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院外広報誌 

＜ 和田病院 基本理念 ＞ 

  「安全で質の高い最善の医療を提供します。」  

  「自己研鑚に努め 働く喜びのある明るい病院にします」 

＜基本方針＞ 

 １．日向入郷医療圏において、救急医療、災害医療、脳卒中を中心とした安全で質の 

   高い医療、の提供に努めます。 

 ２．チーム医療を推進し、患者様が安心して療養生活ができる療養環境を提供します。 

 ３．地域住民の健康増進と疾病予防に寄与します。 

 ４．医療安全対策、個人情報保護に努めます。 

 ５．働きやすくやりがいの持てる職場環境作りに努めます。  

 ペイシェンツアイズ                 事務局長 井上 和彦            

「医療提供の理念（医療法第一条の二）・・・医療は、生命の尊重と個人の尊厳の

保持を旨とし、医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療の担い手と医療を受

ける者との信頼関係に基づき、及び医療を受ける者の心身の状況に応じて行われる

とともに・・・」 
 

 「患者視点の医療」を実現するためには、この基本に戻ることが必要ではないで

しょうか？ 
 

 医療の提供者側と受診者側では大きな違いがあります。提供者側は、不特定多数

の方に対し、日常的に、いつも経験している医療を提供しています。その中では、

過去の診断が重要視されています。一方、受診者側は、自分の身に起こった予測し

ていない事のために、非日常的なほとんど初体験の医療を受けます。その中では、

将来に対する不安が大きくなっています。医療提供者側がこの不安を「察」しるこ

とができなければ、本当の意味での信頼関係は築けません。不安や恐怖感を「察」

した上で病気そのものを「診」断する。このプロセスを総称して「診察」と命名さ

れたそうですが、これが日本での医の原点であり出発点だと言われています。 

 「患者視点」という意味では、非常にわかりにくいのが医療費ではないかと思い

ます。患者さんの中で、自分の医療費をどこがどういう割合で負担しているのかご

存知の方は少ないのではないでしょうか。また、会計時に明細書発行が義務付けら

れましたので、患者さんに明細書は渡されますが、「…指導料」、「…管理料」、

患者さんは意味わかりますか？「１０対１入院基本料」、「５０対１補助体制加

算」何のこと？診療報酬は、皆さんが負担している保険料や税金から捻出されてい

る部分がかなりあるのに、一般市民向けの広報は殆どありません。医療費の内容に

ついての説明は、医療機関の役目だそうです。 

 医療機関に明細書の発行が義務付けられた当時、患者さんからの質問が集中する

ことが予想されましたので、お答えする準備をしていました。しかし、殆ど質問は

ございませんでした。訊けないんですよ、病院には。不安でも訊けない。医療費の

事に限らず、自分の心身に対する不安や恐怖についても。提供者側と受診者側は、

まだまだその程度の信頼関係なのです。 

「ペイシェンツアイズ」。我々医療機関にとって、今後の大きな課題として取り組

んでまいります。 
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 河野 朋宏 （かわの ともひろ） 

 溝渕 貴俊 （みぞぶち たかとし） 

・専門分野   形成外科 

・出身大学   徳島大学 

・趣味      居酒屋めぐり 

・出身地   高知県 

・血液型   Ｏ型 

・好きな食べ物 かつおのタタキ 

－コメント－ 

親切・丁寧な診察を心がけております。 

よろしくお願いいたします。 

－コメント－ 

４月より和田病院脳神経外科で勤務させていただいている河野と申します。 

日向で生活を始めてまだ間もないですが、温暖な気候と美しい山々によって

育まれた森林文化と日向灘の恵みを被った黒潮文化には魅了されてばかり

です。日向のみなさんに少しでも早く認めてもらえるよう精進して参りますので

よろしくお願いします。 

・専門分野   脳神経外科 

・出身大学   宮崎大学 

・趣味      野球 

・出身地   福岡県春日市 

・血液型   Ａ型 

・好きな食べ物 焼肉 

 地域連携室より 

４月より新人１名が加わり、７名で平成３０年度 

スタートする事になりました。 

体制としまして『各病棟・外来部門』担当制として

対応しております。 

新体制の元、地域住民の皆様、各関係機関の皆様に

信頼できるよう、また患者様に対して継続的に 

安心できる医療を提供していけるよう各関係の 

皆様との連携に取り組んで参ります。 

葉上 

三輪 

 黒木 

永江 

黒木(綾) 

野元 

川崎 

【地域連携室 窓口一覧】 
   ＊患者紹介、外来受診相談（葉上） 

   ＊一般病棟（黒木 綾乃） 

   ＊地域包括ケア病棟（三輪） 

   ＊回復期リハビリテーション病棟（永江） 

   ＊療養病棟（患者担当制） 

        TEL ： 0982-52-0011（代表） 

        FAX ： 0982-57-3787（連携室直通） 

       お気軽にご相談ください。 
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         （マラソン部）                   （フットサル部）  

臨床工学科（労働安全衛生管理者）桑田 幸伸 
 

  当院は、労働安全衛生委員会主催により健康宣言優良事業所認定を目指して、昨年9月よりスポーツ同好会の 

 活動を行っています。法人職員がスポーツを通して健全な心身を育成し、健康的に業務を遂行出来る事を目的に 

 運動部を立ち上げました。現在既存の部として、ゴルフ部、フットサル部、バドミントン部、マラソン部が活動 

 しており、新たにミニバレー部の発足も予定しております。又活動の一環として地域で催される大会にも参加 

 し、地域住民とのふれあいも肌で実感できている要素もあります。法人職員のほとんどが日頃の運動不足を感じ 

 ている所に、部の発足はいい起爆剤になったと思います。部活動を通じて健康でいる意識付けをし、少しでも 

 健康寿命の延長を達成できたら幸いです。 

ゴルフ部 バドミントン部 

マラソン部 フットサル部 

 当院では、患者様の利便性の向上と安全な医療のご提供のため、平成 

３０年２月１３日より、自動受付機（再来機）を導入いたしております。 

 これに伴い、患者様ご自身が、再来機より

発行された受付票をクリアファイルに入れ、

各診療窓口へ受付票を持参し、その後、検査

や診察を受けるという流れの運用に変更して

おります。 

 現在は、診療予約の入っている患者様のみ

再来機での運用を行っておりますが、いずれ

は、診療予約の入っていない患者様にも再来

機での受付をして頂けるように準備を進めているところです。 

 患者様には、自動受付機（再来機）の導入

により診察受診までの運用変更等、お手数を

お掛けいたしますが、待ち時間や安全性の向

上に必ず繋がるものと考えております。 

患者様の新運用へのご理解を何卒、宜しくお

願いいたします。 
 

       医事課 主任 黒木健朗 
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平成３０年 

４月１日より 
月 火 水 木 金 土 備  考 

脳神経外科 宮田史朗 宮田史朗 宮田史朗 宮田史朗 宮田史朗 大学医師 月～土 午後休診 

外  科 和田徹也  和田徹也  溝渕貴俊 和田徹也 
種子田岳史 

和田徹也 
備考参照 

月・火・木・土 午後休診 

第４金曜日 午後休診 

第１･２・３・５金曜日 種子田岳史 

第４金曜日 和田徹也 

第１･３・５土曜日 河崎一生 

第２・４土曜日 大学医師 

内  科 
伊藤康司 

堀之内寿人 

伊藤康司 

佐々木規 

堀之内寿人 

松田基弘 

大園芳範 
伊藤康司 

伊藤康司 

堀之内寿人 

関根雅明 
備考参照 

木曜日 午後休診 

第１・３・５土曜日 大学医師 

総合診療科 － － － 胤末壽史 胤末壽史 － 金曜日 午後のみ 

肝臓外来 － － 大園芳範 － － － 予約制 

放射線科 水谷陽一 － － 飯田智二郎 
遠藤公彦 

又は 

服部洋平 
－ 

木曜日 午後のみ 

月・金曜日 午前のみ 

内視鏡検査 
伊藤康司 

伊藤桂代子 

伊藤康司 

伊藤桂代子 

今村秋彦  

伊藤康司 

伊藤桂代子 

今村秋彦 

伊藤康司 

伊藤桂代子 

今村秋彦 

伊藤康司 

伊藤桂代子 

浦上尚之 

－ 
金曜日午後 大腸カメラのみ 

（予約制） 

 介護老人保健施設 メディケア盛年館 

事務長 兼 リハビリ技術科科長  坂本 博樹 （さかもと ひろき） 

               今年は、診療報酬・介護報酬同時改定が行われ、業務の見直しや変                    

               更等、慌ただしく新年度を迎えております。 

               今回、当施設に関わる介護報酬の改定では、介護保険サービスの  

              「質」に対する要件や、事業に対する「成果」が関係事業に問われて   

               きております。当施設にとっても国の方針や地域事情に沿った事業 

               運営を継続しているところですが、サービスの質の向上に関して 

               も、更に努力していかなければならないと思っております。 

               そのような中で、4月から上記の職を兼務することになり、身の引  

               き締まる思いで過ごしております。まだまだ私自身未熟な部分が多  

               いですが、盛年館職員との調和をもって協業していくことで、与え

られた職での自身の成長と、当施設が更に地域に必要とされる施設になっていくように力添えできれ

ばと思っております。今後とも宜しくお願い致します。 

医療法人誠和会 和田病院 

関連施設 

 介護老人保健施設  メディケア盛年館 

 和田病院指定居宅介護支援事業所 

 日向市大王谷地域包括支援センター 

〒883－0051  宮崎県日向市向江町1丁目１９６－１ 

TEL：（０９８２）５２－００１１㈹ FAX：（０９８２）５４－１０１２ 

ホームページアドレス ： https://wada-hosp.or.jp 

TEL：（０９８２）５３－８７８８ 

TEL：（０９８２）５５－９０３５ 

TEL：（０９８２）５０－１０１０ 

FAX：（０９８２）５３－８７８０ 

FAX：（０９８２）５５－９０３６ 
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