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基本理念

安全・信頼・満足
○私たちは、患者様に「安全」な医療を提供します。
○私たちは、患者様に「信頼」される医療を提供します。
○私たちは、患者様に「満足」される医療を提供します。

【医療法人雄仁会では毎年、玄関に門松を飾り新年を祝います】

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、心療内科、皮膚科で、病床数２１２床は精神病棟、老人性痴呆疾患治
療病棟からなり、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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医療法人 雄仁会
理事長 加藤 一郎

地域に根ざした病院づくりを
実現するために
立春が過ぎたとはいえ、なお厳しい寒さが続いています。
ご承知のように経済界は世界を相手に厳しい競争社会にさらされ改革が進んでいますが、
医療界でも医療費抑制の波の中で改革が着々進められています。
私達の病院では、地域の皆さんとともに共存し、また、より良きパートナーとしての関係
を築いていきたいとかねがね考えてきましたが、その一つとして地域の皆さんとの連携を
深めていくため、昨年９月「地域連携室」を設置してきたところです。
私達の病院では、平素から地域の皆さんの「信頼」を得るには、患者様に対して「安全」
な医療を提供し、いかに「満足」をいただけるかが重要なポイントになると考えていま
す。また、厳しい競争に耐えうる病院にしていくためにはハード面（病院のアメニティ）
及びソフト面（医療の質）について合理的な管理・運営により質の高い医療サービスを提
供するとともに地域に根ざした病院づくりをしていくことが大切だと考えてきました。
私達の病院では、そうした理想を実現するための手段として（財）「日本医療機能評価機
構」による第三者評価を受けることが有益であり近道であると考え、昨年来病院の各部
門・部署の組織力を総結集し準備を進めてまいりました。
この病院機能評価の中では、病院の理念・基本方針の組織化とリーダーシップ、医療情
報化への対応、患者の権利と安全の確保、ケアプロセス（診療・看護の過程の評価）など
についてこと細かくチェツクを受けることになります。これまで一年間、準備の過程のな
かで様々な問題について解決・改善の機会が与えられ感謝しているところです。
いよいよ３月に「病院機能評価」の審査を受けることになりますが、念願どおり認定を受
けることができるならば私達の病院に対する評価は格段に高くなってくるものと期待して
います。その受審まで余すところ１ケ月と迫りましたが病院の組織を挙げて全力で取り組
む決意であります。
おわりに皆様方のお力添えをお願い申し上げますますとともにこの１年が皆様方にとっ
て良き年でありますようお祈りいたします。
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ゆうじんかい

行 事 紹 介

● ｢竹楽｣に職員がボランティア！
平成１６年１１月２０（土）．２１日
（日）の２日間、竹田市内にて「竹楽」が
行われました。
「竹楽」は環境問題に目をむけ、里山文
化の再生と里山を素材とした仕事づくりや
新しい商品開発による農村と町の経済的価
値の創出、まちづくりへの提案やノウハウ
の提供など、地域社会に開かれていくよう
な仕組みを作ることを目的に、竹田市内で
平成１２年から毎年行われている一大イベ
ントです。企業・団体から数多くのボラン
ティアが参加して、竹灯籠のセット・点
火・片付け等が行われましたが、当雄仁会
からも２６名のボランティアが参加しまし
た。

秋
１１月

１２月

1月

（点火作業を行う雄仁会職員）

● 大津正敏さん表彰！

冬

平成１６年１１月７日（日）に第２５回
大分県精神保健福祉大会 第１９回こころ
の健康フェスティバルが大分県精神保健福
祉センターで行われました。
コンサート、カラオケ大会、研究発表、
障害者作品展、表彰式等が行われ、当院か
らも精神科デイケアの作品を出品しまし
た。表彰式では、看護職の大津正敏さんが
大分県精神保健福祉協会長表彰を受けまし
た。大津正敏さんは永年に亘り、精神科病
院の看護長（男性職員のリーダー）として
患者様のリハビリ等に力を注ぎ、社会復帰
に貢献したことが認められ今回の表彰とな
りました。

● 職場のメンタルヘルス

（甲斐先生の講演の様子）

平成１６年１２月１日、竹田市総合福祉センターにて「職
場のメンタルヘルス」と題し、当病院の診療部長である甲斐
先生が講演をしました。
市町村合併をひかえ市町村保健活動研究会員約３０名を対象
に「うつ病の早期発見・早期治療」ついて話されました。
最前線で保健活動されている職員の皆様からは、積極的な
質問や相談が多く出され、甲斐先生は一つ一つ丁寧に答えら
れていました。これからも地域密着型の医療を目指し、皆様
の健康作りの為にも「健康教室」や「講演会」を行いたいと
思います。
● 禁煙にチャレンジしよう！

（頭の痛い講演でした…。）

平成１６年１２月９日、加藤病院の多目的ホールで、大分
県地域保健支援センターの吉岡真理氏をお招きして「禁煙に
チャレンジしよう」の演題で講演をしていただきました。
今回の講演は竹田保険所と共同で開催しました。健康増進
法の施行にともない、個人の健康もさることながら、受動喫
煙が社会的な問題となっています。
当院では昨年４月に職員は病院内禁煙となり、今年１月か
らは外来者も病院内禁煙となりました。愛煙家にとっては非
常に肩身の狭い状態となってきましたが、この機会に禁煙に
チャレンジしてみてはいかがでしょうか？
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外来満足度調査の結果について
平成１６年１１月２９日から１２月１１日までの２週間、
外来患者様４２名を対象に「満足度調査」が行われ
ました。
アンケートの質問は次の通りです。

(受付主任：渡邊智美）

（１）本日は（
月 日）は何科におかかりですか？
（２）診察のお時間をお書き下さい。
（３）お待ちいただく間のご要望をお書き下さい。
（４）当院の職員の対応はいかがでしたか？（番号を○で囲んで下さい）
（５）「私の病院の目標」の一つ一つの項目についてご評価を お願いします。
（６）院長先生や他医師へのご意見・ご要望をご自由にお書き下さい。
職員の対応（医師）

職員の対応（看護師）
不満

不満
やや不満
普通

普通

満足

やや不満

満足

大変満足

職員の対応について（受付・会計）

大変満足

職員の対応（相談員）
不満
やや不満

不満
やや不満
普通

大変満足

普通
大変満足
満足
満足

職員の対応（放射線技士）

普通

職員の対応（全体）
不満
普通 やや不満

不満
やや不満
大変満足

満足

大変満足

満足

今回の調査結果で、職員の対応については、「大変満足」が全体で半数を占めていますが、
相談員については「大変満足」は２５％となっており、改善が望まれます。
基本理念・方針については「実現できている」が５０％となっており、今後も実現に向けての努
力が望まれます。
ご要望としては、次のようなものがありました。
（１）少し待ち時間が長い。
（２）横になって休みたい時があるのでそのスペースがほしい。
（３）音楽が聴けたらよいと思います。
当病院では、この結果をしっかり受け止め、接遇の改善、サービスの向上を図りたいと考えて
います。満足度調査の御協力ありがとうございました。
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病院機能評価受審にむけて『変身！』
今年３月の病院機能
評価受審に向けて、病
院ではさまざまな改修
工事や機器の購入を行
いました。
一部ではありますが
ご紹介します。

病院玄関：
靴の履き替えが不要になりました！

病棟公衆電話：
プライバシー保護に心がけています。

娯楽室：
開放的な雰囲気でくつろげます！

面会室：
各病棟にて面会が出来るよ
うになりました！

シャワー浴：
車イスのまま入浴で
きて患者様の負担が
軽くなります。

分煙室：
入院患者様は分煙室にて
喫煙できます。

へリカルＣＴ：
病棟トイレ
患者様の検査の負担が軽く
なります！

院外喫煙所：
病院内禁煙となりま
した。外来者は院外
喫煙所でお願い致し
ます。

編

集

後

外来トイレ：
車椅子の方でもご利用
できます。

病棟トイレ：
明るく広くなり、
気持ちよくご利用できます。

記

広報委員長

岑浩

年末から竹田市では何回も雪が舞い、雪景色が珍し
くありません。年をとったせいか、今年は非常に寒い
気がしています。「春よ来い！、早く来い！」
本年も、より良い広報誌を作っていこうと思います
ので、よろしくお願い致します。
雄仁会ホームページアドレス
http://www.geocities.jp/yuujinkai̲hp/
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ご

案

内

加藤病院
岡の苑

岡の苑

加藤病院

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）
■ 精神科
■ 皮膚科（火曜 午後２時〜）
診療時間
午前９：００〜午後5：0０
（日曜日・祝日は休診）
面会時間
午前９：００〜午後8：００

■
■
■
■
■

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

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

お知らせ：加藤病院の面会時間が午後８：００までとなりました。
発行元
医療法人

雄仁会

メールアドレス
ホームぺージアドレス

6

〒８７８−００１３
大分県竹田市大字竹田１８５５
☎
０９７４−６３−２３３８
ＦＡＸ ０９７４−６３−２３３９
yuujinkai＠lime.ocn.ne.jp
http://www16.ocn.ne.jp/~yuujin/

