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バーチャル見学ツアーバーチャル見学ツアー
｜特｜集｜ 佐久医療センター

実際の
建物の中を
見てみましょう

新しい病院内には、色々な所に工夫や配
慮がなされています。また、実際には皆
さんが入れない場所もあります。
そういったものをいくつかご紹介します。

受付

外来には多くの診察室がならんでいます。患者さんは番号
で呼ばれます。どこがどの科の診察室、という決まりがな
いフリーアドレス制をとっています。患者さんの待ち時間を
減らしたり、プライバシーを守ることにも役立ちます。

フリーアドレスの外来
1F・外来

1F・入口左

臼田の佐久総合病院にもありますが、佐久医療センターで
も地域でいろいろな文化活動をしている人たちの発表の場
として、また地域の方と病院の交流の場としての展示・発
表スペースを設けています。外来終了後には病院が劇場に
様変わり。入院している患者さんもコンサートや演劇を楽し
むことができるよう、広いスペースを確保しています。

ふれあいギャラリー・
いこいの広場 1F・入口右

ふれあいギャラリー
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佐久医療センターの病室がちょっと変わった形をしているのは、上空から見ると病棟が
桜の花びらの形をしているからです。ナースステーションは各病棟の中央にあり、左右
どちらの病室も、遠くの部屋まで目が行き届くようになっています。
病棟の入り口の目の前には大きく開いた窓があり、病棟全体が明るくなり、お見舞いに
来た人もゆっくりできる空間を作っています。

病室の中には、介助用リフトと呼ばれるものがぶら下がっている部屋が
あります。患者さんをベッドから車いすやストレッチャーに移動させるた
めの、とても力持ちの福祉機械です。看護師や介護士は患者さんを移
動させることで腰を痛めてしまうことが多くあります。看護職員の強い
味方ですが、患者さんにとっても無理なく、また安全にベッドから移動
できるメリットがあります。全国的に見ても、急性期病院（緊急患者さん
や高度医療に対応する病院）で介助用リフトを多くの病室で導入するの
は、佐久医療センターが初めてです。

病室に
ぶら下がっているのは何？

病　室

花びらをイメージした病棟 病　棟

入院患者さんがどんな病気で、どんな食事制限や行
動制限があるか、などの患者さんの療養に関する情
報が絵で一目でわかるようなピクトグラムというシス
テムがあります。たくさんの医療スタッフがチームと
なって一人の患者さんに関わるため患者さんの情報
が一目でわかるような工夫をしています。

ピクトグラム病　室

↑ナースステーションから診た病室
上から見ると桜の花びらのかたちをしている→

←ピクトグラムモニター

介助用リフトを操作

歩行器 食事禁夜 リハビリ中

例
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配　送

1日前　
食材はチルド状態で配送します

セントラルキッチンは佐久病院グループの台所です。ここで作られた
食事は佐久医療センターだけではなく、臼田の佐久総合病院を含む
佐久病院グループ各施設に配送されます。

佐久医療センターの周囲は、もともとこの地にあった
ヒマラヤスギや桜を移植して、木々を残しています。春
にはお花見もできるでしょう。また、今後地域のみなさ
んと一緒に、植樹や花を植えるイベントを計画していま
す。建物の周りを一周する１㎞のジョギングコースや、
ところどころに設けられた健康器具など、近くに住む方
で病院に受診する必要がない方にも、気軽に利用して
いただける公園のような空間を提供しています。将来
的には植えた木々が森を作り、その中にたたずむ病院
をイメージしています。

晴れた日が多い佐久地域ではソーラー発電は大活躍しま
す。また、一年中一定の温度を保っている地下水を、トイレ
の洗浄水や冷房機器の冷却などに有効活用しています。佐
久医療センターのあちらこちらにある吹き抜けは、明るさ
を取り入れ電気代を節約するだけではなく、一定の温度の
空気を循環させる働きもしています。

エコホスピタル施　設

セントラルキッチン
屋外・別棟

森にたたずむ病院
建物周囲

佐久病院本院

分院等グループ各施設

一ヶ所で大量に調理することで、佐久
病院グループ各施設や職員食堂に提
供します。今後、地域に向け、退院後
の治療食や介護食の配食サービス、
災害時の対応も検討しています。

食
事
提
供
の
流
れ

3日前
食材を加熱し、冷却
出汁を作り、冷却

セントラルキッチン 2日前
冷蔵庫保管

佐久医療センター

前日18時
味噌を溶き、冷たいま
まお椀に盛り分ける

当日6時30分
再加熱カートで加熱
開始

当日8時
最後にご飯・個人対
応品を入れて、提供

 佐久は冬でも晴天率が高いため　
ソーラーは大活躍→

地熱を利用し病院内の空気を
一定温度で循環させる↓

一周するとちょうど１,０００ｍ

移植された桜。今年も花見ができるでしょう

健康器具があちこちに



交　通
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佐久医療センターの概要

佐久南I.C

佐久中佐都I.C

佐久平駅

北中込駅

滑津駅

佐久I.C佐久北I.C

◎
佐久市役所
◎
佐久市役所

浅蓼大橋

至小諸

至小淵沢

至長野

至軽井沢

至東京

千曲川

（佐久IC西）

（信州短大入口）

（三河田工業団地）

（石神）

（跡部）

（三河田工業団地南）

（佐久郵便局入口）

●樫山工業

ヤマダ電機●

●佐久郵便局 　　　　  ●
ホテルゴールデン
センチュリー
佐久一萬里温泉

　　　　  ●
ホテルゴールデン
センチュリー
佐久一萬里温泉

（佐久IC東）

（相生町）

（相生町南）

（猿久保）

JR小海線
北陸（

長野
）新幹

線

北陸（
長野
）新幹

線

（駒場公園入口）

佐久医療センター

141

病床数
合計…………………………… 450床

救命救急病棟…………………… 20床
ICU（集中治療室） ……………… 16床
HCU（高度治療室） …………… 20床
NICU（新生児集中治療室） ………6床
GCU（新生児治療回復室） …… 12床
感染症病床…………………………4床
一般病床……………………… 372床

診 療 時 間 平　日　午前8時30分～午後5時
 土曜日　午後8時30分～午後0時30分

休　診　日 日曜日・祝日、第1・第3・第5土曜日
  但し、救急外来は24時間診療体制となってお

ります。

保険証の確認 月に一度確認致します。
 毎月最初の来院日に受付係にご提示ください。

面 会 時 間 午後2時～午後7時
 NICU, GCU 午後2時～午後3時30分
 ICU, HCU  救急病棟はご家族以外の面会は
  ご遠慮ください。 佐久医療センターの諸指定

救命救急センター
地域災害医療センター（災害拠点病院）
地域がん診療連携拠点病院
地域周産期母子医療センター
臨床研修指定医療機関
信州ドクターヘリ運行病院

佐久総合病院グループ
佐久総合病院
小海分院
小海診療所
佐久老人保健施設
老人保健施設こうみ
訪問看護ステーション
（うすだ・のざわ・やちほ・こうみ・あさしな・ひらね）
JA長野県厚生連健康管理センター
佐久総合病院看護専門学校
一般財団法人農村保健研修センター
一般財団法人日本農村医学研究所
佐久東洋医学研究所

●長野新幹線「佐久平駅」から車で約15分
●上信越自動車道・佐久小諸JCTから佐久中佐都ICへ。ICから車で約10分
●JR小海線「北中込駅」から徒歩で5分

佐久医療センターの建設を進めていくために地域の皆さま、
また佐久地域のみならず多くの皆さまに署名をいただきまし
た。この約17万筆の署名は佐久医療センターの正面玄関北
側の棚に納められました。

署名を納める渡辺仁院長



佐 久 総 合 病 院
JA長野厚生連
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佐久総合病院 検索

見やすく読みまちがえにくい
ユニバーサルデザインフォントを
採用しています。
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現
佐久総合病院

佐久医療センター

平成26年 3月1日から
佐久総合病院（本院）

3次救急医療体制
（生命に危機のある重症患者さん）

2次救急医療体制
（入院の検討が必要な患者さん）

研修医

救命救急担当医４人 内科系医師１～２人

研修医

研修医

救命救急センター
日直医･当直医の体制

救急外来
日直医･当直医の体制

お知らせ

佐久総合病院（本院）の救急医療体制が変わります

佐久医師会 休日当番医のお知らせ ｜都合により変更となる場合がございますので、お問い合わせの上、受診してください。

月 日 医療機関＋電話番号（0267）（北部－岩村田・望月・浅科） 医療機関+電話番号（0267）（南部－中込・野沢・臼田）

3

2 佐久長土呂クリニック 68-7899 野澤医院 62-0272
9 柳澤クリニック分院 78-3355 坂戸クリニック 63-6323
16 岡田医院 53-2123 すみだクリニック 62-7122
21 金澤病院 67-2048 てらおかクリニック 51-5222
23 佐久平こころのクリニック 68-8556 工藤医院 62-0475
30 高橋医院 53-2366 さとう泌尿器科クリニック 68-2233

4

6 小林内科クリニック 66-0500 たばたクリニック 63-2821
13 小松耳鼻咽喉科クリニック 66-6300 雨宮病院 82-5311
20 ねむの木公園クリニック 67-8866 都甲クリニック 64-1050

佐久長土呂クリニック 68-7899 くろさわ病院 64-1711
29 佐久平透析クリニック 65-7700 高柳クリニック 63-1201

4月  日 月 火 水 木 金 土   1 2 3 4 ❺  
 ❻ 7 8 9 10 11 12
 13 14 15 16 17 18 19
 20 21 22 23 24 25 26
 27 28 29 30 

3月  日 月 火 水 木 金 土       ❶
 ❷ 3 4 5 6 7 8
 ❾ 10 11 12 13 14 15
 16 17 18 19 20 21 22
 ／ ／ 25 26 27 28 2923
30
24
 31

※上記赤い丸以外の土曜は半日診療です

休診日休診日  
佐久総合病院グループ（佐久医療セン
ターも含む）すべて同じ休診予定です。

３月１日、佐久医療センター開院に伴い佐久総合病
院の休日･夜間の救急医療体制が変わります。
佐久医療センターは、救命救急センターとして主に
３次救急医療を行います。一方、佐久総合病院（本
院）は、主に２次救急医療を行います。比較的に軽症
と思われる病気やケガ（急な発熱、嘔吐、腹痛、軽傷
など）の時は、佐久医師会の休日当番医や急病セン
ターなどをご利用いたくようお願い致します。

※〈3次救急〉生命に危機のある重症患者さん  〈2次救急〉入院の検討が必要な患者さん

（お詫び） 1月発行の325号における「わたしのかかりつけ医」のコーナーにて下記の誤りがありました。訂正してお詫び申し上げます。
 略歴  山梨大学× → 山形大学○


