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○病院を利用される方一人一人の権利を尊重します。 

○救急医療と高度先進医療を提供します。 

○思いやりのある安全な医療・看護を推進します。 

○地域の医療施設・介護施設や自治体と連携し、地域 

   住民の保健・医療・福祉の増進を図ります。 

○研究・研鑽につとめ、次世代の人材を育成します。 

 新しい年を迎え御挨拶させていただきます。 

 地域医療構想という言葉、ご存知でしょうか？近年

話題になっている人口減少、少子高齢化、そして医師

不足に対して地域の中で各病院が役割分担を行い、病院間のネットワークを作ることにより地

域全体で必要な医療を行うというものです。その中で当院の役割は急性期の患者さんに対して

の治療であり、その使命を果たすために周りの病院との連携を行っています。そのため急性期

の治療が落ち着いたところで回復期の病院に転院していただくことが多くなりました。以前は

退院というと自宅に帰ることでしたが、今は早めに転院して回復期のリハビリなどを行った後

自宅に帰るという患者さんが増えてきました。患者さんからは「入院と同時に転院の話を聞か

される」というご批判の声もうかがっておりますが、ご理解いただきたいと思います。また、

当院への要望として「検査予約を早く」「外来待ち時間を短く」「採血場所の混雑緩和」「駐

車場の混雑緩和」などのご意見をいただきました。予約が2カ月待ちだったMRIは2台目が4月

までに稼働する予定であり予約待ち期間が短くなります。採血室は改装し朝の混雑緩和を図り

ました。駐車場は昨年から外来患者さん用のスペースを広げるなど、様々なご要望に対してで

きることからお応えしていきます。 

 今後も皆さんからのご意見をお聞きし、地域の皆さんに信頼される病院となるよう努力して

いきます。 

院長あいさつ 

院長 

長谷川 正樹 



 いつもは割とマイペースでのんびり屋

ですが、今年は猪のように猪突猛進するく

らいの気持ちで何事にも取り組んでいき

たいです。 

２０１９年 ２０１９年 ２０１９年    いのしし年いのしし年いのしし年   
 当院職員＊年男・年女 ＊新年の抱負 

 他人事のように思っていたのに、

自分が還暦とはびっくりです。春に

なったら、真っ赤なコートを羽織り颯

爽と歩きたいですね。この節目を機

会に新しいことに挑戦しようと妄想し

ています。人生これから、まずは健

康に気を付けたいと思います。 

１９５９年生まれ 検査科 女 

 働き始めてもうすぐ1年が経ちます。分

からないことはまだ多くありますが、日々成

長できるよう亥のように突き進んで頑張り

ます！ 

１９９５年生まれ 看護師 女 

１９８３年生まれ 

臨床工学技士 男 

 運動不足がたたり、身体の衰え

を感じ始めた今日この頃…。子供

達にせかされ始めた、再ブレイク中

「ポケ○ンGO」と共に歩き回ろうか

と目論んでおります。家族サービス

にもなり、身体の変化もあれば一

石二鳥！！ 

１９７１年生まれ 薬剤部 女 

 早や4回目の年女。ここ最

近、知力、体力の衰えはありま

すが、猪突猛進！ 

 新元号にふさわしく？気持ち

を新たに頑張りたいと思いま

す。 

１９８３年生まれ 看護師 女 



職員の接遇等に関する 

    アンケート結果を報告します 
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問３ 職員の挨拶（会釈を含む）はどうですか？ 

良い 931 76.5% 

やや良い 244 20.0% 

やや悪い 30 2.5% 

悪い 7 0.6% 

無回答 5 0.4% 

 1217  

男性 611 50.2% 

女性 592 48.6% 

無回答 14 1.2% 

 1217  

問２ 

あなたの年齢についてお伺いします。 

20歳未満 32 2.6% 

20～29歳 50 4.1% 

30～39歳 106 8.7% 

40～49歳 102 8.4% 

50～59歳 134 11.0% 

60～69歳 297 24.4% 

70歳以上 489 40.2% 

無回答 7 0.6% 
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良い 886 72.8% 

やや良い 280 23.0% 

やや悪い 38 3.1% 

悪い 7 0.6% 

無回答 6 0.5% 
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問５ 職員の話しやすさはどうですか？ 

良い 969 79.6% 

やや良い 222 18.2% 

やや悪い 16 1.3% 

悪い 6 0.5% 

無回答 4 0.3% 
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問４ 職員の話し方や言葉づかいはどうですか？ 

良い 987 81.1% 

やや良い 207 17.0% 

やや悪い 14 1.2% 

悪い 2 0.2% 

無回答 7 0.6% 
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問６ 職員の身だしなみはどうですか？ 

【実施期間】 

 平成30年11月16日～平成30年11月22日 

【回収枚数】 

 1217枚 

問１ 

あなたの性別についてお伺いします。 



駐車場のご利用について駐車場のご利用について駐車場のご利用について   

冬季は積雪のため駐車スペースが狭くなり
ます。常に除雪はおこなっておりますが、作
業が間に合わないこともございます。他の利
用者のためにも、以下についてご協力をお願
いします。 

イベントレポート 
   クリスマスコンサート 

今年は、コンクールや地域イベントでの演奏、または施設

での訪問演奏など幅広く活躍している高田北城高校吹奏

楽部８名の生徒さんから管楽器を中心としたアンサンブル

演奏をしていただきました。 

当日は120名と大勢の患者さんや家族の皆さんから足を運

んでいただき、１時間弱の演奏時間ではありましたが、フ

ルートやトランペット、サックスなど８つ楽器が奏でるアン

サンブルにすっかり魅了され、当院スタッフも患者さんと一

緒に楽しいひとときを過ごすことができました。 

12月15日（土）に当院１階の中央待合ホールにお

いて「クリスマスコンサート」を開催しました。 

このクリスマスコンサートは、当院に入院又は通

院されている患者さんとその家族の皆さんに音楽

を通じて楽しいひとときを過ごしてもらいたいとの

思いから、毎年、クリスマスの季節に開催してい

るものです。 

●長時間の駐車はしない 

●駐車スペースを守る 

※身障者用駐車スペースはお身体が不自由
な方のためのスペースですのでご理解をお
願いします。 

●誘導員がいる場合にはその指示に従う 

 
3月24日（土）上越文化会館におい

て、高田北城高校吹奏楽部の「定期

演奏会」が行われますので、興味の

ある方は足を運んでみてください。 

すばらしいコンサートをしていただいた北城高校吹奏楽部の生徒の皆さん、本当にありがとうござい

ました。 

今後も患者さんに喜んでいただけるよう、楽しいイベントを企画していきたいと思っています。 


