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公益財団法人  豊郷病院創立90周年



〈法人の事業目的〉

 　　　　　　　 １. 医療事業　 　2. 介護事業　 　3. 教育研究事業

〈病床数〉
　　　　　　　　一般病棟…………… 186床（内 地域包括ケア病床51床、回復期リハビリテーション病床30床）
　　　　　　　　療養病棟……………   32床
　　　　　　　　精神病棟…………… 120床
　　　　　　　　　　計……………… 338床

〈診療科目〉内科・外科・整形外科・消化器内科
　　　　　　  呼吸器内科・呼吸器外科・循環器内科
　　　　　　 脳神経外科・眼科・泌尿器科　　
　　　　　　 耳鼻咽喉科・歯科・歯科口腔外科
　　　　　　 小児科・婦人科・皮膚科・麻酔科

〈施設指定・事業所及び利用定員〉

　                    １.  豊郷病院/居宅療養管理指導 ………………………………… 在宅
　                    ２.  訪問看護ステーション　レインボウとよさと ……………… 在宅
　                    ３.  訪問看護ステーション　レインボウはたしょう …………… 在宅
　                    ４.  訪問看護ステーション　レインボウひこね ………………… 在宅
　                    ５.  訪問看護ステーション　レインボウたが …………………… 在宅
　                    ６.  訪問リハビリテーション　アイルとよさと ………………… 在宅
　                    ７.  介護老人保健施設　パストラールとよさと ………………… 入所100床
　                    ８.  短期入所療養介護　パストラールとよさと …………………（内 ４床）
　                    ９. 通所リハビリテーション　パストラールとよさと ………………… 定員20人/日
　                    10.  居宅介護支援センター　マックスとよさと ………………… 支援センター（要介護）
　                    11.  ヘルパーステーション　ピンポンとよさと ………………… 在宅
　                    12.  彦根市デイサービスセンター　きらら ……………………… 定員40人/日
　                    13.  彦根市グループホーム　ゆうゆう …………………………… 利用者　９床
　                    14.  彦根市地域包括支援センター　きらら ……………………… 支援センター（要支援）
　                    15.  甲良町デイサービスセンター　けやき ……………………… 定員25人/日
　                    16.  甲良町グループホーム　らくらく …………………………… 利用者９床
　                    17.  居宅介護支援センター　マックスひこね …………………… 支援センター（要介護）

　　            准看護学院
　　　              臨床精神医学研究所

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成27年７月現在）

　　　　　　　　精神科・心療内科
　　　　　　　　リハビリテーション科・放射線科
　　　　　　　　血液浄化センター
　　　　　　　　認知症疾患医療センター オアシス
　　　　　　　　呼吸リハビリテーション　精神デイケア

法人の概要



公益財団法人 豊郷病院のあゆみ

1926年（大正 15） 大正天皇崩御
1928年（昭和 ３） 近江鉄道電化
1929年（ ４） 世界大恐慌
1930年（ ５） 豊郷村役場竣工
1931年（ ６） 満州事変
1932年（ ７） ５.15事件
1933年（ ８） 結核療養所県内設置
1934年（ ９） 彦根人力車20数台
1936年（ 11） ２.26事件
1937年（ 12） 古川鉄二郎小学校寄附
1941年（ 16） 太平洋戦争 

診療人数および金額（診療収入）

創業時

創立当時の病院玄関

1926年（大正15） 豊郷病院開業式

1926年（大正15） 二代目野村院長と全職員

1941年（昭和16） 高松宮殿下来臨時看護婦送迎

1925年（大正14） 伊藤長兵衛翁が京大辻博士に病院設立
を依頼（中央が辻寛治博士夫妻）

郷土愛と博愛の創立精神に基づき
地域の医療・保健・福祉を支える

創立者 伊藤 長兵衛翁 と 創立当時の豊郷病院本館全景

創立1925年 （大正14年4月）



1945年（昭和20） 終戦
1946年（　　21） 新憲法発布
1950年（　　25） 朝鮮戦争
1959年（　　34） 伊勢湾台風
1964年（　　39） 名神・新幹線開通
 東京五輪

1989年（平成 元） ゴールドプラン作成
1990年（　　 ２） 消費税３％導入
2000年（　　 12） 介護保険制度
2001年（　　 13） 小泉内閣発足
2006年（　　 18） 社会保障費削減

昭和17年以降

平成元年～平成20年迄

30年前と現在の比較

1971年（昭和46） 診療部門を含む
病棟鉄筋コンクリート３階建改築工事

1959年（昭和34） 精神科病棟建築　豊郷病院全景
東海道新幹線開通前

▲1964年（昭和39）
　病棟建設竣工時の病棟（北側から）

▲本館の竣工偉容

パストラールとよさと

運動会



平成20年～現在

豊郷病院各病室から初夏の新幹線・鈴鹿連峰遠望
▲回復期リハビリテーション病棟

2010年（平成22） サッカーなでしこ世界No.1
2011年（　　23） 東日本大震災発生
2012年（　　24） ロンドン五輪
2013年（　　25） 東京五輪決定
2014年（　　26） 衆院自民圧勝、ソチ五輪

次の100年に向けて
感謝と決意



公益財団法人豊郷病院

けやき／らくらく

豊郷病院

レインボウとよさと

パストラールとよさと
きらら／ゆうゆう

代表理事（理事長） 就任期間

初代 北　川　嘉　平 1925.４（大14）～1938.４（昭13）

二代 藤　野　宗次郎 1938.５（昭13）～1946.８（昭21）

三代 宮　崎　丈　助 1946.９（昭21）～1954.８（昭29）

四代 大　橋　源太郎 1954.９（昭29）～1961.９（昭36）

五代 伊　藤　弥　八 1961.10（昭36）～1981.１（昭56）

六代 大　橋　正一郎 1981.２（昭56）～1996.２（平 8）

七代 成　宮　秀　男 1996.３（平８）～2012.６（平24）

八代 佐　藤　公　彦 2012.７（平24）～2014.10（平26）

九代 友　吉　唯　夫 2014.11（平26）～

※初代～第七代迄理事長、第八代以降は公益法人により代表理事

病 院 長 就任期間

初代 山　根　圭太郎 1925.４（大14）～1926.５（大15）

二代 野　村　　　仁 1926.６（大15）～1927.10（昭２）

三代 岡　野　雄　吉 1927.11（昭２）～1933.３（昭８）

四代 篠　部　信　一 1933.４（昭８）～1967.３（昭42）

五代 清　水　準　三 1967.４（昭42）～1986.３（昭61）

六代 佐　川　弥之助 1986.４（昭61）～1997.１（平９）

七代 友　吉　唯　夫 1997.２（平９）～2000.６（平12）

八代 佐　藤　公　彦 2000.７（平12）～2011.３（平23）

九代 蔦　本　尚　慶 2011.４（平23）～

公益財団法人豊郷病院　代表者年表 （平成27年10月現在）


