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病院の歩みとご挨拶

　平成２５年６月１日聖光ヶ丘病院は由緒ある光ヶ丘団地にご縁を授かり、開院させていただきました。
私は平成１３年に前身の病院の院長に就任､平成１５年には医療法人社団聖秀会を設立して、理事
長を兼務することになりました。当時の病棟は療養型中心でしたが、地域のニーズに応えて一般病棟
を拡大させました。
　国は団塊の世代全員が７５歳以上になる平成３７年度を目途に、高齢者が可能な限り住み慣れた
地域で自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域包括ケアシステムの構築を目
指しています。医療面では、高齢者の緊急時の受け入れ・高度急性期からの受け入れ・在宅復帰支
援の役割を担う地域包括ケア病棟が、平成２６年度診療報酬改定で新設されました。この地域では
高齢化が急速に進んでおり、当院はその実情を踏まえ平成２９年６月から、一般病棟に加えてこの地
域包括ケア病棟を導入しました｡

　当院の理念は「患者様に優しく、親身に丁寧な医療」を実践することです。大病院に良くありがちな
冷たく感じる、一方的な押し付けの医療ではなく、患者様やご家族と十分話し合った上での心通う医
療を心がけています。医療の進歩により治療の選択肢が増え、逆に患者様がどの治療を選んで良い
か迷ってしまう場合があります。そのような時、私は自分の親であればこの治療を受けさせますと個人
的な意見を述べることにしています。患者様は理解し易くなり、治療への決意を示して下さいます。

　ホテル業界では「ホスピタリティ」つまり「思いやり」「心からのおもてなし」が重要視されます。ホテルと
病院（Hospital）の語源は同じラテン語の言葉です。私は常日頃、病院にこそ本来の「ホスピタリティ」
が必要だと考えています。新病院の建物は外観から細部に至るまで、患者様の居心地の良さに重点
を置きました。また、コンシェルジュを導入して、ご案内、ご要望、ご相談をお伺いするだけではなく、問
診聴取そして最適な医師への橋渡しまで承らせていただいております。
　身体の不調、不安を感じた時、とにかくまず受診してみようと皆様に思われるこの地域で最も信頼さ
れる病院を目指して、スタッフ一同精進、努力して参りますので、何卒宜しくお願い申し上げます。
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施設案内

診療内容
■診療科目

診療案内
■受付時間
　月曜日～金曜日　午前／8時30分～12時00分　午後／1時30分～5時00分
　土曜日　　　　　午前／8時30分～12時00分

■診療時間
　月曜日～金曜日　午前／9時00分～12時00分　午後／2時00分～5時00分
　土曜日　　　　　午前／9時00分～12時00分

※診療科ごとの診察日はホームページ又は院内配布の「外来医師担当表」をご確認下さい。
※休診予定はホームページ「お知らせ」または院内に予め掲示しております。
※土曜日午後・日曜日・祝日は休診です。
※かかりつけの患者様と協力提携施設の入所者様については、 365日24時間対応いたします。
※当院は精神科・心療内科のみ完全予約となっております。

リハビリテーション室　　　　　カフェ　　　　　レストラン5F

第5病棟　　　　　　　　第6病棟4F

第2病棟　　　　　　　　第3病棟3F

内視鏡センター　　健診センター　　地域医療連携課　　第1病棟2F

外来診察室　　検体検査室　　生理検査室　　放射線検査室
受付・会計　 　入退院相談窓口　 　コンビニ

1F

内　　科 消化器内科 循環器内科 泌尿器科

眼　　科 整形外科 皮 膚 科 精 神 科

心療内科 脳神経外科 放射線科

もの忘れ外来 内視鏡センター

リハビリテーション

禁煙外来

健診センター（人間ドック・健康診断）



一般病室

特別室

個室

個室

入院室の紹介
ホテルライクな入院生活が送れるよう最新の設備と細心のおもてなしでお迎えします。個室は高級ホテルの一室
を思わせる高級感漂うお部屋になっており、上質なタオル、ガウン、スリッパなど全てのアメニティが整っております。
御用はコンシェルジュが承ります。
この建物はあえて近代的ではなく、10年後、20年後にも飽きが来ないというコンセプトでヨーロッパの古城を利
用したホテルのイメージで造りました。デザイナーズ会社には依頼せず、院長が建設会社と何度も打ち合わせを
重ねて完成しました。
平成27年10月千葉テレビ「ビジネスフラッシュ」で当院が紹介され、平成28年以降特別室や院内の各所がテレ
ビ朝日やフジテレビ、ＮＨＫ ＢＳなどの人気テレビドラマ撮影の舞台としても使われています。当院ホームページ
「メディアニュース」より、特別室の様子が紹介された動画（ビジネスフラッシュ）をご覧になることもできます。



早期発見・早期治療――――――

MRI―――――――――――― CT―――――――――――――

当院内視鏡センターは日本消化器内視

鏡学会指導施設に認定されており、豊

富な経験を持つ指導医、専門医が内視

鏡検査（胃カメラ、大腸カメラ、胆・膵内

視鏡）および治療を行っています。早期

がんの発見、切除なども行うことができ

ます。

胃・大腸カメラは原則として１週間以内

に実施しますが、病状によっては受診

当日に実施することもできます。

当院内視鏡センターは日本消化器内視

鏡学会指導施設に認定されており、豊

富な経験を持つ指導医、専門医が内視

鏡検査（胃カメラ、大腸カメラ、胆・膵内

視鏡）および治療を行っています。早期

がんの発見、切除なども行うことができ

ます。

胃・大腸カメラは原則として１週間以内

に実施しますが、病状によっては受診

当日に実施することもできます。

高性能MRI 1.5テスラを導入いたしま

した。大変に強い磁場を発生する超磁

場超電導磁石を用いることにより、高

速かつ高精細な画像診断が可能にな

り、頭部の小さな病変（腫瘍、梗塞など）

や血管の状態、整形外科領域や腹部な

どの全身の検査診断が可能です。

高性能MRI 1.5テスラを導入いたしま

した。大変に強い磁場を発生する超磁

場超電導磁石を用いることにより、高

速かつ高精細な画像診断が可能にな

り、頭部の小さな病変（腫瘍、梗塞など）

や血管の状態、整形外科領域や腹部な

どの全身の検査診断が可能です。

最新型マルチスライスCTを導入致しま

した。この装置は、瞬時に細かく64断

面（スライス）が撮影出来るマルチスラ

イス技術を搭載しておりますので、撮

影時間の大幅な短縮が可能になり、高

レベルの検査が行えます。

最新型マルチスライスCTを導入致しま

した。この装置は、瞬時に細かく64断

面（スライス）が撮影出来るマルチスラ

イス技術を搭載しておりますので、撮

影時間の大幅な短縮が可能になり、高

レベルの検査が行えます。

内視鏡センター

放射線検査室

当院マスコットの亀
「光（ひかる）君」



■人間ドック
当院お勧めの半日で終わる人間ドックです。

胃カメラ検査 (胃のバリウム検査も選択可能)や腹部

の超音波検査など検査項目が充実しています。

■健診A・Bコース （法定健診）
会社の定期健診や就職時、入学時に行う一般的な健

康診断のコースです。

検査項目の追加も可能です。

■血液サラサラドック
内臓脂肪CT、血液サラサラ検査、血管年齢検査を組み

込んだメタボリックシンドローム対策向けコースです。

■消化器ドック
人間ドックのコースに胃カメラと大腸癌の多い直腸、

S状結腸の検査もプラスしました。

■脳ドック
MRI検査で脳梗塞など、またMRAではくも膜下出血

の原因となる動脈瘤がないかを調べます。

また、アルツハイマー型認知症の診断にも役立ちます。

■喫煙者肺ドック
喫煙者に多い肺がんと肺気腫を調べるコースです。

胸部CTや腫瘍マーカー、呼吸機能検査が含まれます。

■オプション検査
●内臓脂肪CT検査

●腫瘍マーカー検査

●血液サラサラ検査

●血管年齢検査

●骨密度検査

●乳癌超音波検査（女性スタッフによる検査）

●心臓超音波検査

●甲状腺検査

健診センター
当センターでは主に人間ドック、柏市特定健診、肝炎検査、企業健診、また入学や就職時、高齢者施設への
入所時等の健康診断を行っております。ご希望に応じた検査を組み合わせたコースもお作りできますので、
お気軽にご相談下さい。（ご予約・お問合せ：04-7171-5801）



施設の特色

■リハビリテーション
理学療法、作業療法、言語療法を施行。リハビリテーション室はスカイツリーや富

士山が眺望出来る最上階５階の全面総ガラス張りの空間で、スポーツジムの雰囲

気です。隣接する屋外庭園での歩行訓練や菜園でのリハビリも行っております。特

にご高齢の患者様が急性疾患で入院された場合、寝たきりにならないよう入院当

日からの早期リハビリを開始して、効果を上げております。また、近くにある廣池学

園に入構許可を得て、緑の多い学園内を散歩することも可能です。

■コンシェルジュ
患者様の病状を詳細にお伺いして、問診を聴取させてい

ただきます。また、問診票を患者様に代わってお書きする

こともします。そして、適切な診療科、医師に病状や患者様

のご要望を伝え、的確な医療が受けられる体制を整えま

す。もちろんご案内、お問い合わせ、各種手続きなどすべ

ての院内サービスを承ります。ホスピタリティを大切にす

る当院のゲストコーディネーター、それが「コンシェルジュ」

です。



■レストラン
広々とゆったりしたレストランでは、スカイツリーや富士山を眺めながら、この

地に縁の太田道灌にちなんで院長が考案した、牛肉100％メンチカツの入っ

た山吹御膳や道灌カレーなど、様々なお食事を召し上がっていただけます。

美術館のように絵画とステンドグラス
でお迎えします。
毎年新宿伊勢丹で個展を開いているカリ
フォルニア在住の人気作家アイリーン・
フェットマンさんに新病院のための絵画作
成を依頼しました。他にご厚意により寄贈し
ていただいた大作も展示してあります。
自然の四季の移り変わりを表現したステンド
グラスは完成に半年以上費やしました。
是非、ご覧になってください。

アイリーン・フェットマン 作「花薫る、そよ風」1階エレベーター前アイリーン・フェットマン 作「花薫る、そよ風」1階エレベーター前

1階エレベーター前1階エレベーター前

5階カフェ入口5階カフェ入口

早川義孝 作「秋物語」5階レストラン横早川義孝 作「秋物語」5階レストラン横伊藤恭子 作「清風」1階待合室伊藤恭子 作「清風」1階待合室



■病 院 名
■所 在 地
■連 絡 先

■代 表 者
■設立年月日
■敷地面積
■建築延床面積
■病　　床

■病　　室
■看護体系

■主な設備

平成元年 ３ 月 ３ 日　柏光陽病院開院

平成13年 ４ 月 １ 日　関根秀夫 開設管理者として院長就任

平成15年 ４ 月 １ 日　聖マリアンナ医科大学関連教育病院に認定

平成15年11月 １ 日　「医療法人社団 聖秀会」設立

平成21年 ７ 月 １ 日　健診センター開設

平成25年 6 月 １ 日　光ヶ丘団地に移転「聖光ヶ丘病院」へと名称変更

　　　　　　　　　　内視鏡センター開設

平成29年 6 月 １ 日　地域包括ケア病棟開設

平成30年10月 １ 日　脳神経外科開設

沿　革

概　要
医療法人社団 聖秀会 聖光ヶ丘病院
〒277-0062　千葉県柏市光ヶ丘団地２-３
代　表　 TEL.04-7171-2023　FAX.04-7171-2022
総務課

放射線検査室

内視鏡センター

健診センター

理事長　関根　秀夫
平成15年11月1日
6,896㎡
9,963㎡
219床
一般病床／131床
医療型療養病床／88床
64室（特別室、個室、4床室）
一般病棟入院基本料（10対1入院基本料）
療養病棟入院基本料1　地域包括ケア病棟入院料１
マルチスライスCT、CR（デジタル画像処理装置）、デジタル
ラジオグラフィ（消化管造影装置）、MRI、超音波診断装置、
電子内視鏡（胃<経口･経鼻>・大腸）、高周波焼灼装置、骨
塩量測定装置、肺機能検査装置、眼底カメラ、眼圧測定装
置、インテグライエローレーザー、ＹＡＧレーザー、スリットラ
ンプ、オートレフケラトトノメーター、自動視野計、オージオ
メータ、血圧脈波検査装置（血管年齢）、血液流動性測定装
置（血液サラサラ）、薬剤無菌室 等

TEL.04-7171-2123　FAX.04-7171-2560

TEL.04-7171-2381　FAX.04-7171-2038

TEL.04-7171-2562　FAX.04-7171-2062

TEL.04-7171-5801　FAX.04-7175-3475



■介護付き有料老人ホーム
グレースメイト松戸
さわやか柏館
サンシティ柏
シーハーツ柏
シーハーツ柏の葉
シーハーツ小金原公園
シーハーツ松戸
ニチイケアセンター流山
ハーモニー松戸
ハーモニー六高台
マザアス南柏

■サービス付き高齢者向け住宅
おひさまハウス柏
麗しの杜 光ヶ丘
かしわ翔裕園
そんぽの家S柏青葉台
そんぽの家S柏高柳
そんぽの家S五香南
マザアスコート南柏駅前

■特別養護老人ホーム
大津川八幡苑
柏こひつじ園
輝陽園
グリーンヴィラ
沼風苑
ヴィヴァンホーム新柏
まんさくの里
美晴らしの里
明尽苑
やわら木苑

■住宅型有料老人ホーム
あずみ苑グランデ常盤平
あずみ苑La.テラス逆井
アヴィラージュ新鎌ヶ谷
イリーゼまつど五香
生活クラブ風の村サポートハウス光ヶ丘
未来倶楽部 柏高柳
リアンレーヴ柏
リアンレーヴ南柏

■グループホーム
愛の家グループホーム松戸小金原
いきいきの家松戸
グループホーム沼風苑
グループホーム豊四季台
グループホーム増尾
グループホームワカバまつど
マザアスホームだんらん柏・酒井根
マザアスホームだんらん柏・増尾台

■介護老人保健施設
エスポワール松戸
蒼生の杜
ナーシングプラザ流山
ハートケア流山

■ケアハウス
ケアハウスつるの家

（50音順 2019年1月現在）　

協力提携施設
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（サンクリニック）

ローソン さかいね幼稚園

酒井根保育園

聖光ヶ丘病院

東
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麗澤大学

麗澤
幼稚園

光ヶ丘郵便局
光ヶ丘診療所

光ヶ丘近隣センター
デイリーヤマザキ

バス停
（聖光ヶ丘病院）

聖光ヶ丘病院

アクセス

JR常磐線各駅停車（千代田線）南柏駅下車
南柏駅東口よりバスにて約７分
「聖光ヶ丘病院」バス停下車徒歩３分
東武バス
■南柏01・南柏04「酒井根行」
■南柏05「南部クリーンセンター行」
■南柏07「増尾駅行」
また、当院専用送迎バス・駐車場（77台）もございます。

URL http://seihikarihosp.jp

全国展開している高級有料老人施設「サンシティ柏」の中にある
サンクリニックを聖秀会が運営しております。

サンクリニック

サンシティ柏サンシティ柏



聖光ヶ丘病院
医療法人社団 聖秀会

〒277-0062 千葉県柏市光ヶ丘団地2-3 TEL.04-7171-2023（代表） URL http://seihikarihosp.jp
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