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◆ 地域の中核病院として、地域住民の生命と健康を守るために、安全で最新の医療
と救急医療の提供を目指す。

◆豊かな地域づくりのために、保健予防活動に努める。

病院の理念



　皆様に於かれましては、ご健勝にお過ごしのこととお慶び申し上げます。豊後大野市民病院の

開院に当たり、一言ごあいさつを申し上げます。

　皆様には、平素より豊後大野市保健医療行政を始めとする市政各般にわたりまして、特段のご

支援、ご協力をいただいておりますことに心より感謝を申し上げます。

　さて、豊後大野市民病院は、平成 22年 10 月１日に豊後大野市の中核病院として、附属する豊

後大野市民病院三重診療所とともに、地域住民の健康の維持・増進を図り、地域に深く貢献する

ことを大きな使命とし、市民から愛され信頼される市民病院を目指し、開院を致しました。

　ご承知のように、この豊後大野市民病院は、豊後大野市内の公立病院でありました、公立おが

た総合病院と大分県立三重病院の２つの病院を統合し、新しく開設された病院です。

　両病院の統合は、全国的な問題である「医師不足」に端を発します。

　平成 20年１月 11日に大分県知事より両病院の統合に向けた協議の申入れが本市へ行われて以

来、「豊後大野市の地域医療を守るための公立病院のあり方検討委員会」での議論やシンポジウム

の開催、市議会等との協議を重ねてまいりました。そして、これまで担ってきた両病院の役割を

継承するとともに、地域住民の安全で安心な生活を守るために、医療機能をさらに高め、地域で

完結できる医療と地域に不足する医療を提供することができるよう、公立おがた総合病院を核と

して統合し、大分県立三重病院を診療所として、新しい病院の開設をする運びとなりました。

　そして、施設整備とともに、運営体制等の検討協議を進めてまいりました。

　運営体制等の協議につきましては、「豊後大野市における統合病院等の基本構想」に基づいて、

両公立病院の医師・看護師、県・市の関係者で構成する「豊後大野市統合病院開設準備委員会」

を設置し、円滑な統合を推進するとともに、新しい病院が地域の中核的医療機関として安定した

医療提供体制を確立できるよう検討してまいりました。

　また、昨年の 10月から、救急病棟等の増改築工事や診療所の改修工事等を行い、新しい病院に

向けての施設整備を進め、このたびの開院となりました。

　今後の病院運営につきましては、野田健治病院事業管理者と坪山明寛院長のもと、公営企業の

病院として、生命・人権を尊重し、公平・公正で優しさのある「患者本位の医療」と、安全で専

門性を追求し、最新の責任ある「良質な医療」の提供を目指し、市民の皆様の期待に応えるべく、

地域医療への貢献に努力をしてまいります。

　今後とも、市民病院に対しまして市民の皆様の温かいご支援とご協力をお願いし、重ねて関係

各位のご尽力に心から感謝の意を申し上げまして、創刊のごあいさつといたします。

 平成 22年 10月吉日　

 豊後大野市長　橋　本　祐　輔

開設者あいさつ
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　お盆が過ぎてもまるで坩
るつ ぼ

堝のなかにいるような日々のなか、８月18日第７回大分県地域医療研

修会が当院を中心に行なわれました。

　これから県の地域医療を担う県出身自治医大生と大分大学地域枠入学の学生、合わせて35名が

一同に会し醸し出す熱気が立ちこめ、熱い熱い一日となりました。

　今春、大分大学医学部に地域医療学センターが新設されました。これまでの臨床教育に加え、地

域の医療ニーズに応えられる医療人として活躍するためには地域で学ぶことが大事であるとの考え

です。当院は臨床研修の主なフィールドとして「地域医療研究研修センター」を仰せつかりました。

内科分野宮崎教授、阿部准教授、加島助教、外科分野白石教授、野口准教授、矢田助教も参加され、

関係する県職の皆様方そして病院職員も加わり総勢 60名ほどで地域医療につき語り懇親を深めま

した。地域医療新生の息吹のなか、疲弊した心に大きな希望の火が点りました。若者の純粋な情熱

をなんとしてでも臨床の現場まで繋げたい !! そのミッションこそが市民病院である。その研修スタ

イルを練り上げるのが今後の課題です。

　二つの病院は自治体立病院です。一方は県立で一般病院、他方は市立で療養病床が 28%を占め

るケアミックス病院であり、かつ国保直診の理念である包括医療を展開してきました。合体して療

養病床が19％となり、一般病院への方向性が鮮明となりました。ふたつの病院で考え方、遣り方が

違うのも当然です。違った文化を認識し、全員が力を発揮できる新しい病院を創ることが病院統合

の目的です。

　どちらが正しいかを決めるのは地域の方々です。違うもの同志の合体だからこそ進化します。単

に病院勤務医の不足だけではなく、高齢化など人口構造の変化、独居などの世帯構造の変化、そし

て疾病構造の変化などに医療提供体制が十分対応できるような地域連携システム構築に一役買わね

ばなりません。

　今まで、夢と希望を掲げ飽くまで前向きに進めてきました。しかし、思い通りにいかぬのが現実

です。これから、危機管理も同時進行します。平成21年度を初年度とする公立病院改革プランは、

２年目を迎えています。３年で経営を改善する。上手くいかない場合は５年後に経営形態の見直し

なども含めて再検討するとなっています。国主導のプランですから、乗らねばならぬ路線であります。

　公立病院の存続にも、診療活動と経営改善のバランスが最重要となります。その責任を背負うの

が病院事業管理者であり、病院のガバナンス（統治）が使命です。全適効果を発揮する能力が求め

られます。一方、病院長はオペレーターとして診療活動の指揮官です。坪山院長は素晴らしい地域

医療の同志であり、我々の理念は同じです。

　地域の方々、県、市、大分大学をはじめとする関係各大学、医師会、保健・介護福祉関係者など

の多くの方々、よろしくお願いします。

病院事業管理者　野　田　健　治

事業管理者あいさつ
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　皆さま初めまして、豊後大野市民病院長を拝命致しました坪山です。どうぞよろしくお願い致

します。新病院の始まりに際して御挨拶を申し上げます。

　新病院は統合を機に名称を「豊後大野市民病院」と変えました。名は体を表すと申しますが、

新名称の意味するところを私達職員はしっかり認識して歩いていきます。すなわち市民による市

民のために設立された病院であり、市民の健康のよりどころとなることを目指す病院ということ

です。このことは病院の使命である理念にも、明記されています。

１、地域の中核病院として地域住民の生命と健康を守るために、安全で最新の医療と救急医療の

　　提供を目指す

２、豊かな地域づくりのために保健予防活動に努める

　私はこの理念実現のために、新病院を日々進化していく組織として育てていきたいと思います。

そのため職員には「自立」と「学習」という二つを念頭に置いて、日々の業務に努めるように求

めていきたい。職員一人一人が病院の理念実現のために、何をどうしなければならないのかとい

う課題意識を持ち（自立）、医療の質向上を含めた解決策を立て（学習）提案し実行して行くこと

が肝要と考えます。ここで大事な点は、協働と考えます。病院組織は専門職の連合体です。各専

門職の支えがないと、患者様に豊かで安全な医療は提供できません。協働というときに、今回は

歴史と役割の異なった病院の統合による出発という点も課題です。職員間の協働について「和を

以て貴しと為す」の「和」をキーワードにしたいと考えます。「和」はただ仲良くということでは

なく、新病院活性化のために活発な議論はして欲しい。しかし病院をよりよくするための最善策

を立案する（和）ことを忘れないという意味です。

　また患者さんや地域の様々な機関との協働も視野に入れておくことも肝要と考えます。

　新病院の役割には、地域医療再生のため大学と協働で、学生や研修医に地域医療の意義・楽し

さを学ぶ場の提供もあります。このこともしっかり踏まえて運営していきます。

　新しい病院は、市民とともに歩むことを柱にしています。利用される市民の視点を取り入れて、

市民に愛され選んでもらえる市民病院に育て上げていきます。

　職員は新病院の使命達成のために、職場への帰属意識と奉仕の心根を持ち、市民のために情熱

を傾けて日常業務に励んでいきます。新病院丸の帆はあがりました。航海は順風満帆だけではあ

りません。職員の団結という風で、帆をいっぱいに膨らませて乗り切ります。

　最後になりましたが、市民の皆様を始め関係各位には、市民病院の船出を暖かく見守り、また

時には叱咤激励をお願いして御挨拶と致します。

豊後大野市民病院長　坪　山　明　寛

病院長あいさつ

新しき帆はあがった
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新　施　設　の　ご　案　内

( 小児科 )
明るく、開放感のある待合室です。
プレイルームの中も待合室から見
えるようになりました。

( 血管撮影室 )
救急医療に対応するた
め、２台の血管撮影装
置が設置されました。

( スタッフステーション )
開放的なスタッフステーショ
ンからは、デイルームや病室
などが一目で確認することが
できます。

（増築部分）

（増築部分）

( 準ＩＣＵ )
スタッフステーショ
ンの隣りに準ＩＣＵ
（準集中治療室）を
設置し、重症患者の
治療も行います。

( 増築部分全景 )
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　新病院では、血液内科、呼吸器内科、消化器内科等の各診療科に分かれることになります。

これまで、公立おがた病院では循環器、糖尿病、膠原病については、外部の応援医師による診

療があり、その他については大まかに分担していました。

　10月からの内科では、これまで高血圧や糖尿病等の慢性疾患でかかりつけ患者さんの再診に

ついては、できるだけ従来の担当医に引き継ぐよう努める予定です。

　再診の病気以外、すなわち新患の患者さんにつきましては、基本的に、総合内科の医師が初

診を行い、必要に応じて専門科の先生の診療へ橋渡しをすることにしております。

　具体的に、例を挙げますと、「背中の左側が痛い」、という場合、尿管結石、狭心症、胃潰瘍、

膵炎、肺炎、帯状疱疹、変形性脊椎症等々、様々な病気が疑われます。ここで、最初から各自、

消化器や呼吸器の専門科に受診されると、行き違いも多く生じます。同じ症状であっても、そ

の診断について、最初は幅広い視点から考える必要があります。

　そのため、再診以外の患者さんについては、総合内科で振り分けをさせていただきます。風

邪の方はその場で処方が出ますし、肺炎の方は呼吸器で、狭心症が疑われれば循環器に、胃潰

瘍や膵炎が疑われれば消化器にと、適切な専門医に診ていただくことで、より細やかな専門性

の高い医療を受けていただくことが可能となります。採血やレントゲン等の検査についても、

専門医の受診前に最低限必要な検査は、初診担当医が指示しますので、時間的にも余裕を持っ

て専門科に受診できます。

　また、他の医療機関等から紹介状を持参された場合につきましては、紹介状の内容に基づい

て、最初から専門外来に受診していただくことが多いと思います。近所の診療所等にかかりつ

けの方は、かかりつけ医の先生のお手紙を持参していただくと、よりスムースに専門科の外来

受診ができますので、是非、紹介状の持参をお勧めします。

　このように、新病院では、専門性を生かすため、総合内科を

中心にその役割を分担することになります。二段構えは無駄と

いうご意見もあろうかと存じますが、日常診療に従事している

側から見れば、実に、半数以上の患者さんはごく一般的な疾患

であり、そのまま初診医が処方を行いますので早く診察が終わ

ります。残りの方は、じっくりと専門科で診察と治療を行うこ

とができます。このように、内科では幅広い分野を生かし、受

診される方全員が満足のいく適切な医療を受けられる態勢を目

指していきますので、ご理解とご協力をお願い申し上げます。

内科総合診療部長　工　藤　政　信

新病院の内科診療について
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　骨粗鬆症は、骨の量が減少し骨折しやすくなった状態です。
　骨粗鬆症の診断は、主に骨の量（骨密度）を測定することによりおこなわれます。骨密度の測定
には、いくつかの方法があります。検診では超音波を利用し、かかとの骨の骨密度を測定すること
がよくおこなわれています。これは装置もコンパクトで簡便で、検診には適します。
　しかし、骨粗鬆症の診断のためには、腰椎と大腿骨の近位部の骨密度の測定が望ましいのです。
また、骨粗鬆症の治療薬による骨密度の増加の評価は、X線
を利用した腰椎と大腿骨の近位部の骨密度の測定が必要に
なります。当院にはこれまで超音波を利用し、かかとの骨の
骨密度を測定する装置しかありませんでした。今回の病院統
合に伴い、X線を利用した全身のあらゆる骨の骨密度を測定
できる装置が導入されます。これにより、骨粗鬆症の診断の
ための骨密度測定や骨粗鬆症の治療薬による骨密度の増加
の評価がより正確におこなえるようになります。

整形外科部長　古　庄　耕　史

骨密度測定装置について

　この度 7月に当院の眼科外来に導入をいたしました最新式の眼科検査器械OCTのご紹介をさせ
ていただきます。
　OCT（Optical Coherence Tomography : 光干渉断層計）とは、目の網膜（カメラで例えるとフィ
ルムにあたる部分）の断層画像を撮影し検査する器械です。
　眼専用のCTスキャンとお考えいただければ分かり易いかと思います。OCT検査により、従来
の眼底検査では分かりにくい網膜の状態を明らかにし、さまざ
まな眼底疾患の早期発見、治療方針の決定、治療効果の判定、
経過観察などに役立てることができます。
　OCTの検査を必要とする代表的な疾患は、黄斑円孔、黄斑前
膜、糖尿病黄斑症、黄斑浮腫、加齢黄斑変性、中心性漿液性網
脈絡膜症、緑内障などです。検査の結果を画像で示すことがで
き患者様に病気のご理解をよりスムーズにしていただけるもの
と考えられます。

眼科部長　波津久　智　伸

OCT（光干渉断層計）について

黄斑 視神経乳頭 黄斑 神経線維
神経節細胞

色素上皮細胞

網膜
黄斑部

視神経乳頭部

正常な方の
　眼底画像と
　　網膜断層画像

新医療機器の紹介
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　病院運営委員会が毎月１回行われています。協議事項に「患者さまの声シート」の報告が

あり、ごもっともな意見と賛同するとともに、投稿された方には、返事をするように努力し

ています。困るのは、投稿された方のお名前が記されていない場合です。病院のスタッフに

いたらぬところがあれば、率直に反省せねばならないのですが、その間の事情を察していた

だきたい場合もあり、説明する機会が失われますと、どうしてよいか悩みます。

　目安箱は、享保６年（1721）のころ、八代将軍徳川吉宗の時代に民意聴取のため設置され

たと聞きました。今ではいろんな企業や病院が、お客様の声を聞くこうしたサービスを行っ

ているのですが、病院の場合は、説明を行い了解していただかねばならぬことが多いような

気がしてなりません。患者さまからの投書で多いのは、医療に従事している者の態度が不遜

であるということです。ごもっともな意見と思いました。大いに反省せねばなりません。忙

しさのあまり対応が不親切にならないよう気を付けてはいるのですが、病む方から眺めます

と、誠意が感じられないように映るのでしょう。さらなる心使いが必要と大いに反省させら

れたことでした。トイレや待合室の廊下、病室の汚れについてのご指摘もありました。それ

らは、病院のソフト面を補う人手があれば解決できる問題ですが、それにはコストがかかり

ます。患者さまも、汚さない工夫や分別ゴミの始末など、留意していただけますと幸いです。

もともと、病院運営というものは、矛盾のなかで妥協点を求めているようなところもあり、

ご指摘に沿えないことも少なくありません。待ち時間に対するクレームがそれであります。

その時、対応すべき者が、急患やその処置に手間取っていることもあり、約束を適えられな

いことが多いのは、医療の宿命であると申せましょう。

　このたび豊後大野市民病院が新たに発足いたしました。市民の皆さんも自分たちの病院と

期待されていることでしょう。より一層、市民に密着した医療を行わねばならぬと気を引き

締めているのですが、市民の皆さんにも協力をいただきたいと思います。われわれ病院で働

く者も市民の一人であり、共に努力をいたしましょう。

　「患者さまの声シート」のこと、これからも粗略にいた

しません。ご意見を大切に受け止めます。大げさに騒ぎ立

てるモンスター・ペイシェントなど、なおざりにすること

もいたしません。患者さまの声を真摯に訊き、これまで以

上によい病院にするよう努力します。ただし、誰かを名指

しして投稿されるときは、自分が非難される可能性を担保

しておかねばその正当性が疑われます。それゆえに投書の

際にはお名前を記入されることを願っているのです。

目安箱によせて

産婦人科部長　 山　上　　健
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