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出来高払い方式

手術・麻酔手術・麻酔

入院費×入院日数入院費×入院日数

投薬投薬

検査検査 レントゲンレントゲン

注射注射 処置処置

リハビリリハビリ

※すべて行った回数毎に計算

DPC方式

手術・麻酔手術・麻酔

１日あたり定額の点数
×入院日数

投薬・注射・※処置・※検査
レントゲンは包括になります。

１日あたり定額の点数
×入院日数

投薬・注射・※処置・※検査
レントゲンは包括になります。

リハビリリハビリ

※一部の処置及び検査に
　出来高払い方式のものがあります。

（定額）

（従来どおり出来高）
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平成21年７月より
　 DPC対象病院になりました。
　DPC（診断群分類）とは、診療行為ごとに料金
を計算する従来の「出来高払い方式」とは異なり、
入院される患者様の病名、病状をもとに、処置など
の内容を加味して定められた１日あたりの定額の点
数を基本に医療費を計算する新しい方法です。

　１日当たりの定額点数は、診断群分類と呼ばれる
区分ごとに、入院日数に応じて定められています。
また、この１日あたりの定額の点数に含まれるのは、
入院基本料や検査、投薬、注射、画像診断等で、手
術、麻酔、リハビリ等については、従来どおり「出
来高払い方式」で計算されます。

医事課副係長　長谷　浩史
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　メキシコから始まった新型インフルエンザの流行から、当然の事ながら日本も免れることはでき
ませんでした。金光病院では、５月８日の時点で、県の調査に対し発熱外来の設置が可能である
という旨を報告していました。５月中頃から車庫の一部を疑わしい患者様用の待合室に使用して
いましたが、その後県より設置の依頼があり、専用診察室用のプレハブ建物設置を業者に依頼し
ました。また、発熱外来を担当する各部署の代表者による発熱外来設置準備担当者会議を５月29
日に開き、患者様来院時の受け入れ手順、各種装備品、病院入口へ掲示する案内文書などの確認
を行いました。５月30日の朝から建物工事を開始し、その日のうちに診察体制がすべて整い、６
月１日発熱外来をオープンしました。発熱外来受診の方は、病院建物に入る前、
電話か病院正面入口のインターホンで申し出てもらい、後はすべて当院職員の
指示に従っていただくことにしました。
　今の態勢を何時まで続けるかは、今後の情勢しだいと予想されます。この秋
から冬にかけて再び流行が予想されたり、さらにはウイルスが強毒化することも
心配されています。今回の発熱外来の設置は、今は役に立たなくても今後に備
えての訓練と考えて、真摯に取り組んでいきたいと思います。

６月１日 発熱外来設置
理事長　石田　豊

○すべての入院患者がこの制度の対象となるのですか？
　�患者様の病名や治療の内容に応じて分類される診断群分類のいずれか
に患者様のご病気が該当すると主治医が判断した場合に、DPC方式に
より医療費を計算します。ご病気が、この診断群分類のいずれも該当
しない場合には、これまで通りの出来高払い方式の計算方法となります。

○医療費の支払い方法について
　一部負担金の支払方法は、従来の方法と基本的に変わりありません。
　�ただし、入院後、病状の経過や治療の内容によって診断群分類が変更
になった場合には、請求額が変動することとなるため、退院時等に、
前月までの支払額との差額の調整を行うことがあります。

○高額療養費の扱いについて
　高額療養費制度の取扱いは従来と変わりません。

　　　　　　　　★ご不明な点等ございましたら事務部医事課にお尋ね下さい。
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1Ｆ　松原静枝 師長
　３月末で高橋師長が退職され４月より師長になりました。微力ながら頑
張りますので、宜しくお願いします。
　患者様の入院生活が、安心・安全・安楽に過ごせ、早期社会復帰できる
よう援助させて頂きたいと思います。また、今年度の看護目標であるよう
に、入院から退院へとスムーズに行えるよう、他職種との連携を密に行い、
患者様や御家族の意向に沿うようスタッフと共に働きかけて行こうと思っています。

1Ｆ　三浦裕子 主任
　１階病棟は約10年ぶりの勤務となります。とても明るく、元気の良いス
タッフばかりです。みんなで助け合いながらモチベーション高く仕事が出
来るよう、師長の補佐として、笑顔を忘れず頑張っていきたいと思います。
　リハビリセンターやソーシャルワーカーなどと連携をとりながら、患者
様や御家族のご意向に沿ったきめ細やかな看護、また安全で安心できる看
護を提供させて頂けるよう、努めてまいります。気がかりなことがあれば、
気軽に声をかけてください。

２Ｆ　渡邉陽子 師長
　４月13日から勤務交代により２階病棟師長に着任しました渡邉陽子です。
急性期病棟での勤務は何年かぶりになりますが、よろしくお願いします。
　療養病棟に比べ入退院が多く、入院期間も短いため患者様との接触が短
く、十分な看護支援が出来ないと感じましたが、いつも笑顔で心から接し
ているスタッフを頼もしく思いました。
　今後、良い事も悪い事もスタッフ間でお互いに助け合い、十分とは言え
ないかもしれませんが、患者様に「金光病院に入院して良かった。」と感
じていただけるように、楽しく笑顔の絶えない病棟にしていきたいと思います。

２Ｆ　伊藤祐美子 主任
　4月１日より２Ｆ病棟主任に着任いたしました伊藤祐美子です。
　これからの業務の中で、スタッフを支援し、またスタッフから学びなが
ら『自分の看護とその主体性』について探求しながら、看護師として、ま
た人間として成長する事が出来たらと思っています。
　今までチームでの看護を行ってきたこともあり『協調性』を一番に考え
ており、これからは渡邉師長と共に『明るくチームワークのとれた２Ｆ病
棟』にしていきたいと思います。

３Ｆ　藤井菊江 師長
　今年の４月から３階療養病棟を担当させていだだいています。
　一般病棟の勤務が長かったために戸惑うことが多い毎日です。長期の入
院生活は、患者様、その御家族の方にたくさんのストレスをかけていると
思います。それは体験された人にしか分からないと思います。１対１の看
護の提供はできませんが、少しでも、安らかで、そのひとらしい入院生活
を送ることが出来るように支援できたらと考えています。
　夏に咲き誇るひまわりのようにおおらかで生き生きした看護チームを
作っていきたいと思います。どうぞ、皆様の御指導、御鞭撻をよろしくお願いいたします。

３Ｆ　真田寿万子 主任　 留　任

病棟新任師長・主任あいさつ
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浅口市民体育祭金光大会に参加して

　平成21年５月24日㈰に浅口市民体育祭金光大会が金光ス

ポーツ公園グラウンドで行われました。我が金光病院は、

昨年と同じく「職域対抗ユニホックリレー」という競技に

参加しました。この競技は、１チーム４人で小さなボール

をゴルフクラブの様なもので転がしながら、トラックを半

周するリレーです。

　職員の方々も体を動かし、仕事とはまた違った良い表情

をしており楽しんでいたと思います。また浅口市の様々な

職場の方々が参加されており、とても盛り上がりました。

　結果は３チーム参加して３位、５位、７位となりました

が、地域との良いコミュニケーションの場となったのでは

ないかと思いました。

検査室　三戸　智代
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　平成20年４月から平成21年３月までの１年間に、総数42通、48件の投書をいただきま
してありがとうございました。
　投書の内容を見てみますと、接遇に関することが一番多く、13件ありました。年２回
の外部講師を招いての接遇研修、そして投書の都度職員に指導をしており各部署での接
遇教育等をこまめに行っておりますが、患者様に不愉快な思いをお掛けいたしましたこ
とを深く反省しています。
　今後は、接遇教育の内容を見直し、繰り返し教育を行うことにより、患者様に喜んで
いただける接遇になるよう努力して参ります。

　設備等に関することについては、特に駐車場が混み合う事につい
てはご迷惑をお掛けしており申し訳なく思っています。特に混む土
曜日のみ、現在23人の職員が、昨年の11月から借りている少し離れ
た駐車場へ移動をし、駐車場の混雑緩和に努めています。
　また、通常の日においても、混み具合により、職員が駐車場で誘
導を行っています。どうしても駐車スペースが見当たらないときは、
一旦病院玄関へ駐車していただき、受付職員へお申し出ください。
　病室・廊下の掃除については、職員が巡回し清掃のチェック項目
の見直しと徹底指導を行いました。

　洗濯物の干し場が狭く、雑巾がいっぱい干していることについては、雑巾干し場の見
直しを行い、洗濯物の干し場を広く使用できるようにいたしました。
　待ち時間等に関することについては、患者様の人数・曜日により大変むらがあります。
また、待ち時間調査を行い、分析も行なっております。
　８月１日からはオーダリングシステムという、検査・処方などに係る情報伝達システ
ムが稼動いたします。このシステムを導入することにより、従来医師が紙に書いていた
オーダ（検査内容や処方箋）をコンピュータに入力すると、関連部門の業務も連動し、
診療から医事会計に係る処理・業務が迅速化します。
　コンピュータの医療情報入力操作に慣れるまで、ご迷惑をおかけするかもしれません
が、できる限り患者様をお待たせしないように努力をいたし
ます。迅速な事務処理を心がけてまいりますので、ご理解く
ださるようお願いいたします。
　その他、日曜・祭日の新聞の購入については、７月12日㈰
から受付で販売していますのでご利用下さい。
　これからもより多くの投書等、患者様のお声をいただき、
できる限りご要望にはお応えして参りたいと思っていますの
で、金光病院をよろしくお願いいたします。

院 長　難波　義夫
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■接遇に関すること
■設備等に関すること
■待ち時間等
■その他
■感謝・お礼
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投書内訳

　正式には後発医薬品といいます。新しい効能や効果
を有し、臨床試験（いわゆる治験）などにより、その有
効性や安全性が確認され、承認を受けている新薬（先
発薬品）が独占的に製造販売することができる特許期
間が満了してから、成分、規格、効能などが同等であ
るとして承認される医薬品のことです。特許切れ直後
にゾロゾロと出てくるので、日本では「ゾロ」「ゾロ
薬」とよばれています。
　新医薬品が商品名（ブランドネーム）で処方される
ことが多いのに対し、後発品は薬メーカーの特定の製
品名ではなく一般名（ジェネリックネーム）で呼ばれる
ところから、その世界共通の名称を「ジェネリック医薬
品」といいます。
　開発費が必要ない分、保険薬価は、通常、先発薬品
の薬価基準の40～80％に定められています。すなわち
薬の値段は安くなります。
　また、一口にジェネリック医薬品といっても、多くの
製薬メーカーがあり、ヒット商品ともなると30社以上か

ら発売されているものもあるのです。
　ちょっと前まで加山雄三さんや
高橋英樹さん等がジェネリックメー
カーのテレビコマーシャルをしてい
たのを覚えておられるかと思います。
　当院でも、現在、全体の約12％の
ジェネリック医薬品が採用されてい
ますが、採用に当たっては、安ければいいというもので
はなく、安定供給や医師に対しての薬剤に関する情報
提供や緊急時の対応などを考慮して慎重に採用を検討
しています。
　昨年４月より、厚生労働省の方針により、ジェネリッ
ク医薬品を普及させるために、処方箋の形式が変わり、
医師の署名捺印のないものは自由にジェネリックに変
更してもよいということになりました。ジェネリック医
薬品をご希望の方は、診察時に遠慮なくお申し出てく
ださい。

（薬局　 定金　淑美）

ジェネリック医薬品について薬局だより

１．接遇に関すること（13件）
　（１）�お年寄りに対する看護師の対応が悪い（言

葉遣いなど）（４件）
　（２）�看護師の声が大きすぎる（隣の患者と話

す声）
　（３）看護助手が病室で大声で私語
　（４）�看護師は患者を名前で呼んでほしい（お

ばあちゃんなど）等
２．設備等に関すること（11件）
　（１）駐車場がいっぱいで困る（２件）
　（２）病室・廊下の掃除が悪い
　（３）�洗濯物の干し場が狭い、雑巾がいっぱい

干してある　等
３．待ち時間等（４件）
　（１）カルテが各科へ回るのが遅い
　（２）受診後の採血までの時間が長い　等
４．その他（７件）
　（１）�看護師の名札の姓の文字を大きくしてほしい（２件）
　（２）�日曜・祭日に新聞が購入できるようにしてほしい　等
５．感謝・お礼（13件）

平成20年４月～平成21年３月　総数42通　48件
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『心温まるさわやかな笑顔』！！
　事務部は総合案内、医事課、地域医療連携室、技術課、
総務課の５課室等22名で構成されています。
　まず、金光病院の顔である総合案内はいつも笑顔で爽や
かに！　また、患者様の声の窓口になるよう優しい接遇を心
掛けています。
　医事課は、外来医事係と入院医事係に分かれており外来
医事係では患者様が来院された時

から離院されるまでの外来受付業務を担当しており、入院
医事係は患者様が気持ち良く退院して頂くまでの入院業務
を行っています。また退院までの手続きの支援のために地
域医療連携室も協力させていただいています。
　地域医療連携室は他にも地域の医療機関との医療連携「親
身」をモットーに患者様の医療に関する、お悩み相談も受
けています。
　技術課では、設備の修理をはじめ医療機器の修理等をし
ています。故障が生じて困った時は『機器のDr』におまか
せです。（笑）
　総務課では経理係と総務係に分かれており、経理の事は
もちろんの事！！　事務所内の事に関しては何でも知ってい
る頼りになる事務部のムードメーカー的な部門です。
　事務部22名！　金光病院の理念である『地域の人々の健
康と命を大切にします』を常に念頭におき、キャッチフレー
ズである『心温まるさわやかな笑顔』で患者様の立場にたっ
て考え、行動し、患者様から信頼を得られるよう努力して
参りますのでよろしくお願い致します。

（事務部　小林　典子）

～ 事 務 部 ～

吉
よし

田
だ

　知
とも

代
よ

入職年月日　４月13日
所 属 部 署　１階（看護師）
星　　　座　ふたご座
血　液　型　Ｏ型
趣　　　味　音楽鑑賞、読書
好きな言葉　�一人はみんなのために、みん

なは一人のために。
尊敬する人（人物）
 　�今まで育ててもらった両親、祖父母です。
週末（freeな日）は何をしていますか？
　 音楽鑑賞、読書を満喫しています。
今後の抱負
 　�一日一日を大切に、自分に出来ること、
自分に課せられた役割を一生懸命果た
したいと思います。

理　想　像
 　�幅広い知識と豊富な経験を持ち、患者
様・ご家族の方へのきめ細かい配慮が
できるよう、日々頑張っていきたいです。

原
はら

田
だ

　君
きみ

子
こ

入所年月日　４月14日
所 属 部 署　２階（看護師）
星　　　座　おとめ座
血　液　型　Ｂ型
趣　　　味　�ガーデニングでキューイフ

ルーツが10年目にして、た
くさんの花をつけました。秋
が楽しみです。

好きな言葉　平坦
尊敬する人（人物）　ナイチンゲール
週末（freeな日）は何をしていますか？
 　孫と過ごす。
今後の抱負
 　�一期一会を大切にしていこうと思います。
理　想　像　ナイチンゲール

小
こばやし

林　眞
ま

里
り

入所年月日　４月22日
所 属 部 署　透析室
　　　　　　（看護師）
星　　　座　おうし座
血　液　型　Ａ型
趣　　　味　好きな音楽を聴くこと
好きな言葉　「つづける」「和気あいあい」
尊敬する人（人物）
 　佐藤総師長（恩師）
週末（freeな日）は何をしていますか？
 　家でゆっくりしている。
今後の抱負
 　�日々の業務が確実に安全第一に出来る
よう頑張ります。

理　想　像
 　等身大の自分でいよう！

角
す

南
なみ

　早
さ

苗
なえ

入所年月日　６月26日
所 属 部 署　外来（看護師）
星　　　座　いて座
血　液　型　Ａ型
趣　　　味　食べ歩き
好きな言葉　努力
尊敬する人（人物）　両親
週末（freeな日）は何をしていますか？
 　�ゲーム
今後の抱負
 　�分からないことはどんどん調べて聞く。
理　想　像
 　人には優しく自分に厳しくできる人。

　最近絵本に興味を持つようになった。きっかけは、ある
講演会で柳田邦男さんのお話を聞いたことでした。特に心
が殺伐としているこのごろだから、絵本のもつ、ユーモア、
悲しみ、思いやり、心のつながり、支え合い、愛、心の持
ち方、生き方など、人として生きるのに大事なものを、深
く考えさせられ、絵本は、お説教じみたものではなく、洗
練された簡潔な文章と絵によって、物語が作られており、
ゆっくりと、繰り返し読むことによって、心の中に気づき
や共感や納得感が湧いてくるのだというお話でした。

　「だいじょうぶだよ、ゾウさん」という絵本があります、年老いた優しいゾ
ウさんと幼い素直なかわいい心をもったネズミ君のお話ですが、人間でも動物
でも、この世に生を受けたものには、いつか死が訪れること、しかしあの世は
決して恐ろしいものではなく、死んでもその人の心はみんなの心の中に生き続
けること、命は親から子へ、子から孫へとリレーされることを、優しい絵と言
葉で語りかけています。
　このように、大人と子供と一緒に絵本を繰り返し読むことによって病気や死
について、看取りの大切さも考えられるのでは？�  （Ｙ生）
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　弟が逝って丸６年。人生短距離走の様に駆け抜け
たけど、確か走るのは超苦手だったはず？！もし生
きていれば奴も三十路、もしかしたら結婚して子供
もいるかもしれません。（それなら私は正真正銘の
おばちゃん♥）

1．�プライマリーケア、亜急性期・慢性期医療および救急医療を
提供します。

2．質の高い高齢者医療およびケアを提供します。

3．．患者様の人権と意志を尊重し、患者様中心の医療を行います。

4．�すべての患者様に対し、謙虚な心、礼節を忘れず、責任を持っ
て最善の努力をします。

5．�研修・研鑽に励み、医療の質の向上に努めます。

6．�地域の中核病院として、周辺医療機関、施設との機能連携を
推進します。

科　名 月 火 水 木 金 土 受付時間

内　　　科

リウマチ科

午前
１診 難波

（リウマチ）
小川 石田

（リウマチ）
小田原 小川 難波

（リウマチ）
8：30 ～ 11：30

２診 石田
（リウマチ）

難波
（リウマチ）

小川 松本 石田
（リウマチ）

小田原

午　後 小川 大谷 小田原 難波
（リウマチ）

小田原 浅田 1：30 ～ 5：00

外　　　科
肛　門　科

（午前のみ予約制）

午前
１診 前田 江添 前田 江添 前田 江添

８：30 ～ 11：30
２診

午　後 永坂 前田 前田 江添 江添 前田 １：30
（水、木）３：00 ～ ５：00

整形外科
予約制（土曜日のみ午後除く）

午前 高田 or 井谷 ８：30 ～ 11：30

午後 千田
（第４月曜日休診） 阿部 or 井谷 高田 or 井谷 １：30 ～ ４：00

泌尿器科
（予約制）

午前 牧 牧 岡大医師 牧 牧 牧 ８：30 ～ 11：30

午後 牧 牧 牧 岡大医師 牧 １：30 ～ ５：00

皮 膚 科
午前 久山 久山 久山 久山 久山 ８：30 ～ 11：30

午後 久山 久山 久山 久山 久山 １：30 ～ ５：00

耳鼻　　
　咽喉科

午前 診察日 ８：30 ～ 11：30

午後 診察日 １：00 ～ ３：30

眼　　科
午前 診察日 ８：30 ～ 11：00

午後 診察日 １：30 ～ ３：50

小 児 科
午前 診察日 診察日 ８：30 ～ 11：30

午後 診察日 診察日 １：30 ～ ４：00

注
意
事
項

※土曜日の午後の受付時間は、４時までとさせていただきます。�
※外科及び泌尿器科は午後から手術のため、休診となることがありますので、ご了承ください。

《金光病院診察時間表》 （平成21年４月１日～）


