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雄仁会 基本理念
私たちは、患者様とその家族に対し、
相手の立場を常に尊重し、
質の高い医療と看護・介護を通じて、
地域社会に貢献できる医療法人を目指します。

雄仁会 紹介
医療法人 雄仁会 加藤病院は、昭和２６年に設立され、交通の便に恵まれた街の
中にありながら、前面には名水豊かな稲葉川が流れ、緑豊かな山々に囲まれ四季折々
に味のある風景が広がっている治療環境のもと、地域に根ざした明るく開放的な病院
を目指して努力してまいりました。
診療科は精神科、神経内科、心療内科、皮膚科で、病床数２１２床は精神病棟、老
人性痴呆疾患療養病棟からなり、平成８年には介護老人保健施設を併設して、地域の
医療・保健・福祉を担う医療法人として幅広く活動を展開しています。
医療法人雄仁会はこれからも２１世紀の精神科病院、介護老人保健施設に求められ
る使命を全うし、地域から信頼される医療法人として貢献してまいります。
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就任あいさつ

『竹田市医師会長に就任して』
医療法人 雄仁会
理事長
加藤 一郎

平成１６年４月より竹田市医師会長に就任致しました。
この激動の時期に会長という大役を受けることになりま
したことは、大変身の引き締まる思いであります。
さて、これからの２年間は２１世紀型の日本の医療体
制を構築するうえで、最も重要な時期であると思われま
す。
平成１７年度の介護保険制度改正を皮切りに、その後
に続く、医療保険制度改正と第５次医療法改正の実質的 審議が、いよいよ本格化することにな
ります。
アメリカ型の医療システムが、日本に導入される方向で審議が進むことは間違いないことと
思われます。
このような医療情勢の中、私達の竹田市医師会は、今年度より、大分大学医学部小児科の泉
教授の御協力を受けまして、竹田医師会病院に小児科を新たに開設することとなり、この地域
の小児医療の充実に貢献していただいております。
これからは、地域医療の充実のため、自治体も含めて、住民及び会員の皆様との連携を蜜に
していきたいと思っております。
激動の医療界の中で、諸先生方の御指導・御協力を戴きながら、微力ではありますが、頑張
りたいと思いますので、よろしくお願い申しあげます。

病院機能評価に向けて
当院ではいま、院長先生のリーダーシップの下、
雄仁会基本理念を職員全員が念頭に掲げ、地域の
皆様に必要とされる専門医療を、チームで提供でき
るよう日々努力しています。
そのひとつの方法として、日本病院機能評価機構
の認定合格という目標を掲げています。第三者から
評価を受けることにより、当院を訪れていただく皆
様により良質の医療が提供できることになります。
先日、一足早く認定証を手にされた小倉蒲生病院
にて１６名のスタッフで見学研修させていただきま
した。蒲生病院では見事にマニュアルや記録物が整
理され、本当に安心できる医療が行われているとい
った印象でした。しかしその過程での努力は大変な
ものであったと思われます。認定証を手にすること
は決してたやすいことではないことは今は当院も全
職員が認識できていると思います。ただその過程で
の努力の共有が大きな連帯感を生み出し、認定証以
上に価値のあるものであることも忘れてはならない
ことです。
雄仁会基本理念を本当に心あるものにしていくた
めに、これからさらに全員でがんばっていきましょ
う。
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医療法人 雄仁会
看護部長 堀 真寿子

加藤病院 春のバイキング
栄養管理部長 藤沢初子
「ねえ、栄養士さん、今度バイキングはいつ？うれしいわー。楽しみだわー。」
今年に入って何度も患者さん達から聞く言葉です。食事が、患者さんにとって大
きな楽しみの一つであることは、間違いありませんが、数多くある品の中から自
分の好みで好きな量を自由に選べるバイキングは、日常とは又違った、新鮮な
喜びをもたらしてくれるようです。お腹一杯食べて満足そうな姿に接すると、それ
だけで、疲れも苦労も吹っ飛びます。
栄養部門だけでなく、看護の方々の惜しみない協力によってバイキングが成
功に終わることができました。
平成16年3月

竹田高校 岡の苑施設見学
広報委員長 岑 浩
平成１６年２月、総合学習の時間を利用して、医療・看護・介護職を
目指す竹田高校１年生３４名が介護老人保健施岡の苑の施設見学
に訪れました。
院長先生の挨拶の後、渡辺事務部長さんが奨学資金制度の説明
を行い、その後、阿南作業療法士から介護用品についての説明があ
りました。質問コーナーでは「患者さんとどのようにしてコミュニケー
ションをとっていますか。仕事をしていてやりがいはありますか。」等
の活発な意見が出されていました。
竹田高校１年生の皆さん、医療・看護・介護職を目指して頑張って
下さい!!

「敏美会」訪問
通所総合主任 後藤美津恵
平成１６年３月に、舞踊のボランティア「荻町敏美会」の８名の
皆さまが岡の苑に来苑されました。
「大井追っかけ音次郎」など１２曲を披露して下さり、ホールは
盛り上がりました。ボランティアにいらした方の中には、通所者
様より年上の方もいらっしゃいましたが、艶やかな着物姿、バッ
チリきまったお化粧、そして何より皆さんの「生き生き」とした表
情は、通所者の皆さんに「活力」をプレゼントして下さったように
感じました。
皆さんの「いつまでも生き生き」を心より応援いたします。

地域交流会への参加
精神科デイケア主任 有徳睦美
H１６年、４月７日（水）竹田保健所、やまなみ通所授産施設と
加藤病院精神科デイケア合同で緒方町チューリップフェスタへ
チューリップ見学に行ってきました。
総勢３１名が集まりシートをひいてお弁当を食べながら自己紹介
や交流交えつつ、周辺の桜やチューリップを散策しました。天候
の方も暑いくらい晴れ、チューリップも色とりどり咲いてとてもきれ
いでした。参加された皆様も楽しく、交流の方も交えながら充実し
た１日だったと感想多くきかれ今後も継続していきたいと思いま
す。
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消火器取り扱い訓練
広報委員長 岑 浩
３月２５日、午後１時から竹田広域消防署２名の指導のもと消火器取扱
訓練が行われました。雄仁会からは、新人職員を中心に２０名参加して
行われました。初めて消火器を取扱った職員もいて、皆熱心に消火器の
取扱いの説明を受けていました。春は火事の起こりやすい時期ですので、
みなさん火の取り扱いには十分注意しましょう。

岡の苑 ふれあい看護体験
支援専門員 後藤奈穂
５月１２日は「看護の日」ということで、竹田保健所主催の「ふれあい看護
体験」が岡の苑にて１１日に行われました。
今年度は、竹田商業高校２年生の阿南さんと渡辺さんの２名が体験
に来て下さいました。２時間ほどの短い時間ではありましたが、通所リハビ
リの利用者様との触れ合い・浴室、トイレ、介護用品の見学・車椅子体験
等を行って頂きました。
利用者様からは、白衣に身を包んだ初々しい学生さんを見るなり「かわ
いい」等の声が上がり、皆一様に表情も良くなり通リハ全体が華やかな雰
囲気に包まれました。一方２人の学生さんからも後の反省会の時に「お年
寄りの方と楽しい時間が過ごせて良かった（渡辺さん）」・「いろいろな職種
の方の話が聞けて良かった（阿南さん）」等の感想を頂き嬉しく思いました。
今回の体験を通して彼女達が、医療・福祉の分野にも興味を持ち、願わ
くならばこの竹田の地で活躍してくれる日がくればと願っています。

ケアマネコーナー

※岡の苑
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前回は介護保険制度の説明等を行いました。
今回は介護保険サービスを利用する場合の
流れについて図で紹介します。

居宅介護支援事業所では、代行申請もしております。お気軽にご相談下さい。
ケアマネジャー 工藤・荒巻

新人紹介
今年度、雄仁会には１８名の新入社員が入社いたしました。その中の代表２
名と、４月より雄仁会に勤務してくださっている医師の玉那覇邦夫先生を御紹
介します

精神科診療副部長

玉那覇邦夫先生

玉那覇先生は沖縄県の出身
で、京都大学法学部を卒業
後、大分大学医学部に入学
され、卒業後精神神経科に
入局されていました。趣味
は読書・映画鑑賞で、映画
はアメリカのポリスアク
ションが好きだそうです。
現在、奥様と子供さんとの
３人暮らしで、子供さんは
もうすぐ５ヶ月になるとの
こと。「抱っこのしすぎで
腕が筋肉痛です。」とやさ
しく笑顔で話してください
ました。
患者様と御家族並びにス
タッフの方々に信頼される
ドクターになることがこれ
からの目標だそうです。皆
さん、玉那覇先生をよろし
くお願いします。

看護部長代理

宮原

千年

岡城址の桜、秋のもみじ、情緒豊かな竹田の町
に静かに建つ加藤病院に縁あってお仕事をさせ
ていただくようになりました。病院の中では職
員の皆さんが、 一丸となって地域の皆さんの
ため、患者様のために役立つ医療、看護、介護
の質を上げるため日夜自己研鑽に励まされて
いることを知り、うれしく頼もしく思いました。私も頑張らな
ければと意欲を燃やしています。今社会では、暗い話題が多く
なんとなく不安もありますが、地域のあしもとから、小さな問
題でも皆さんと話し合い、助け合いを行っていけばきっと、明
るい住みやすい地域になると思っています。そして私たち医療
者にできることは精神面身体面の健康維持にお手伝いを最大に
することではないかと思っています。どうぞよろしくお願いい
たします。

精神科作業療法士 高木範雄
4月1日より、作業療法士として勤務させて
いただくことになりました。今春3月の卒業
で、臨床経験は皆無に等しく、加藤病院 精神
科作業療法士としての明確な指針もまだたち
得ない私ですが…。
人は生まれて一生を終えるまで、遊び、学び、働き、産み、
作り(創り)、表し、休み、生きる…という実にさまざまな営み
(作業・作業活動)を行なっている。その営みの中で、｢こころ｣
や「からだ」の病、病に伴うさまざまな障害が原因となり、
人はその生きがいをあきらめたり、見失ったり、ときに奪わ
れることがある。その人がもう一度生きる望みとして「生き
がい」を取り戻すために、人の日々の作業・作業活動（遊び、
学び、創り…）を用いた作業療法（Occupational
Therapy）というお手伝いをさせていただくとともに、何よ
りも患者様一人ひとりに即したＡＤＬ・ＱＯＬの向上を目指
し、日々努力していきたいと思います。

編 集 後 記
広報委員長 岑 浩
写真は雄仁会の職員食堂から見える風景です。食堂の前面には
田能村竹田の水墨画に描かれているような風景が広がっていま
す。稲葉川を挟んで旧竹田市役所跡地には、竹田温泉花水月が
あり、毎日客でにぎわいをみせています。岡城桜祭りでは、
この花水月の前から大名行列が出発します。
気候も暖かくなり、外出の機会も多いと思いますが、竹田市
においでの際は、温泉に立ち寄ってみてはいかがですか？
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ご

案

内

加藤病院
岡の苑

加藤病院

岡の苑
介護老人保健施設

診療科
■ 心療内科
（ストレス病、うつ病、不眠症）
■ 神経内科
■ 精神科
■ 皮膚科

■
■
■
■
■

通所リハビリテーション
入所・短期入所
痴呆専門病棟
訪問介護ステーション
指定居宅介護支援事業所

診療時間
午前９：００〜午後５：００
（日曜日・祝日は休診）
（日曜日・祝日は休診）
面会時間
午前９：００〜午後６：００

通所時間
午前９：４０〜午後３：３０
（日曜日は休み）
面会時間
午前８：００〜午後７：００

●平成１６年６月から、大分医科大学医学部皮膚科の協力を得て、毎週火曜日
午後２時から皮膚科助教授の片桐先生と講師の安西先生が来て下さることと
なりました。診察をご希望の方は下記にお問い合わせ下さい。
発行元
医療法人
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