

呼吸器
内科

リハビリ
テーション科

血液内科 外 科 胸部外科 乳腺外科 麻酔科呼吸器
外科

糖尿病
内科

総合診療
内科

アレルギー
科

緩和ケア
内科



外来は、整形外科･内科･皮膚科などの診療を行い、地域の皆さんの健康回復、維持のために

医師、看護師、コメディカルなど多職種で協力して医療に取り組んでいます。一般診療の

他に、各診療科においても専門医師による診療を行い、検査部門と連携し内視鏡検査、

睡眠時無呼吸症候群の診断検査など特殊な検査と組み合わせ専門医師が疾患の相談検査、

治療を早期に受けられるようにサポートしています。患者さんに安心して検査や治療を

受けて頂けるよう、心のこもった医療を提供していきたいと考えています。患者さんにとって

優しい環境づくりを念頭におき、いつも笑顔でスタッフ一同お待ちしています。

２次救急病院としても救急外来で対応させて
頂いています。
救急車での来院患者さんの診療を主に行って
います。
患者さんの診療や処置を行う救急処置室を
設け患者さんが、安心してスムーズに診療を
受けていただき、不安なく帰宅又は入院治
療が安心してできるようスタッフ全体で取り
組んでいます。

病院・看護局理念のもと、私たちは患者さん一人ひとりを尊重し、安心して入院生活が送れるようやさしく、思いやりのある

看護を心がけています。そして、患者さんやご家族の方に「北斗病院を選んで良かった」と思っていただけるよう日々努力

しています。病室は特別室・個室・４人床とあり、落ち着いた療養空間と多様化する医療ニーズにお応えするための環境・設備

を整えています。

やさしく思いやりのある看護

ホスピタルモール／天井は高く、広く明るい雰囲気で心地よい空間をこころがけました。

外来待合・診療室・カフェスペース
車イス・松葉杖の方でもゆとりある
スペースをこころがけました。

特別個室Ａ

救急処置室

ナースステーション

特別個室Ｂ 一般病室

24時間365日救急体制

明るくゆとりのある院内は、やすらぎをもたらします。

外来・病棟



当院では1.5テスラMRIを導入しております。MRI検査は強い磁場と電波を
使って体内の臓器や血管などを撮影する装置です。CTやX線と違い放射線
を使用しないので、安心して検査していただく事ができます。頭部、脊椎、関
節、腹部など様々な部位の検査が可能です。

磁気共鳴コンピュータ  断層撮影検査装置
紫外線治療器  デルマレイ800

当院では80列マルチスライスCTを導入しております。X線を体の周りに照
射させることで全身の撮影を短時間で行う事ができます。
また、当CT装置には最新の被ばく低減機能があり、より安全な検査をお受け
いただく事ができます。

コンピューター  断層撮影装置

紫外線治療器 デルマレイは、部分的照射から全身照射まで行えます。紫外線
療法の適応症は幅広く、その中でも乾癬、アトピー性皮膚炎、掌蹠膿疱症、白
斑などの治療に重要な役割を果たしています。
国産初のナローバンドUVBを搭載した、全身寝型タイプのデルマレイ-800
です。

超音波検査（エコー検査）とは、超音波を体に当てて、その反射を映像化する
ことで、体の内部の状態を調査することのできる画像検査法の一つです。
Ｘ線やＣＴなどと違い、被爆もなく安全な検査です。患者さんへの体の負担が
少なく、短時間で受けていただける検査です。

超音波検査装置

当院では上部（経口・経鼻）・下部内視鏡検査及び内視鏡治療など患者さ
んがより楽に受けて頂けるよう、様々な工夫を重ね、安全性を確保した上
で、検査・治療ができるよう心がけています。また病変を少しでも早期発
見できるよう、最新の内視鏡機器を導入しています。

内視鏡検査装置

※ナローバンドUVBとは、乾癬、白斑、アトピー性皮膚炎などに有効な新しい
　紫外線療法です。

Ｘ線を連続で発生させリアルタイムで骨や臓器の状態を知ることができます。
主に骨折・脱臼の整復やバリウム検査に用いられます。
（当院はＦＰＤを用いており、より鮮明な画像を提供しております）

FPD搭載型Ｘ線透視装置

手術室 最新鋭の医療機器

当院には、手術部位を無菌に保つクリーンルームが２室あり、

人工関節手術・脊椎手術・関節鏡視下手術・骨折観血的手術

などを施行しています。

最新鋭の機材と
高度な技術を誇るスタッフ。

第１手術室

第2手術室

当院では、関節鏡視下手術、骨切り術の対象とならない膝
関節に対して人工関節置換術を行い、平均1ヶ月での退院
を目指します。手術後、痛みなくリハビリテーションが行える
よう、持続硬膜外麻酔下にＣＰＭなどを使用し、またリハビリ
テーション専門医・セラピストを回復期リハビリテーション
病棟に配属し、早期社会復帰を達成するため、術前・術後
に総合的なリハビリテーションを施行しています。

人工関節置換術
腰椎椎間板ヘルニアの手術は原則として内視鏡を使った
MED法で行っています。手術は2cm位の切開から16mm
の筒を挿入して、そこから内視鏡を通した手術部位の画像を
モニターで拡大して見ながら、神経をよけてヘルニアを摘出
する方法です。そのメリットは以下があげられます。
1.職場等、日常生活への復帰が早い。
2.術後の痛みが少ない。
3.入院期間が短い。
4.傷が小さく体への負担が少ない。 

腰椎椎間板ヘルニア手術　（内視鏡下）

関節鏡下靱帯再建術では、直径約4mmの細いレンズを膝
関節内に挿入し膝関節内の観察を行います。損傷した靱帯を
切除し自家腱を採取し損傷した靱帯部に移植します。当院では
BTB法、TransFix法、ハムストリング二重束法など様々な
方法で、関節鏡下靱帯再建術を行っています。

関節鏡視下手術　（膝・肩・足関節）
骨折を整復し観血的に骨を固定します。部位としては鎖骨、
腕、足、指など様々な部位があり 方法としてはプレート固定、
髄内釘、鋼線刺入、創外固定など 様々な方法で骨接合を
行っています。

骨折観血的手術

「脳ドック」 脳ドックとはMRI
（核磁気共鳴画像）やMRA（核磁気
共鳴血管画像）により、症状が出て
いないうちに脳梗塞の原因となる
脳血管病変や脳出血の原因となる
脳動脈瘤などを発見し、早期治療に
繋げていきます。

「骨ドック」 DEXA（骨密度検査）と
は2種類のエネルギーのX線を測定部位
にあてることにより骨成分を他の組織と
区別して、骨成分を測定する方法です。
DEXA法は誤差が少なく、短時間で測定
できることにより骨粗鬆症の標準検査方
法としてとても重視されている検査です。

健診センターでは病気の早期発見・早期治療の為に各種ドックプラン
（脳・腸・心・肺・骨ドッグなど）を用意しております。

健診センター　（人間ドッグ）



「理学療法」 身体機能や痛み、立つ・歩くなどの基本動作能力の評価・分析を行い、日常生活に不可欠な基本動作能力の獲得を
目指すために治療、援助していきます。痛みの緩和を目的に機器を用いて治療することもあります。

「作業療法」 基本的能力（運動精神機能）、応用的能力（食事・トイレ・生活で行われる活動）、社会的適応能力（地域活動への
参加、就労・就学）の維持、改善を目的にその人らしい生活を送れるよう、治療、援助、指導していきます。

「言語療法」 コミュニケーションの問題（失語症、聴覚障害、声・発声の障害など）や摂食・嚥下の問題の本質や発現メカニズム
を明らかにし、対処法を見出すために検査・評価を実施し、必要に応じて訓練、指導、助言を行います。

怪我や病気で当院へ直接入院する患者さんと急性期病院からの転院患者さんに対してリハビリテーションを提供します。

放射線課

検査課の主な業務は、採血・血液検査・検尿などの検体検査

や、心電図・超音波検査・血圧脈派検査・肺機能検査・ホル

ター心電図・睡眠時無呼吸症候群検査などの生理検査

です。また、日常点検や精度管理を行い正確な結果を提供

するよう努めています。また、感染対策チームに参画し、

感染症発生状況を把握し医師・看護師などと協力して院内

感染拡大防止を図っています。

栄養課の主な業務は、食事の提供、栄養管理、栄養指導

です。患者さんにとって入院中の食事は楽しみのひとつと

考え、長期入院の方でも飽きのこない献立作りを心掛け

ています。年12回の行事食と記念日食を提供し、季節感・

変化のある献立を取り入れています。また、栄養サポート

チーム（NST）に参画し、食を通じたチーム医療を行って

います。

人間の可能性を信じ良質なリハビリテーションを提供し
皆様の早期復帰を全面的にサポートします。

検査課

栄養課

薬剤室の主な業務は、内服薬や注射薬の調剤、服薬指導、

医薬品情報の収集などです。患者さんに適切な薬物療法

が提供できるように、医薬品の適正使用に努めています。

また、褥瘡対策チーム、感染対策チーム、栄養サポートチーム

（NST）に参画し、医師、看護師などと協力して、チーム医療

を提供しています。

薬剤室

医療技術部門リハビリテーション室

人工透析センター

放射線課の主な業務は、画像検査です。最先端の放射線

診断機器を用いて、患者さんにとって侵襲の少ない適切

な画像を提供します。単純Ｘ線写真から、骨密度（DEXA）、

MDCT、MRI検査を行い、適切な診断・診療に繋げるべく

医師と密接に連携を図っています。医療安全対策チームや

感染対策チームに参画し、安全なチーム医療を提供して

います。

岡崎北部地域に入院可能な透析施設を、との思いから2017年10月、南館2階に人工透析センターを開設いたしました

（18床）。

これにより、人工透析が必要な入院患者様を受け入れることが可能になりました。

外来透析（送迎可）にも対応しております。 また、透析中のリハビリも実施しております。

※写真は行事食･記念日食です。



平成２７年５月より、岡崎北斗訪問看護ステーションがオープンしました！！
訪問看護の主な役割は、看護師・理学療法士の両専門職による専門的介入により、ライフスタイル
を整え、病状の悪化の予防・健康状態の維持・改善を図ります。病状に関しては主治医と連携し、
介護に関してはケアマネージャーやサービス事業者・行政等と連携を図り、利用者様が自立した
生活が送れる様に、さまざまな在宅ケアサービスの使い方を提案すると共に、専門職を配置し、
拘縮予防や機能の回復等、在宅への訪問リハビリテーションも提供します。日常生活の看護支援
として、食事・排泄の援助、入浴・清拭・洗髪等身体の清潔に関する援助、処置・環境整備を行い
ます。在宅酸素療法、吸引、膀胱留置カテーテルの管理、ストマケア、床ずれ予防・処置、点滴、
中心静脈栄養法、胃ろうチューブの管理等、ご本人・ご家族に合った介護技術指導も行います。
ご本人の『その人らしさ』を大切にし、ご家族と共に守ります！！
併せて理学療法士等を配置し、訪問リハビリテーションを実施しています。

通 所
リハビリテーション

訪問看護
ステーション

●自分にあった運動を指導してほしい　　●体力を維持したい、向上したい
●外出のきっかけがほしい　　　　　　　●大人数の集まり、レクリエーションが苦手
●短時間のデイケアを利用したい

こんな方にお勧めです‼

●ご利用を希望される方は、担当介護支援専門員（ケアマネージャー）様にご相談ください。
●その他、短時間通所リハビリテーションの内容等についてのご相談は、当院リハビリテーション室まで
　お問い合わせください。

ご利用について相談

北斗病院の地域医療に果たす役割
地域医療連携室では患者さんが安心して医療を受けられるよう、各医療機関との医療連携
の窓口を行っております。外来通院中から入院中・退院まで患者さん、ご家族からの相談も
承りますのでお気軽にお問合せください。
●医療費や生活費など経済的な不安
●介護保険や福祉制度について
●退院後の在宅生活の側面サポート
●転院や施設入所について
●障がい手帳や障害が残った際に利用できる福祉制度について

地域医療連携室

急性期からの
受け入れ

在宅・生活復帰
支援

急性期

高度急性期・急性期

自宅・在宅療養

地域に密着した病院
●一般病棟
●回復期リハビリテーション病棟
●療養病棟
●地域包括ケア病棟（準備中）

診療所・介護施設等
長期療養
介護等

北斗病院

緊急時の
受け入れ

地域への取り組み

ＴＥＬ 0564-64-6181



昭和61年(1986)  3月

昭和63年(1988)12月
平成3年(1991)  9月
平成4年(1992)  3月
平成5年(1993)  6月
　　　　　　　　9月
　　　　　　　　12月
平成7年(1995)  5月
　　　　　　　　　7月
平成8年(1996)  3月
平成10年(1998)12月
平成13年(2001)  6月
平成14年(2002)  9月
平成15年(2003)  4月

　　　　　　　　　5月
平成17年(2005)11月
平成19年(2007)  9月
　　　　　　　　　
平成20年(2008)  2月
　　　　　　　　　3月

平成21年(2009)  1月
平成22年(2010)10月
平成23年(2011)  7月
　　　　　　　　　
　　　　　　　　12月
平成24年(2012)  1月
　　　　　　　　　４月
　　　　　　　　　６月
平成25年(2013)  １月
　　　　　　　　　４月
平成26年(2014)  ４月 
　　　　　　　　　9月
平成2７年(201５)  ２月
　　　　　　　　　４月

　　　　　　　　　5月
　　　　　　　　　7月
　　　　　　　　12月

平成28年(2016)  1月
　　　　　　　　　４月
　　　　　　　　　6月
　　　　　　　　　8月
平成29年(2017)  4月

　　　　　　　　　6月

　　　　　　　　10月

平成30年(2018)  7月

「齋藤好道」岡崎整形外科病院（病床数23床）を岡崎市真伝町に開設
膝関節鏡視下手術開始　日本整形外科学会 研修施設認定　 　9月　27床に増床
増築（職員増加に伴う職員休憩室など）
Ｘ線骨密度測定装置（ＤＸＡ）導入
増築、32床に増床、ＭＲＩ導入　　4月　「骨ドック」開始
経皮的椎間板摘出術（ＰＮ）開始
デジタルＸ線画像診断システム（ＣＲ）導入
12月　超音波骨量測定装置（ＱＵＳ）導入
増築、病床数32床のまま大部屋から個室化、リハビリ室増築
付添婦の廃止、患者食堂の設置　　12月　新看護体制
医療法人「愛整会」を設立、「齋藤好道」理事長に就任
45床に増床
鏡視下膝骨軟骨移植術（ＯＡＴＳ）開始　　12月　病床数156床許可認定
最小鏡視下椎間板切除術（ＭＥＤ法）開始
医療法人愛整会　岡崎整形外科病院を北斗病院に名称変更し、
岡崎市仁木町に新築移転、156床で新規開設
医療法人愛整会　岡崎整形外科（無床診療所）を、岡崎市真伝町に新規開設
関節リウマチに生物学的製剤療法開始
北斗病院 回復期リハビリテ－ション病棟開設（４階）
日本リウマチ学会教育施設認定　日本リハビリテーション医学会研修施設認定
北斗病院内・託児所開設(岡崎市認証)
関節鏡視下ＭＥＤ法  S&N最新関節鏡
560H&660HDイメージマネージメントシステム更新導入
北斗病院 回復期リハビリテ－ション病棟開設（５階）
最新電子麻酔表記録装置AR-U900オムロン更新導入
北斗病院 一般病棟入院基本料  10対1看護取得
北斗病院 電子カルテシステム導入　　ユヤマ全自動調剤システム導入
Ｘ線骨密度測定装置(ＤＸＡ）新機種更新導入GE：PPODIGY Primo
愛知県保健医療計画により114床増床の承認を受ける
紫外線治療器ナローバンドUVB　テルモ全身寝型タイプデルマレイ800導入
2次救急指定病院
最新超音波診断装置(GE)更新導入
北斗病院開院10周年　　12月　新病棟着工
医療法人愛整会　北斗病院通所リハビリテーション開始
北斗病院 救急医療功労者愛知県知事表彰受賞
北斗病院 新病棟竣工式及び内覧会挙行
北斗病院 新病棟開院（病床数270床）
高性能のＭＲＩ・ＣＴ・超音波装置・内視鏡装置など新規更新
岡崎北斗訪問看護ステーション開設　　「脳ドック」開始
臨床検査室開設
南館3階に一般病床40床を増床、一般病床計90床（合計190床稼働）
健診センター開設（人間ドック開始）
南館３階の一般病床を療養病床に変更し南館５階へ移動
医療法人愛整会　創立30周年記念講演会・記念式典開催
愛知県医療健康保険組合加入
南館３階に一般病床40床を増床、一般病床計90床（合計230床稼働）
愛知医科大学整形外科専門研修プログラムに専門研修連携施設として登録
地域医療連携推進法人「尾三会」参加
第１回北斗病院地域医療連携交流会開催
GE製全身麻酔器　エスパイア7900PRO更新導入
協会けんぽ「生活習慣予防検診」の許可取得及び運用開始
人工透析センター（18床）を南館２階に開設
医療材料物流管理システム（SPD）導入
岡崎整形外科デイケアセンター開設

沿　革岡崎整形外科

岡崎整形外科 デイケアセンター

ＴＥＬ 0564-25-2511

ＴＥＬ 0564-73-1  33

岡崎市真伝町にある診療所です。1986年に岡崎整形外科病院としてスタートし、北斗病院開院に伴い2003年より無床の診療所
として開業しております。整形外科、リウマチ科、リハビリテーション科の各疾患に広く対応し、地域の皆様の健康維持をお手伝
いしております。

岡崎整形外科の2階部分は、通所リハビリテーション施設として2018年7月より稼動を開始しました。地域の皆様が楽しんで
健康づくりをして頂けるような施設を目指して参ります。

標　榜　科　整形外科・リウマチ科・リハビリテーション科
診療時間　平　　　日　９：００～１２：００　１６：００～１９：００
　　　　　水･土曜日　９：００～１２：００
休　診　日　水･土曜日午後、日曜日、夏期･年末年始（詳細はお問合せ下さい）
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