❅病 院 理 念
恵愛 ・ 信頼 ・ 貢献

❅基 本 方 針
私たちは，恵愛を以って地域医療への積極的参加を信条とし，
医療機関としての社会的信頼を得るよう誠意ある行動と，人々
の健康を通じて豊かな人間生活の向上に貢献いたします。

❅新年のごあいさつ
❅日本医療機能評価
機構の認定を受けました！
❅伝言板
ロゴマーク案
最新式尿路結石破砕装置

❅NEWS
北部泌尿器科フォーラム
ミニバレーボール大会
❅Q&A ～いろいろ編～

❅診療のご案内
❅健康教室のご案内
❅栄養科よりひとこと
お酒の飲み方

志高湖 撮影：衛藤 友子

病 床 数

153 床（一般病床 106 床 療養病床 47 床）

受付時間
8：30～11：30 13：00～17：00
診療時間
9：00～12：00 13：30～17：30

指

救急･労災･更生医療

日曜・祝日を除く。

レントゲン室･CT スキャナー室･高気圧酸素治療室

ただし，救急の場合は

MRI 室･体外衝撃波結石破砕装置･人工透析センター

随時受け付けます。

診 療 科

内科･外科･整形外科･泌尿器科･麻酔科･肛門科･胃腸科
皮膚科･呼吸器科･循環器科･形成外科･リハビリテーション科

定

医療設備

ハーバード浴室･温泉浴室
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新年あけましておめでとうございます。皆様には，新春をさわやかにお迎えのこととお慶び申し上げます。
さて，昨年を振り返りますと，殺伐とした事件ばかりが多く，あらためて「命」の尊さを皆が大切に思い，家族や隣人を
敬う世の中になってほしいと願います。
暗いニュースばかりでなくスポーツ界の話題を取り上げてみますと，王ジャパンの WBC 優勝や日本ハム新庄選手の活躍
と優勝など，日本中が感動の渦に巻き込まれた話題もありました。今年は年末から一面を飾った松坂投手のレッドソックス
での活躍が最も注目され，彼に課せられた期待もまた大きく，それに負けない役割をきっと果たすことでしょう。
当院では昨年，『日本医療機能評価機構』の認定を受け，中立的な第三者からの評価で基準を満たす病院として評価され
ました。質の高い医療をめざし，地域における医療機関としての責務と役割を再認識し，本年度は徹底した患者様サービス
を目標に，信頼して医療が受けられ「患者様に喜んでいただける」病院づくりを行っていきたいと考えております。また，
別府市内の医療機関や介護施設とも連携を充実させ，多くの方の医療や介護の支援に努めて参りたいと考えております。
昨今の政府指導での極端な医療費抑制政策や高騰する医療費個人負担，急激な社会構造の変化の中で高齢化も進行してお
りますが，中村病院の理念に掲げております「恵愛・信頼・貢献」を実行するべく，人と人との「絆」を大事に，職員一同
取り組んで参りたいと存じます。本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

平成 18 年 9 月 25 日付で，(財)日本医療機能評価機構より病院機能評価認定書の交付を受けました！

■ 病院機能評価とは
国民が適切で質の高い医療を安心して受けられることは，医療を受ける立場
からはもちろんのこと，医療を提供する立場からも同じく望むところです。国
民の医療に対する信頼を揺るぎないものとし，その質の一層の向上を図るため
に，病院を始めとする医療機関の機能を学術的観点から中立的な立場で評価
し，その結果明らかとなった問題点の改善を支援する第三者機関として，財団
法人日本医療機能評価機構は設立されました。その機構の審査により個々の病
院を評価するのが，病院機能評価です。

■ 病院機能評価の内容
病院機能評価は以下の 6 領域に渡って審査されます。
病院組織の運営と地域における役割
病院理念や病院全体の管理体制，地域の保健・医療・福祉施設との連携等に
ついての評価

患者の権利と安全の確保
患者様に十分な説明をし，同意を得る体制の確立，患者の安全確保の体制等
についての評価

療養環境と患者サービス
患者様・ご家族の医療相談の体制やプライバシー確保への配慮，療養環境の
整備体制等についての評価

診療の質の確保
診療の質を確保するための活動や各部門の機能，また患者様の診療過程を視
点においた適切な診療が行われているか等の評価

看護の適切な提供

✜ 今後の取り組み ✜
第三者機関による詳細な病院機能評価を受
け高く評価していただいた項目や，改善すべ
き項目等，これまで気づかなかった多くの視
点から自院を見つめ直すことができました。
これらの結果と，当院を利用していただいた
患者様の身近なご意見等を総合的に集約し，
それを職員一人ひとりに浸透させていき，医
療への取り組み，患者様への対応等ついて，
職員自らが考え行動していけるように継続し
て努力していきたいと思います。そして，更
なる医療設備の充実，知識や技術の習得に努
め，安全・安心で，患者様を中心とした質の

看護の理念，看護職員の能力開発，また，患者様の看護経過を視点に置いた

高い医療サービスを提供できるように，継続

適切な看護が行われているか等の評価

して努力していきたい

病院運営管理の合理性
人事・財務・経営・設備等の管理が合理的かつ適切に行われているかの評価

と考えております。
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当院職員の応募者 50 名の中から選考委員の投票により，創薬・育薬

今まで頑張ってくれたメドストーン社製破砕装置の老朽化に伴い，最

センター庄 寿美子さんのマークが最優秀賞に決定しました。今後病院

新式装置に入れ替えました。従来の破砕装置は強力で，3,000 例の結石

案内，ホームページ，広報誌，職員の名刺等 PR の一環として利用し，

破砕術において約 99％の効果を示しました。最新式，ドイツのストル

病院のイメージ改善や職員の意識統一，活性化等に役立てていきます。

ツ社製装置は従来に勝るとも
劣らず，可変焦点を持ち，痛
みが殆どない等の優れた利点
があります。ぜひご利用くだ
さい。

(記：副院長 酒本)

別府市以北の泌尿器科医が集まり 11 月 30 日，別府市ホテルサンバリ

毎年開催される大分県社会保険事務局主催の『ミニバレーボール大

ーにおいて集団会が開かれました。一部では私(酒本)が，実施泌尿器科

会』に今年も参加しました。若い 20 代から 50 代という，多様な年齢層

医はいかにあるべきかを講演し，大好評を得ました。二部では各病院か

また職種より構成。大会前はひと月 3 回ほどの練習を積み重ねがんばり

ら，興味ある症例，困った症例等の検討会が行われました。終了後は懇

ました。惜しくも優勝した向井病院に 1 回戦敗退となりましたが，決勝

親会が開かれ，お互いの連絡

戦のような盛り上がりでした。

を蜜にしようという結論にな

来年こそ優勝めざしてがんば

りました。今後は 3 ヵ月毎に

るぞ！打倒，向井病院！！

開かれる予定です。

(記：手術室師長 奥)

(記：副院長 酒本)

各種保険では高額療養費制度があり，一般の方は 80,100 円 + 医療費の 1％，老人医療は 44,400 円以上を
いったん支払った後，3 ヵ月以降に返戻される仕組みとなっています。たとえば病院窓口で全額支払う
のが困難な方は，各保険担当窓口に相談しますと，高額療養費の貸付や委任払い制度が設けられていますので，
この制度を利用すると，高額療養費程度の支払いで済みます。ちなみに当院では，大分市・別府市・由布市の
国保の方を対象に，医療福祉相談室で委任払いの手続きを行っていますので，お困りの方はご相談ください。

住宅改修の相談のようですが，改修工事については，介護保険から「住宅改修費の支給」のサービスが
あります。条件は介護保険の要介護・要支援の介護認定を受けられた方で，ケアプランにおいて住宅改
修が必要と判断された場合，20 万円の 9 割を介護保険から給付される制度です。相談窓口は，最寄りの居宅介
護支援事業所（ケアマネジャー）へご相談ください。また「身体障害者住宅改修費助成」制度があります。詳
しくは市役所障害福祉課へお問い合わせください。
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禁煙(ニコチン依存症)外来を行っております。お気軽にご相談ください。
理事長の診察は，月～金まで終日受けられます。

整形外科
午前
月

泌尿器科

午後
院長

午前

午後

内科
午前

外科
午後

午前

形成外科

午後

午前

午後

酒本

平賀・児玉

秋永

中村(洋)

－

秋永・児玉
石川

中村(洋)

－

皮膚科
午前

午後
－

火

古代

津村

酒本

平賀・谷口
石川

水

二宮

院長

酒本

秋永・室園

秋永・北﨑

中村(洋)

木

古代

院長

藤田

秋永・米持

平賀・米持

中村(洋)

－

平賀・児玉
石川

秋永・石川

中村(洋)

－

－

中村(洋)

－

－

金

古代(院長)

院長

酒本

土

二宮・古代

交代

交代

平賀

－

－
加藤

田村
－

－

田村

手術・学会等により予告なく変更することがあります。あらかじめご了承ください。
泌尿器科は午後から手術となりますので，診察をお待たせすることもあります。あらかじめご了承ください。
どなたでもご自由に参加できます。
時 間／13：30 ～ 14：40

日程
１月

９日（火）

テーマ

講師

テーマ

講師

１月１６日（火）

糖尿病とは

内科 平賀医師

２月２７日（火） 医療費の負担を
軽くする方法

１月２３日（火）

脳梗塞

内科 平賀医師

３月

外科 中村医師

１月３０日（火）

血尿について

泌尿器科 酒本医師

３月１３日（火） 糖尿病教室（お酒と食事）

栄養士

２月

膝について

整形外科 古代医師

３月２０日（火） 肩こり・腰痛体操

理学療法士

内科 平賀医師

３月２７日（火） 胃と十二指腸潰瘍

内科 平賀医師

２月１３日（火） 糖尿病教室
（検査について）

２月２０日（火） アレルギーの薬について

会議室

薬剤師
ソーシャル
ワーカー

６日（火）

お休み

日程

場 所／中村病院 5 階

内容を変更することがあります。あらかじめご了承ください。

６日（火） 痔について

1/24(水)，2/21(水)，3/21(水) 9：30 ～ 11：30
当院 1 階玄関ロビーにて，血圧測定・栄養相談を
行います。お気軽にご相談ください。

✤権利擁護とプライバシーの保護を受ける権利
✤良質な医療を平等に受ける権利
✤自己決定権
✤知る権利
✤十分に理解できるまで質問する責務
✤他の患者様の治療や医療スタッフの業務に支障
を与えないようにする責務
✤受けた医療に対し対価を速やかに支払う責務
✤自分の健康に関する情報を正確に伝える責務

医療法人恵愛会 中村病院
〒874-0937 大分県別府市秋葉町 8 番 24 号
TEL 0977･23･3121(代表) FAX 0977･26･4083
URL http：//www.nakamura-med.or.jp
▼『かわらばん』へのご意見・ご感想はこちらまで

E-mail：webmaster@nakamura-med.or.jp

あけましておめでとうございます。
今年は病院機能評価の認定を受け，初めて迎える新しい年です。
我々スタッフも気持ちを新たに，大きく前進する１年となるよ
うに頑張ってまいります。
本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。
（D.M.）

酒本 貞昭
太田 絹江
山田 和美

藤川 桂子 長岡 大輔
森
裕宣 水口 博子
<以上 広報委員会>

