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病院パンフレットが新しくなりました！

ハイライト:
・パンフレットが刷新され
病院の方針、方向性がより
明確になりました。(1面）
・病棟の改編で、急性期治療
の体制が整いました。
（2面）
・デイケアの院外での活動、
給食業務の委託など外との
つながりを積極的に求めて
いきます。（３面）

秦野厚生病院のパンフレットを全面
的にリニューアルしました。
以前に作成してから既に10年以上経
過しており、お伝えする情報も古くなっ
てしまい、その都度補足説明が必要に
なっておりました。
今回のパンフレットは、当院が目指す
精神科医療の方向性を明確にすること
で、初めての方でも安心して治療が受け
られるような内容にすることを心がけ
て作成しました。

パンフレットの作成には、制作会社の
方々と何度も打ち合わせをして、自分た
ちの考えをどのようにしたら明快な形
にして伝えられるのか、またパンフレッ
トを見た方に私たちの意図や秦野厚生
病院のことが正しく伝わるのかを試作
を繰り返し、やっと完成することが出来
ました。
まだまだ不十分なところもあるかと
思いますが、ご覧頂きご意見やご質問を
頂けることを願っております。

今年も花満開の「さくら坂」になりました
なか満開にならず、１週間２週間と予定
が延期されましたが、なんとか４月に
入って実施されたようです。
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記録的な早さの開花宣言から一転し
て冬の寒さが訪れたために、今年は約３
週間にわたって桜を愛でることが出来
ました。
今年は開花が早いと言われていたた
めに、併設の老人保健施設では桜見物を
３月中に計画していたようですが、なか

そして桜見物がピークを過ぎたころ
からは、八重桜が咲き始め、淡いピンク
色から、緑と濃いピンクのコントラスト
へと変わってい
き、その後には、
ピンクや紫のツ
ツジが咲き、しば
らくの間は、様々
な色模様を楽し
むことが出来ま
した。
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昨年度の事業計画で予定されていた病棟の改編が無事終了して半年が過ぎました。
今回は既存の建物をそのまま利用しての大移動となったために、落ち着くまでの間は患者様はもちろんですが、
職員も多少のとまどいが見られましたが、この改編によって、秦野厚生病院が目指す「急性期入院治療」と「地域
生活医療」の２本柱が整ったことになります。

精神科急性期治療病棟

精神症状が悪化した急性期の集中的な治療が必要
な方が入院される病棟です。
急性症状の鎮静を最優先に心身の安静に努め、患者様
の症状や状態に合った様々な治療（薬物療法・精神療法・
作業療法など）を行います。

47床

精神科療養病棟

急性症状の段階的治療により症状が安定した方や、長
期入院による治療・療養が必要な方々が、１年以内で家庭
や社会に復帰できるように、日常生活や社会生活などの
セルフケア能力を高める療養プログラムを行います。

50名

外来通院治療の一環として行われ、退院直後の生活基
精神科デイケア・ショー
盤安定とモラトリアム（準備期間）、症状不安定に対する
トケア
治療的関わり、長期患者のサポート、より具体的な社会復
（大規模）
帰支援 などの目的に応じて支援します。

６階
60床
５階

４階

３階

２階

１階

医師名

53床

幻覚、妄想、興奮などの周辺症状といわれる多彩な精神
症状に対して薬物療法や作業療法など集中的な治療を行
い、短期間（３ヶ月程度）で改善することを目標とします。
※ 記憶障害（物忘れ）、思考判断障害といった中心症
状は神経細胞が徐々に減少に伴い進行する症状であり、
現時点では治らない症状と考えられます。

認知症病棟

医療相談室、ＯＴ室（作業療法室）、など
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窓口業務等の以下のように変更になりました。
外来会計窓口：８：３０～１７：００（入出金は１６：３０までにお願いいたします）
入院病棟窓口：日曜祝日の入出金をお受けすることが出来なくなりました
医療相談室 ：ご相談の受付は、月曜日～土曜日（祝日を除く） ８：３０～１６：３０
ご不便をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。
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合同作品展
神奈川県内の病
院やクリニックが
行っている精神科
デイケア26施設
が一堂に会した
「合同作品展」が
横浜にある神奈川
県民サポートセン
ターで開催されま
した。

当院のデイケアとしては初めての きたようでした。
参加でしたが、作品展自体は今回で
作品が大きくなると、秦野市から
13回目ということで、作品のレベル
は 高 く、特 に 各 デ イ ケ ア で は メ ン 横浜市まで運び込むまでがたいへん
バー個々の作品ではなく、協力して そうですね。
作り上げた大きな合同作品が目を引
いていました。
他のデイケアの作品を目にした当
院のメンバーさんは様々な刺激を受
けたようで、新たな制作意欲が出て
注）他のデイケアの作品です

お世話になります
当院の給食業務
を委託している
「エームサービス」
の現場責任者（支配
人）熊谷直行さん
以前は給食業務
は病院が直営で

行っていましたが、食品の安全管理や
入院されている患者様にとっては
大規模災害などの非常時の対応など、 ３度の食事は大きな関心事ですから、
総合的な判断をして、１年前から外部 栄養科には多くのご意見が投書箱を
業者に委託しました。
通じて舞い込んできます。
最初の数ヶ月こそ、混乱もありまし
それら一つ一つを検討し、出来るだ
たが、次第に当院のやり方と専門業者 け要望にお応えできるように、今後も
との良い面を融合させてきたことで、 努力してまいりたいと思います。
これまで以上のサービスを提供でき
るようになってきました。

異分野から医療界に飛び込み、来年に
は看護学校を受験する予定の方もお
秦野厚生病院では、職員のスキル ります。
アップを積極的に支援しております。
今年も、この支援を活用して３名の
秦野厚生病院で働きながら３年間通学し
て無事「准看護師」の資格を取ることが出来
方が、准看護師の資格を取得し、その
ました。
うち１名は更に上の看護師を目指し
これ までとは違った視点で患者様と関
て進学しました。
わっていきたいと思っています。
また、今春入職した職員の中には、
スキルアップ

准看護師 横井克宣さん

年間入院数

312 名

年間退院数

347 名 ※20年度は病床数削減があった

平均在院日数（全体）
平均在院日数（急性期治療病棟）
平均在院日数（認知症病棟）
１日平均外来患者数（往診、デイケア除く）
月平均初診患者数（外来）
年間

面会件数

154.9 日
89.3 日
181.6 日
61.8 人
54

人

9886 件
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喜郎
義則

◆秦野厚生病院理念◆

医療法人厚仁会 秦野厚生病院

安心してかかれる、よく治る病院を目指す

(精神科・心療内科・内科)

〒257-0003
神奈川県秦野市南矢名２-12-１
Tel. 0463-77-1108
Fax 0463-77-4916

◆個人情報保護方針◆
当院では、個人情報の取扱いについて次のように宣言いた
します。
１．個人情報に関する法令・規範の遵守
２．個人情報保護施策の強化
３．個人情報保護に関する意思統一の徹底
４．個人情報保護活動を継続的に改善・推進

ホームページもご覧ください。
http：//www.hatanokousei.jp/

（第１回）

平成20年度で起こったインシデントは、
１位：転倒・転落
２位：処方・服薬・誤薬
３位：暴言・暴力
４位：無断離院・外出・外泊
インシデントや事故が起こったら、イ
ンシデント報告書を提出、委員会では事
故を防ぐための手順が決められているの
か、決められているのであれば再度その
手順を確認するように各部署に促した
り、有効な対応策を検討します。検討した
ものは、すぐに病院職員全員が共有出来
るようにしています。

転倒・転落防止のために、認知症病棟で
は、歩行補助用品として、高齢者の足に
あった介護靴をお勧めしています。

今年は花粉症がひどかったような気がします。例年に比べて花粉の飛散が早
か っ た た め に 十 分 な 準 備 を せ ず に ピ ー ク を 迎 え て し まっ た こ と が 原 因 か も し れ
ません。
本来なら「春爛漫」のこの時期は気分がわくわくするはずですが、もう十数年、
憂鬱な春を過ごしています。

ヒヤッとしたりハッとしたこと（イン
シデント）を報告して事故になる前に予
防法を考えたり、万が一事故が起きた時
のために迅速な対処方法を考える委員会
です。
病院の中で、どのくらい事故が起きて
いるのか、どのくらいヒヤッとしたり
ハッとしたりすることがおきているの
か、どうすれば少しでも事故のリスクを
少なくできるのか、良い方法を考えて事
故のない病院を作ることが事故防止委員
会の目的です。

編集後記

「事故防止委員会」

