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祖母山とアケボノツツジ

◆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
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　緒方平野の中に建つ当院での初夏の帰路は蛙の大合唱をBGMに、ふんわりゆれる蛍の光が

懐中電灯となる。かつて原野であったこの地が「緒方平野に水枯れなし」と言われるほど水に

恵まれた豊かな穀倉地帯へと生まれ変わった所以は、約三百五十年前にさかのぼり、岡藩の

中川久盛・久清親子二代に渡る緒方井路開削事業によると聞く。平均千分の一の勾配は熊沢蕃

山の計算により、17ｋｍ先の末端まで祖母山系からの水で満たす。十年ほど前、夏に行われた

緒方井路まつりで、この井路を下る機会を得た。普段道路の上から眺めていた井路の中を息

子とゴムボードに乗りこみ、ゆっくりゆったり水の流れに身をまかせてみた。石橋の下にさし

かかると身をかがめなくてはならない。トンネルのように暗くなったかと思うと明るい陽が射

しこんでくる。水辺から眺める景色は新鮮で、道端の草花が目に飛び込んでくる。

　この夏、山を愛した久清公が眠るくじゅう山系を舞台に全国の若人たちの山岳競技が行われ

ると聞いた。脈々と続く水の恩恵を受け継ぎ成長してきた地元の高校生たちも山に吹きわたる

風を感じながら汗を輝かせることであろう。

きんぎょ緒 方 井 路
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　日ごと日射しが強くなってきました。みなさんい

かがお過ごしでしょうか。日射しが強くなると紫外線

対策、水分補給をして熱中症予防、食べ物では食

中毒対策など注意することが必要になってきます。

この夏もがんばって乗り切りましょう。柴
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院長による医療相談

着任のご挨拶着任のご挨拶

　みなさん、はじめまして。4月1日より坪山明寛先生の後任として着任しました木下忠彦です。

豊後大野市は私にとって初めての土地ですので、先ずは自己紹介をさせていただきたいと思います。

私は昭和34年1月生まれの54歳です。大分県別府市で生まれ育ち、大分医科大学の第一期生

として医学を学びました（ちなみに、高校ではハンドボール、大学ではサッカー部に属し、どちらか

というと体育会系でした）。卒業後は大分医科大学（現在の大分大学医学部）第一外科へ入局し、

主に消化管疾患（食道、胃、小腸、大腸）に対する手術をおこなってきました。私が外科医にな

り29年の時間が経ちましたが、この間には外科の手術は日々進歩し、現在では傷を小さくして患

者さんへの負担を軽減する鏡視下手術が数多くおこなわれるようになりました。私も前任の大分赤

十字病院では食道がん、胃がん、大腸がんなどに対して鏡視下手術をおこなってきました。これ

までは患者さん個人と向かい合い検査・手術などの診療をおこなう日 を々過ごしてきました。

　今回、豊後大野市病院事業管理者、および市民病院院長の大役を仰せつかり、これまで従事

してきた目の前にいる患者さんへの診療だけではなく、豊後大野市を中心とした地域の医療全体

を視野に入れ、病院機能の向上（高度専門医療の提供や人材育成など）、経営の健全化、病院

の将来像の決定、さらには、病院職員全体の幸せも考えるなど多岐にわたる仕事をおこなうことと

なりました。勿論、私1人でこの大きな仕事を成し得るわけではありません。病院職員、行政に

関わる方々、地域の医師会の方々に応援を頂き、当地域の医療が発展するよう努力していきたい

と考えています。先ずは地域の中核病院としての役割を担えるよう医師を中心とした人材の確保・

育成に努め、戦力充実を図っていきたいと思います。豊後大野市民病院は地域の方によって育て

られ、成長していく病院です。今後もこれまでと変わりないご支援をお願い致します。

木　下　忠　彦

病院の課題について病院の課題について

　現在、豊後大野市民病院が抱える大きな3つの課題について挙げてみました。
Ⅰ）課題は何よりも医師確保
　病院の根幹は医師であり、医師の確保が何より重要です。常勤医師数は4月に外科の常勤医が
1人退職して20名。平成22年10月の県立三重病院との統合時22名だった常勤医師数から2名
減っています。常勤医が少ないと、医師一人ひとりの負担が大きくなり、医師の疲弊につながります。
それがさらなる医師の減少へということになりかねません。また一人の医師が担当できる入院患者さ
んも限られていますので、常勤医師が少ないということは入院できる患者さんの減少にもつながります。
大学病院などにお願いして、外来や当直などの応援をしていただいていますが、入院患者さんの
治療は、ほとんど常勤医師が担っています。外部の非常勤医師は、自分の患者さんを市民病院に
入院させても担当することができないので、自分の属する病院などに紹介することになります。また、
経営に与える影響も小さくありません。
　これからも医師確保には最大限の努力をしていかなければなりません。
Ⅱ）病院としての質向上――病院機能評価受審を機に
　病院が提供する医療サービスは、医師、看護師など様々な専門職員の技術的・組織的連携で
成り立っています。質の高い医療を患者さんに提供するには、病院が自ら努力することが最も大事
ですが、その努力を効果的にするには専門的な第三者が評価することが有効です。
　市民病院には昨年7月、日本病院機能評価機構から4人の専門審査員が来院し、3日間にわ
たって細かい調査が行われました。調査は病院機能のあらゆる面にわたっており、400近い項目
の全てについて、一定水準以上であると評価されなければ認定されません。市民病院は追加審査
の必要もなく認定を受けることができました。
　もちろん、病院機能評価は認定されることが最終目的ではありません。病院は生き物です。地
域の状況によっても医療施策によっても、求められるものは変わってきますが、受審に向かって職
員が努力してきた過程がその時になって生きてきます。
Ⅲ）患者さんへのお願い
　最後にお願いです。どうか診察時間をお守りください。診療科によって異なりますが、多くの診
療科では午前11時までが受付時間です。もちろん救急患者さんはいつおいでいただいても結構で
すし、午後に予約患者さんを入れることもございます。救急でない場合、たとえば仕事が休めなく
てとか、家のご都合などとかの場合は、どうかできるだけ午前中においでいただきたいと存じます。
　市民病院では少ない常勤医師がそれぞれ担当の入院患者さんを抱え、検査や診察に携わって
いるため外来診察時間を区切らざるをえません。
　受付時間について、どうぞご理解とご協力をお願い申し上げます。

医事経営課長 足　立　豊　彦豊後大野市病院事業管理者
豊後大野市民病院院長

看護の日記事

看護週間にさまざまなイベントを行いました。

今年の看護週間は5月12日（日）～18日（土）でした。

当院でも看護週間のイベントとして、高校生による一

日看護体験やフラダンスショー、市役所での測定・相

談コーナー等を開催しました。
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院長による医療相談

着任のご挨拶着任のご挨拶

　みなさん、はじめまして。4月1日より坪山明寛先生の後任として着任しました木下忠彦です。

豊後大野市は私にとって初めての土地ですので、先ずは自己紹介をさせていただきたいと思います。

私は昭和34年1月生まれの54歳です。大分県別府市で生まれ育ち、大分医科大学の第一期生

として医学を学びました（ちなみに、高校ではハンドボール、大学ではサッカー部に属し、どちらか

というと体育会系でした）。卒業後は大分医科大学（現在の大分大学医学部）第一外科へ入局し、

主に消化管疾患（食道、胃、小腸、大腸）に対する手術をおこなってきました。私が外科医にな

り29年の時間が経ちましたが、この間には外科の手術は日々進歩し、現在では傷を小さくして患

者さんへの負担を軽減する鏡視下手術が数多くおこなわれるようになりました。私も前任の大分赤

十字病院では食道がん、胃がん、大腸がんなどに対して鏡視下手術をおこなってきました。これ

までは患者さん個人と向かい合い検査・手術などの診療をおこなう日 を々過ごしてきました。

　今回、豊後大野市病院事業管理者、および市民病院院長の大役を仰せつかり、これまで従事

してきた目の前にいる患者さんへの診療だけではなく、豊後大野市を中心とした地域の医療全体

を視野に入れ、病院機能の向上（高度専門医療の提供や人材育成など）、経営の健全化、病院

の将来像の決定、さらには、病院職員全体の幸せも考えるなど多岐にわたる仕事をおこなうことと

なりました。勿論、私1人でこの大きな仕事を成し得るわけではありません。病院職員、行政に

関わる方々、地域の医師会の方々に応援を頂き、当地域の医療が発展するよう努力していきたい

と考えています。先ずは地域の中核病院としての役割を担えるよう医師を中心とした人材の確保・

育成に努め、戦力充実を図っていきたいと思います。豊後大野市民病院は地域の方によって育て

られ、成長していく病院です。今後もこれまでと変わりないご支援をお願い致します。

木　下　忠　彦

病院の課題について病院の課題について

　現在、豊後大野市民病院が抱える大きな3つの課題について挙げてみました。
Ⅰ）課題は何よりも医師確保
　病院の根幹は医師であり、医師の確保が何より重要です。常勤医師数は4月に外科の常勤医が
1人退職して19名。平成22年10月の県立三重病院との統合時22名だった常勤医師数から3名
減っています。常勤医が少ないと、医師一人ひとりの負担が大きくなり、医師の疲弊につながります。
それがさらなる医師の減少へということになりかねません。また一人の医師が担当できる入院患者さ
んも限られていますので、常勤医師が少ないということは入院できる患者さんの減少にもつながります。
大学病院などにお願いして、外来や当直などの応援をしていただいていますが、入院患者さんの
治療は、ほとんど常勤医師が担っています。外部の非常勤医師は、自分の患者さんを市民病院に
入院させても担当することができないので、自分の属する病院などに紹介することになります。また、
経営に与える影響も小さくありません。
　これからも医師確保には最大限の努力をしていかなければなりません。
Ⅱ）病院としての質向上――病院機能評価受審を機に
　病院が提供する医療サービスは、医師、看護師など様々な専門職員の技術的・組織的連携で
成り立っています。質の高い医療を患者さんに提供するには、病院が自ら努力することが最も大事
ですが、その努力を効果的にするには専門的な第三者が評価することが有効です。
　市民病院には昨年7月、日本病院機能評価機構から4人の専門審査員が来院し、3日間にわ
たって細かい調査が行われました。調査は病院機能のあらゆる面にわたっており、400近い項目
の全てについて、一定水準以上であると評価されなければ認定されません。市民病院は追加審査
の必要もなく認定を受けることができました。
　もちろん、病院機能評価は認定されることが最終目的ではありません。病院は生き物です。地
域の状況によっても医療施策によっても、求められるものは変わってきますが、受審に向かって職
員が努力してきた過程がその時になって生きてきます。
Ⅲ）患者さんへのお願い
　最後にお願いです。どうか診察時間をお守りください。診療科によって異なりますが、多くの診
療科では午前11時までが受付時間です。もちろん救急患者さんはいつおいでいただいても結構で
すし、午後に予約患者さんを入れることもございます。救急でない場合、たとえば仕事が休めなく
てとか、家のご都合などとかの場合は、どうかできるだけ午前中においでいただきたいと存じます。
　市民病院では少ない常勤医師がそれぞれ担当の入院患者さんを抱え、検査や診察に携わって
いるため外来診察時間を区切らざるをえません。
　受付時間について、どうぞご理解とご協力をお願い申し上げます。

医事経営課長 足　立　豊　彦豊後大野市病院事業管理者
豊後大野市民病院院長

看護の日記事

看護週間にさまざまなイベントを行いました。

今年の看護週間は5月12日（日）～18日（土）でした。

当院でも看護週間のイベントとして、高校生による一

日看護体験やフラダンスショー、市役所での測定・相

談コーナー等を開催しました。
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院長による医療相談

着任のご挨拶着任のご挨拶

　みなさん、はじめまして。4月1日より坪山明寛先生の後任として着任しました木下忠彦です。

豊後大野市は私にとって初めての土地ですので、先ずは自己紹介をさせていただきたいと思います。

私は昭和34年1月生まれの54歳です。大分県別府市で生まれ育ち、大分医科大学の第一期生

として医学を学びました（ちなみに、高校ではハンドボール、大学ではサッカー部に属し、どちらか

というと体育会系でした）。卒業後は大分医科大学（現在の大分大学医学部）第一外科へ入局し、

主に消化管疾患（食道、胃、小腸、大腸）に対する手術をおこなってきました。私が外科医にな

り29年の時間が経ちましたが、この間には外科の手術は日々進歩し、現在では傷を小さくして患

者さんへの負担を軽減する鏡視下手術が数多くおこなわれるようになりました。私も前任の大分赤

十字病院では食道がん、胃がん、大腸がんなどに対して鏡視下手術をおこなってきました。これ

までは患者さん個人と向かい合い検査・手術などの診療をおこなう日 を々過ごしてきました。

　今回、豊後大野市病院事業管理者、および市民病院院長の大役を仰せつかり、これまで従事

してきた目の前にいる患者さんへの診療だけではなく、豊後大野市を中心とした地域の医療全体

を視野に入れ、病院機能の向上（高度専門医療の提供や人材育成など）、経営の健全化、病院

の将来像の決定、さらには、病院職員全体の幸せも考えるなど多岐にわたる仕事をおこなうことと

なりました。勿論、私1人でこの大きな仕事を成し得るわけではありません。病院職員、行政に

関わる方々、地域の医師会の方々に応援を頂き、当地域の医療が発展するよう努力していきたい

と考えています。先ずは地域の中核病院としての役割を担えるよう医師を中心とした人材の確保・

育成に努め、戦力充実を図っていきたいと思います。豊後大野市民病院は地域の方によって育て

られ、成長していく病院です。今後もこれまでと変わりないご支援をお願い致します。

木　下　忠　彦

病院の課題について病院の課題について

　現在、豊後大野市民病院が抱える大きな3つの課題について挙げてみました。
Ⅰ）課題は何よりも医師確保
　病院の根幹は医師であり、医師の確保が何より重要です。常勤医師数は4月に外科の常勤医が
1人退職して20名。平成22年10月の県立三重病院との統合時22名だった常勤医師数から2名
減っています。常勤医が少ないと、医師一人ひとりの負担が大きくなり、医師の疲弊につながります。
それがさらなる医師の減少へということになりかねません。また一人の医師が担当できる入院患者さ
んも限られていますので、常勤医師が少ないということは入院できる患者さんの減少にもつながります。
大学病院などにお願いして、外来や当直などの応援をしていただいていますが、入院患者さんの
治療は、ほとんど常勤医師が担っています。外部の非常勤医師は、自分の患者さんを市民病院に
入院させても担当することができないので、自分の属する病院などに紹介することになります。また、
経営に与える影響も小さくありません。
　これからも医師確保には最大限の努力をしていかなければなりません。
Ⅱ）病院としての質向上――病院機能評価受審を機に
　病院が提供する医療サービスは、医師、看護師など様々な専門職員の技術的・組織的連携で
成り立っています。質の高い医療を患者さんに提供するには、病院が自ら努力することが最も大事
ですが、その努力を効果的にするには専門的な第三者が評価することが有効です。
　市民病院には昨年7月、日本病院機能評価機構から4人の専門審査員が来院し、3日間にわ
たって細かい調査が行われました。調査は病院機能のあらゆる面にわたっており、400近い項目
の全てについて、一定水準以上であると評価されなければ認定されません。市民病院は追加審査
の必要もなく認定を受けることができました。
　もちろん、病院機能評価は認定されることが最終目的ではありません。病院は生き物です。地
域の状況によっても医療施策によっても、求められるものは変わってきますが、受審に向かって職
員が努力してきた過程がその時になって生きてきます。
Ⅲ）患者さんへのお願い
　最後にお願いです。どうか診察時間をお守りください。診療科によって異なりますが、多くの診
療科では午前11時までが受付時間です。もちろん救急患者さんはいつおいでいただいても結構で
すし、午後に予約患者さんを入れることもございます。救急でない場合、たとえば仕事が休めなく
てとか、家のご都合などとかの場合は、どうかできるだけ午前中においでいただきたいと存じます。
　市民病院では少ない常勤医師がそれぞれ担当の入院患者さんを抱え、検査や診察に携わって
いるため外来診察時間を区切らざるをえません。
　受付時間について、どうぞご理解とご協力をお願い申し上げます。

医事経営課長 足　立　豊　彦豊後大野市病院事業管理者
豊後大野市民病院院長

看護の日記事

看護週間にさまざまなイベントを行いました。

今年の看護週間は5月12日（日）～18日（土）でした。

当院でも看護週間のイベントとして、高校生による一

日看護体験やフラダンスショー、市役所での測定・相

談コーナー等を開催しました。
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焦らず一歩一歩
がんばります

山室　由紀子

職　種 看護師

出身地 大分市

趣　味
スノーボード

座右の銘
笑う門には福来たる

P　R
笑顔をモットーに真心のこ
もった看護を提供していき
たいです

市川　麗奈

職　種 看護師

出身地 大分市

趣　味
お菓子・パン作り

座右の銘
誠心誠意

P　R

がんばっていきたいと思い
ます。よろしくお願いします

伊東　三奈

職　種 看護師

出身地 島根県出雲市

趣　味
読書

座右の銘
寛容に、謙虚に、前向きに

P　R
笑顔、挨拶、感謝の気持ちを
忘れずがんばります

安部　真季乃

職　種 看護師

出身地 別府市

趣　味
スポーツ観戦、バイク

座右の銘
一所懸命

P　R

一生懸命がんばります佐伯　優作

職　種 看護師

出身地 竹田市

趣　味
野球

座右の銘
練習は不可能を可能にする

P　R
いろんなことにがんばって
いこうと思います

郡　真由美

職　種 診療情報管理士

出身地 竹田市

趣　味
ソフトテニス

座右の銘
切磋琢磨

P　R

新入職員プロフィール新入職員プロフィール

　超音波は人間の耳には聞こえない高い周波数の音波で、一定方向に強く

放射され直進性が高いという性質があります。これを利用して腹部に超音

波を発信し、そこから返ってくるエコー（反射波）を受信し、コンピュータ

で画像化して診断するのが腹部エコーです。

検査技師ののののの

テーマ 「腹部エコーってなあに？」

◎腹部エコー（腹部超音波検査）とは？

　腹部を十分に広く出すため、ズボンやスカートは腰の

骨位まで下げます。検査台に仰向けに寝て、両手を頭の

方にあげて、手枕をした姿勢をとります。最初に、皮膚

と音波を出す探触子（プローブ）との間に空気が入らない

ように、腹部にゼリーを塗ります。プローブを腹部に押

し当て、肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓など腹部内臓器の断面

層の画像をモニターテレビで観察します。検査部位によ

り横向きや座った姿勢で検査を受けます。この検査は、

放射線を使用しないので、被爆の心配はなく、安心して

受けられます。検査時間は部位によって異なりますが、

通常10～ 20分くらいです。

◎どのように行うの？

　基本的に腹部内に空気が多く存在すると、画像がよく見えません。食事の後では消化管内に空気

が発生しやすいため、絶食の状態で行ないます。また、膀胱を検査する場合は尿がたまっているほ

うが詳しく観察できるので、検査前の排尿は我慢するようにします。

◎注意点

肝臓：肝臓がん、肝血管腫、肝硬変、肝嚢胞、脂肪肝

胆嚢：胆石、胆嚢ポリープ、胆嚢がん

膵臓：膵臓炎、膵臓がん

腹部大動脈瘤のほか腎臓、膀胱、前立腺、さらに子宮や卵巣が対象となります。また、機器の進歩もあっ

て、従来調べられることの少なかった食道や胃、腸などの消化管も検査対象となっています。

◎何がわかるの？
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笑顔、挨拶、感謝の気持ちを
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座右の銘
一所懸命
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職　種 看護師

出身地 竹田市

趣　味
野球

座右の銘
練習は不可能を可能にする

P　R
いろんなことにがんばって
いこうと思います

郡　真由美

職　種 診療情報管理士

出身地 竹田市

趣　味
ソフトテニス

座右の銘
切磋琢磨

P　R

新入職員プロフィール新入職員プロフィール

　超音波は人間の耳には聞こえない高い周波数の音波で、一定方向に強く

放射され直進性が高いという性質があります。これを利用して腹部に超音

波を発信し、そこから返ってくるエコー（反射波）を受信し、コンピュータ

で画像化して診断するのが腹部エコーです。

検査技師ののののの

テーマ 「腹部エコーってなあに？」

◎腹部エコー（腹部超音波検査）とは？

　腹部を十分に広く出すため、ズボンやスカートは腰の

骨位まで下げます。検査台に仰向けに寝て、両手を頭の

方にあげて、手枕をした姿勢をとります。最初に、皮膚

と音波を出す探触子（プローブ）との間に空気が入らない

ように、腹部にゼリーを塗ります。プローブを腹部に押

し当て、肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓など腹部内臓器の断面

層の画像をモニターテレビで観察します。検査部位によ

り横向きや座った姿勢で検査を受けます。この検査は、

放射線を使用しないので、被爆の心配はなく、安心して

受けられます。検査時間は部位によって異なりますが、

通常10～ 20分くらいです。

◎どのように行うの？

　基本的に腹部内に空気が多く存在すると、画像がよく見えません。食事の後では消化管内に空気

が発生しやすいため、絶食の状態で行ないます。また、膀胱を検査する場合は尿がたまっているほ

うが詳しく観察できるので、検査前の排尿は我慢するようにします。

◎注意点

肝臓：肝臓がん、肝血管腫、肝硬変、肝嚢胞、脂肪肝

胆嚢：胆石、胆嚢ポリープ、胆嚢がん

膵臓：膵臓炎、すい臓がん

腹部大動脈瘤のほか腎臓、膀胱、前立腺、さらに子宮や卵巣が対象となります。また、機器の進歩もあっ

て、従来調べられることの少なかった食道や胃、腸などの消化管も検査対象となっています。

◎何がわかるの？
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新入職員プロフィール新入職員プロフィール

　超音波は人間の耳には聞こえない高い周波数の音波で、一定方向に強く

放射され直進性が高いという性質があります。これを利用して腹部に超音

波を発信し、そこから返ってくるエコー（反射波）を受信し、コンピュータ

で画像化して診断するのが腹部エコーです。

検査技師ののののの

テーマ 「腹部エコーってなあに？」

◎腹部エコー（腹部超音波検査）とは？

　腹部を十分に広く出すため、ズボンやスカートは腰の

骨位まで下げます。検査台に仰向けに寝て、両手を頭の

方にあげて、手枕をした姿勢をとります。最初に、皮膚

と音波を出す探触子（プローブ）との間に空気が入らない

ように、腹部にゼリーを塗ります。プローブを腹部に押

し当て、肝臓、胆嚢、膵臓、腎臓など腹部内臓器の断面

層の画像をモニターテレビで観察します。検査部位によ

り横向きや座った姿勢で検査を受けます。この検査は、

放射線を使用しないので、被爆の心配はなく、安心して

受けられます。検査時間は部位によって異なりますが、

通常10～ 20分くらいです。

◎どのように行うの？

　基本的に腹部内に空気が多く存在すると、画像がよく見えません。食事の後では消化管内に空気

が発生しやすいため、絶食の状態で行ないます。また、膀胱を検査する場合は尿がたまっているほ

うが詳しく観察できるので、検査前の排尿は我慢するようにします。

◎注意点

肝臓：肝臓がん、肝血管腫、肝硬変、肝嚢胞、脂肪肝

胆嚢：胆石、胆嚢ポリープ、胆嚢がん

膵臓：膵臓炎、膵臓がん

腹部大動脈瘤のほか腎臓、膀胱、前立腺、さらに子宮や卵巣が対象となります。また、機器の進歩もあっ

て、従来調べられることの少なかった食道や胃、腸などの消化管も検査対象となっています。

◎何がわかるの？
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今回は、介護保険で受けられる在宅サービスについてです。

・訪問介護（ホームヘルプサービス）
  ホームヘルパーが訪問し、身体介護や生活援助を行います。 
  (身体介護中心)
  食事、入浴、排泄のお世話、衣類やシーツの交換、
  通院の付き添いなど 
  (生活援助中心)
  住居の掃除、洗濯、買い物、食事の準備、調理など
・訪問入浴介護 
  移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。 
・訪問リハビリテーション 
  リハビリ（機能回復訓練）の専門家が訪問し、リハビリを行います。
・訪問看護
  看護師等が療養上の世話や必要な診療の補助を行い、心身の機
能維持回復を目指します。 

・居宅療養管理指導 
  医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが訪問し、薬の飲み方、
食事など療養上の管理・指導します。

・通所介護(デイサービス) 
  デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護サービスや機能
訓練が日帰りで受けられます。 

・通所リハビリテーション(デイケア) 
  介護老人保健施設や病院・診療所で、日帰りの機能訓練などが受
けられます。

・短期入所生活介護（ショートステイ） 
  介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴などの介護
や機能訓練が受けられます。 

・短期入所療養介護（医療型ショートステイ） 
  介護老人保健施設などに短期間入所して、看護や介護、機能訓練
が受けられます。

1）特定施設入居者生活介護 
　　特定施設としての届け出をおこなっている施設で食事、入浴な

どの介護や機能訓練が受けられます。
2）福祉用具貸与
　　指定された日常生活の自立を助けるための福祉用具(歩行器・

車いす・ベッドなど)について、貸与を受けられます。 ※要支援
1・2及び要介護1の方には、保険給付と原則ならないものがあ
ります。

3）福祉用具購入費 
　　指定された事業所で販売される、入浴や排泄などに使用する

福祉用具(ポータブルトイレ・シャワーチェアーなど)を購入した
ときは、年度で10万円を上限として購入費用の9割について償
還払いで支給を受けることができます。 

4）住宅改修費 
　　要介護・要支援認定を受けている方が実際に居住する住宅で、

手すりの取り付け等を行ったときは、20万円を上限として購入
費用の9割について償還払いで支給を受けることができます。

①自宅で受けるサービス

④その他のサービス 

②通って受けるサービス 

③短期間施設に泊まって利用するサービス

　昨年11月に約500名の患者さんを対象に患者様満足度調査を実施しました。
その際のご意見について抜粋してお答えします。なお、調査結果とご意見に対
する回答は病院内に掲示いたします。

～患者さんの思いにお答えします～介護保険 33333333333333333333333333333333333333333333333333333
今回

シリーズ

　今期4月1日より助産外来を正式に開始することになりました。
　助産外来とは、助産師が行う妊婦健診のことです。助産師は、正常に経過している妊婦さんの健康診察をすることができますので、当
院では産科医師の協力のもと正常な妊娠経過をたどっている方でご希望のある方に限って助産師が妊婦健診と保健指導を行うこと
にしました。
　正常な妊娠経過をたどっていても妊娠、分娩には、リスクが伴いますので、助産外来を受診している方でも異常が疑われた場合は産
科医師の診察を受けていただきます。また、異常がない場合でも、健診スケジュールに従って妊娠中期、後期に医師の診察を受けていた
だく様にしました。このように助産外来では、医師と助産師が連携して診察にあたることになります。

○毎月第1・3の木曜日の午後1時30分～
○一人30分程度の時間を設け、リラックスした雰囲気で健診を行

い、心身ともによい状態で分娩が迎えられるよう準備を整えて
いきます。

○健診内容
・ 尿検査・血圧、体重測定・問診・視診・触診・子宮底、腹囲測定・児

心音聴取
・ 妊娠週数に応じた保健指導・困っていること不安や悩みへのご

相談を一緒に考えていきます。
・ お薬の処方が必要な場合や異常が推定される場合は産科医師

に相談、診察依頼をします。
○料金
・ 健診は、母子健康手帳の妊婦健康診査費用補助券を使用でき

ます。

助産外来への案内

助産師　藤田紀代子　他助産師7名

　2012年9月に厚生労働省が実施した受療行動調査によれば、外来患者の4人に1人が病院で待たされることに不
満を抱いているそうです。「診察までの待ち時間」の不満は25.3％と高く、当院でも「待ち時間に対するもの」の不満は
多数見られます。外来では、外来患者満足度調査を実施しており部門ごとにどのくらい待ち時間があるかを調査いた

しました。これからもスタッフ一同、待ち時間短縮に最大限努力をいたします。
　しかし、救急患者さんの来院や病棟の入院患者さんの急変時には外来を中断させていただくことがあります。予約患者さんであ
っても待ち時間が遅れてしまうこともございます。
　待ち時間の過ごし方の対策として、患者さんへの指導（疾患別）、パンフレットを目につくところに置くなど対応しております。また、
急患対応中の外来の中断に関しては、放送を流すとともに、「○○先生、急患対応中です」とお知らせを出すなど難聴患者さんにも
配慮していきたいと検討しています。さらに定期的に外来看護師が見回り、体調悪い人の確認、待ち時間が長くて困っている方へ
の声掛けなどをさせていただいております。

　「順番の待ち時間、診察までの待ち時間が長すぎる。」、「できれば1時間30分ぐらいまでにしてほしい。長いときは3時間ぐらい
かかる。」、「待ち時間が長い場合、年寄りにはちょっとつらい。」、「予約診療だが、待ち時間が長いのが問題。」「急患が入って長く
待たされた。本日予約したのに、先生が留守で困る。」などのご意見について

待ち時間に関するもの

「案内の説明が不十分」、「受付してほしくても1人対応していて、その場に人がいなかった。」、「受付するまで時間がかかる。」、「も
う少し笑顔でいるといい。」などのご意見について

　再来受付機の横には午前8時前から男性1人、8時30分から看護師そしてボランティアの女性が立って、午前11時
まで患者さんのご案内やご相談などに対応しております。相談などしていただきましたら、親切に対応させていただく
と存じます。また、受付では来院される患者さんやご家族に対して共感する心をもち、お役に立ちたいという気持ちを
もって業務に携わるように心がけております。

受付に関するもの

「言葉づかいがいい人もいるけど少し悪い人も。」、「プライバシーについてはちょっと軽い人もいるようで。」などのご意見について

　今後も接遇に取り組み、患者さんの目線に立ち患者に寄り添った看護を提供して参ります。化粧、身だしなみ等に対
しては、引き続き清潔かつ上品に見えるよう心がけ、努力していきます。

外来部門に関するもの

病棟に娯楽室がほしい。

　病棟ではデイルームが患者さんとご家族との懇談、読書などが明るい環境でできるようにと考えて設けられています。
また囲碁や将棋ができる場所となっております。ご意見の娯楽室がどのようなものか明確ではありませんが、病院とい
う性格上設置は難しいと考えております。ご満足はいただけないかもしれませんが、ご理解ご協力をお願い申し上げます。

入院部門に関するもの

「食事の味付けが薄い。」「自分でできない時は手伝ってほしい。」

　食事の味付けにつきましては、献立作成・献立内容チェック・調理時の味見等複数のチェック体制にて確認させてい
ただいております。治療食の中には、塩分量を減らしているものもございますが、最近では普通食につきましても1日
塩分8g程度が良いと言われておりますので、味付けが薄く感じることがあるかもしれません。その点ご理解いただけ
れば幸いです。入院された場合、お食事がご自分でできない場合などは介助させていただきます。どうぞお気軽にお
申し出ください。

患者食に関するもの

回答

回答

回答

回答

回答
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今回は、介護保険で受けられる在宅サービスについてです。

・訪問介護（ホームヘルプサービス）
  ホームヘルパーが訪問し、身体介護や生活援助を行います。 
  (身体介護中心)
  食事、入浴、排泄のお世話、衣類やシーツの交換、
  通院の付き添いなど 
  (生活援助中心)
  住居の掃除、洗濯、買い物、食事の準備、調理など
・訪問入浴介護 
  移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。 
・訪問リハビリテーション 
  リハビリ（機能回復訓練）の専門家が訪問し、リハビリを行います。
・訪問看護
  看護師等が療養上の世話や必要な診療の補助を行い、心身の機
能維持回復を目指します。 

・居宅療養管理指導 
  医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが訪問し、薬の飲み方、
食事など療養上の管理・指導します。

・通所介護(デイサービス) 
  デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護サービスや機能
訓練が日帰りで受けられます。 

・通所リハビリテーション(デイケア) 
  介護老人保健施設や病院・診療所で、日帰りの機能訓練などが受
けられます。

・短期入所生活介護（ショートステイ） 
  介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴などの介護
や機能訓練が受けられます。 

・短期入所療養介護（医療型ショートステイ） 
  介護老人保健施設などに短期間入所して、看護や介護、機能訓練
が受けられます。

1）特定施設入居者生活介護 
　　特定施設としての届け出をおこなっている施設で食事、入浴な

どの介護や機能訓練が受けられます。
2）福祉用具貸与
　　指定された日常生活の自立を助けるための福祉用具(歩行器・

車いす・ベッドなど)について、貸与を受けられます。 ※要支援
1・2及び要介護1の方には、保険給付と原則ならないものがあ
ります。

3）福祉用具購入費 
　　指定された事業所で販売される、入浴や排泄などに使用する

福祉用具(ポータブルトイレ・シャワーチェアーなど)を購入した
ときは、年度で10万円を上限として購入費用の9割について償
還払いで支給を受けることができます。 

4）住宅改修費 
　　要介護・要支援認定を受けている方が実際に居住する住宅で、

手すりの取り付け等を行ったときは、20万円を上限として購入
費用の9割について償還払いで支給を受けることができます。

①自宅で受けるサービス

④その他のサービス 

②通って受けるサービス 

③短期間施設に泊まって利用するサービス

　昨年11月に約500名の患者さんを対象に患者様満足度調査を実施しました。
その際のご意見について抜粋してお答えします。なお、調査結果とご意見に対
する回答は病院内に掲示いたします。

～患者さんの思いにお答えします～介護保険 33333333333333333333333333333333333333333333333333333
今回

シリーズ

　2012年9月に厚生労働省が実施した受療行動調査によれば、外来患者の4人に1人が病院で待たされることに不
満を抱いているそうです。「診察までの待ち時間」の不満は25.3％と高く、当院でも「待ち時間に対するもの」の不満は
多数見られます。外来では、外来患者満足度調査を実施しており部門ごとにどのくらい待ち時間があるかを調査いた

しました。これからもスタッフ一同、待ち時間短縮に最大限努力をいたします。
　しかし、救急患者さんの来院や病棟の入院患者さんの急変時には外来を中断させていただくことがあります。予約患者さんであ
っても待ち時間が遅れてしまうこともございます。
　待ち時間の過ごし方の対策として、患者さんへの指導（疾患別）、パンフレットを目につくところに置くなど対応しております。また、
急患対応中の外来の中断に関しては、放送を流すとともに、「○○先生、急患対応中です」とお知らせを出すなど難聴患者さんにも
配慮していきたいと検討しています。さらに定期的に外来看護師が見回り、体調悪い人の確認、待ち時間が長くて困っている方へ
の声掛けなどをさせていただいております。

　「順番の待ち時間、診察までの待ち時間が長すぎる。」、「できれば1時間30分ぐらいまでにしてほしい。長いときは3時間ぐらい
かかる。」、「待ち時間が長い場合、年寄りにはちょっとつらい。」、「予約診療だが、待ち時間が長いのが問題。」「急患が入って長く
待たされた。本日予約したのに、先生が留守で困る。」などのご意見について

待ち時間に関するもの

「案内の説明が不十分」、「受付してほしくても1人対応していて、その場に人がいなかった。」、「受付するまで時間がかかる。」、「も
う少し笑顔でいるといい。」などのご意見について

　再来受付機の横には午前8時前から男性1人、8時30分から看護師そしてボランティアの女性が立って、午前11時
まで患者さんのご案内やご相談などに対応しております。相談などしていただきましたら、親切に対応させていただく
と存じます。また、受付では来院される患者さんやご家族に対して共感する心をもち、お役に立ちたいという気持ちを
もって業務に携わるように心がけております。

受付に関するもの

「言葉づかいがいい人もいるけど少し悪い人も。」、「プライバシーについてはちょっと軽い人もいるようで。」などのご意見について

　今後も接遇に取り組み、患者さんの目線に立ち患者に寄り添った看護を提供して参ります。化粧、身だしなみ等に対
しては、引き続き清潔かつ上品に見えるよう心がけ、努力していきます。

外来部門に関するもの

病棟に娯楽室がほしい。

　病棟ではデイルームが患者さんとご家族との懇談、読書などが明るい環境でできるようにと考えて設けられています。
また囲碁や将棋ができる場所となっております。ご意見の娯楽室がどのようなものか明確ではありませんが、病院とい
う性格上設置は難しいと考えております。ご満足はいただけないかもしれませんが、ご理解ご協力をお願い申し上げます。

入院部門に関するもの

「食事の味付けが薄い。」「自分でできない時は手伝ってほしい。」

　食事の味付けにつきましては、献立作成・献立内容チェック・調理時の味見等複数のチェック体制にて確認させてい
ただいております。治療食の中には、塩分量を減らしているものもございますが、最近では普通食につきましても1日
塩分8g程度が良いと言われておりますので、味付けが薄く感じることがあるかもしれません。その点ご理解いただけ
れば幸いです。入院された場合、お食事がご自分でできない場合などは介助させていただきます。どうぞお気軽にお
申し出ください。

患者食に関するもの

回答

回答

回答

回答

回答

　今期4月1日より助産外来を正式に開始することになりました。
　助産外来とは、助産師が行う妊婦健診のことです。助産師は、正常に経過している妊婦さんの健康診察をすることができますので、当
院では産科医師の協力のもと正常な妊娠経過をたどっている方でご希望のある方に限って助産師が妊婦健診と保健指導を行うこと
にしました。
　正常な妊娠経過をたどっていても妊娠、分娩には、リスクが伴いますので、助産外来を受診している方でも異常が疑われた場合は産
科医師の診察を受けていただきます。また、異常がない場合でも、健診スケジュールに従って妊娠中期、後期に医師の診察を受けていた
だく様にしました。このように助産外来では、医師と助産師が連携して診察にあたることになります。

○毎月第1・3の木曜日の午後1時30分～
○一人30分程度の時間を設け、リラックスした雰囲気で健診を行

い、心身ともによい状態で分娩が迎えられるよう準備を整えて
いきます。

○健診内容
・ 尿検査・血圧、体重測定・問診・視診・触診・子宮底、腹囲測定・児

心音聴取
・ 妊娠週数に応じた保健指導・困っていること不安や悩みへのご

相談を一緒に考えていきます。
・ お薬の処方が必要な場合や異常が推定される場合は産科医師

に相談、診察依頼をします。
○料金
・ 健診は、母子健康手帳の妊婦健康診査費用補助券を使用でき

ます。

助産外来への案内

助産師　藤田紀代子　他助産師7名
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今回は、介護保険で受けられる在宅サービスについてです。

・訪問介護（ホームヘルプサービス）
  ホームヘルパーが訪問し、身体介護や生活援助を行います。 
  (身体介護中心)
  食事、入浴、排泄のお世話、衣類やシーツの交換、
  通院の付き添いなど 
  (生活援助中心)
  住居の掃除、洗濯、買い物、食事の準備、調理など
・訪問入浴介護 
  移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。 
・訪問リハビリテーション 
  リハビリ（機能回復訓練）の専門家が訪問し、リハビリを行います。
・訪問看護
  看護師等が療養上の世話や必要な診療の補助を行い、心身の機
能維持回復を目指します。 

・居宅療養管理指導 
  医師、歯科医師、薬剤師、歯科衛生士などが訪問し、薬の飲み方、
食事など療養上の管理・指導します。

・通所介護(デイサービス) 
  デイサービスセンターで、食事・入浴などの介護サービスや機能
訓練が日帰りで受けられます。 

・通所リハビリテーション(デイケア) 
  介護老人保健施設や病院・診療所で、日帰りの機能訓練などが受
けられます。

・短期入所生活介護（ショートステイ） 
  介護老人福祉施設などに短期間入所して、食事、入浴などの介護
や機能訓練が受けられます。 

・短期入所療養介護（医療型ショートステイ） 
  介護老人保健施設などに短期間入所して、看護や介護、機能訓練
が受けられます。

1）特定施設入居者生活介護 
　　特定施設としての届け出をおこなっている施設で食事、入浴な

どの介護や機能訓練が受けられます。
2）福祉用具貸与
　　指定された日常生活の自立を助けるための福祉用具(歩行器・

車いす・ベッドなど)について、貸与を受けられます。 ※要支援
1・2及び要介護1の方には、保険給付と原則ならないものがあ
ります。

3）福祉用具購入費 
　　指定された事業所で販売される、入浴や排泄などに使用する

福祉用具(ポータブルトイレ・シャワーチェアーなど)を購入した
ときは、年度で10万円を上限として購入費用の9割について償
還払いで支給を受けることができます。 

4）住宅改修費 
　　要介護・要支援認定を受けている方が実際に居住する住宅で、

手すりの取り付け等を行ったときは、20万円を上限として購入
費用の9割について償還払いで支給を受けることができます。

①自宅で受けるサービス

④その他のサービス 

②通って受けるサービス 

③短期間施設に泊まって利用するサービス

　昨年11月に約500名の患者さんを対象に患者様満足度調査を実施しました。
その際のご意見について抜粋してお答えします。なお、調査結果とご意見に対
する回答は病院内に掲示いたします。

～患者さんの思いにお答えします～介護保険 33333333333333333333333333333333333333333333333333333
今回

シリーズ

　今期4月1日より助産外来を正式に開始することになりました。
　助産外来とは、助産師が行う妊婦健診のことです。助産師は、正常に経過している妊婦さんの健康診察をすることができますので、当
院では産科医師の協力のもと正常な妊娠経過をたどっている方でご希望のある方に限って助産師が妊婦健診と保健指導を行うこと
にしました。
　正常な妊娠経過をたどっていても妊娠、分娩には、リスクが伴いますので、助産外来を受診している方でも異常が疑われた場合は産
科医師の診察を受けていただきます。また、異常がない場合でも、健診スケジュールに従って妊娠中期、後期に医師の診察を受けていた
だく様にしました。このように助産外来では、医師と助産師が連携して診察にあたることになります。

○毎月第1・3の木曜日の午後1時30分～
○一人30分程度の時間を設け、リラックスした雰囲気で健診を行

い、心身ともによい状態で分娩が迎えられるよう準備を整えて
いきます。

○健診内容
・ 尿検査・血圧、体重測定・問診・視診・触診・子宮底、腹囲測定・児

心音聴取
・ 妊娠週数に応じた保健指導・困っていること不安や悩みへのご

相談を一緒に考えていきます。
・ お薬の処方が必要な場合や異常が推定される場合は産科医師

に相談、診察依頼をします。
○料金
・ 健診は、母子健康手帳の妊婦健康診査費用補助券を使用でき

ます。

助産外来への案内

助産師　藤田紀代子　他助産師7名

　2012年9月に厚生労働省が実施した受療行動調査によれば、外来患者の4人に1人が病院で待たされることに不
満を抱いているそうです。「診察までの待ち時間」の不満は25.3％と高く、当院でも「待ち時間に対するもの」の不満は
多数見られます。外来では、外来患者満足度調査を実施しており部門ごとにどのくらい待ち時間があるかを調査いた

しました。これからもスタッフ一同、待ち時間短縮に最大限努力をいたします。
　しかし、救急患者さんの来院や病棟の入院患者さんの急変時には外来を中断させていただくことがあります。予約患者さんであ
っても待ち時間が遅れてしまうこともございます。
　待ち時間の過ごし方の対策として、患者さんへの指導（疾患別）、パンフレットを目につくところに置くなど対応しております。また、
急患対応中の外来の中断に関しては、放送を流すとともに、「○○先生、急患対応中です」とお知らせを出すなど難聴患者さんにも
配慮していきたいと検討しています。さらに定期的に外来看護師が見回り、体調悪い人の確認、待ち時間が長くて困っている方へ
の声掛けなどをさせていただいております。

　「順番の待ち時間、診察までの待ち時間が長すぎる。」、「できれば1時間30分ぐらいまでにしてほしい。長いときは3時間ぐらい
かかる。」、「待ち時間が長い場合、年寄りにはちょっとつらい。」、「予約診療だが、待ち時間が長いのが問題。」「急患が入って長く
待たされた。本日予約したのに、先生が留守で困る。」などのご意見について

待ち時間に関するもの

「案内の説明が不十分」、「受付してほしくても1人対応していて、その場に人がいなかった。」、「受付するまで時間がかかる。」、「も
う少し笑顔でいるといい。」などのご意見について

　再来受付機の横には午前8時前から男性1人、8時30分から看護師そしてボランティアの女性が立って、午前11時
まで患者さんのご案内やご相談などに対応しております。相談などしていただきましたら、親切に対応させていただく
と存じます。また、受付では来院される患者さんやご家族に対して共感する心をもち、お役に立ちたいという気持ちを
もって業務に携わるように心がけております。

受付に関するもの

「言葉づかいがいい人もいるけど少し悪い人も。」、「プライバシーについてはちょっと軽い人もいるようで。」などのご意見について

　今後も接遇に取り組み、患者さんの目線に立ち患者に寄り添った看護を提供して参ります。化粧、身だしなみ等に対
しては、引き続き清潔かつ上品に見えるよう心がけ、努力していきます。

外来部門に関するもの

病棟に娯楽室がほしい。

　病棟ではデイルームが患者さんとご家族との懇談、読書などが明るい環境でできるようにと考えて設けられています。
また囲碁や将棋ができる場所となっております。ご意見の娯楽室がどのようなものか明確ではありませんが、病院とい
う性格上設置は難しいと考えております。ご満足はいただけないかもしれませんが、ご理解ご協力をお願い申し上げます。

入院部門に関するもの

「食事の味付けが薄い。」「自分でできない時は手伝ってほしい。」

　食事の味付けにつきましては、献立作成・献立内容チェック・調理時の味見等複数のチェック体制にて確認させてい
ただいております。治療食の中には、塩分量を減らしているものもございますが、最近では普通食につきましても1日
塩分8g程度が良いと言われておりますので、味付けが薄く感じることがあるかもしれません。その点ご理解いただけ
れば幸いです。入院された場合、お食事がご自分でできない場合などは介助させていただきます。どうぞお気軽にお
申し出ください。

患者食に関するもの

回答

回答

回答

回答

回答
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祖母山とアケボノツツジ

◆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

目　次

■着任のごあいさつ
■病院の課題について
■新入職員プロフィール
■検査技師のつぶやき
■シリーズ介護保険③
■患者さんの思いにお答えします
■コラム／編集後記

2P
3P
4P
5P
6P
7P
8P

日本医療機能評価機構 ver.6.0 認定病院

豊後大野市立

豊後大野市民病院
〒879-6692　大分県豊後大野市緒方町馬場 276 番地
TEL 0974－42－3121　　FAX 0974－42－3078
ホームページアドレス　http://www.bungo-ohno-hp.jp/

携帯電話で情報を
見ることができます

　初夏、水で満たされた緒方平野の中に建つ当院からの帰路は、蛙の大合唱をBGMに、ふ

んわりゆれる蛍の光が懐中電灯となる。緒方平野が「水枯れなし」と言われ、見事な穀倉地帯

となった理由は、緒方上・下井路などの水路網が完備していたからだ。約三百五十年前、岡藩

三代藩主中川久清公は、熊沢蕃山の助言を受け緒方井路をはじめ、領内各地に水路網を整備

したという。緒方井路は平均千分の一の勾配で、17km先の末端まで緒方川から引かれた水が

ゆるやかに流れている。

　十年ほど前、夏に行われた緒方井路まつりで、この井路を下る機会があった。普段道路の上

から眺めていた井路の中を息子とゴムボートに乗りこみ、ゆっくりゆったり水の流れに身をま

かせた。井路の上に架かる石橋の下にさしかかると素早く身をかがめた。トンネルのように暗

くなったかと思うと明るい陽が射しこんでいた。水辺から眺める景色は新鮮で、風に揺れてい

る道端の草花や木々が目に飛び込んできた。藩主久清公は、後世の人間が井路でこのような

体験をするとは夢にも思わなかったであろう。

　さてこの夏、奇しくも久清公の墓所がある大船山やくじゅう系で、全国高等学校登山大会が

開催される。ここを舞台に、脈々と続く水の恩恵を受け継ぎ成長してきた息子や地元の高校生

たちも、山に吹きわたる風を感じながら汗を輝かせる。

きんぎょ姫緒 方 井 路

第11号

　日ごと日射しが強くなってきました。みなさんい

かがお過ごしでしょうか。日射しが強くなると紫外線

対策、水分補給をして熱中症予防、食べ物では食

中毒対策など注意することが必要になってきます。

この夏もがんばって乗り切りましょう。柴
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