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理

念

作

１） 精神医療に携わることに自覚と誇りを
持ち、全力を尽くす。
２） 患者様、ご家族を含めた地域の人々の
満足と信頼が得られるような病院づく
りを目指す。
３） 地域精神医療に貢献するために、精神
保健活動、啓蒙活動、対外活動を積極
的に行う。
４） 安全な医療と安心できる環境を提供す
るために継続的な改善を重ねる。
５） 患者様の権利を尊重する。
６） 安定した経営基盤を維持する。

品

紹

介

作業療法・デイケア
参加者の作品
右 ： 作業療法 病棟の 七夕飾り
下 ： デイケア ８月の壁飾り

治 療 方 針
１） 精神障害そのものの治療のみならず、
これによって損なわれた対人関係の修
復及び変化した環境の改善にも努め
る。
２） 自主的な自己研鑽を重ね、常に時代と
調和した医療を行う事を目指す。
３） 職種を超えたチーム医療で総合的医療
サービスを提供する。

当院は昭和 12 年創立し、以来 70 余年にわたって東播地域の精神科医療の一端を
担って来ております。華々しくとは申せませんが、それなりに役目は果たしてきた
かと思っておりますが、どちらかと言えば平均的な精神科医療を平々凡々と続けて
おり、院外に広報するような斬新さは有しておりませんでした。

院長 森 隆志

そのような中で建物の老朽化、耐震構造の脆弱化などで、病棟の建て替えを余儀な
くされ、平成 23 年 3 月Ⅱ号館を竣工致しました。

続きまして 2 期工事として OT センター、人工地盤のグラウンドの建設に取り組んでおります。これは病棟
を新築したことをきっかけに、これまでの当院の医療体制をチーム医療を中心としたものに切り替えて、従来
通りの陽性症状の治療と共に、それに匹敵するような陰性症状の治療を行っていこうと考えた故であります。
当院にとっては一大プロジェクトのはじまりです。この計画が胎動をはじめた時に同時に院外広報を発刊さ

平成 16 年 10 月撮影
せていただくことになりました。今後もこういった当院でのニュースをこの院外広報にてお知らせ致して行く
所存ですので御一読いただきたいと思っています。
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診療科目

精神科

施設概要

病床数 425 床

Hospital

東 1：急性期治療病棟(男女混合) 45 床

本 3：開放病棟(男性)

53 床

東 2：閉鎖病棟(男性)

54 床

本 4：精神科療養病棟(女性)

51 床

東 3：閉鎖病棟(女性)

54 床

西 2：精神科療養病棟(男性)

56 床

東 4：高齢者病棟(男女混合)

59 床

西 3：開放病棟(女性)

53 床

〜東加古川病院 正面玄関〜

＊関連施設＊

施設基準

《医療法人 達磨会》
・共同生活援助事業（グループホーム）

精神病棟入院基本料（15：1）

入院時食事療養(Ⅰ)

精神科急性期治療病棟入院料(Ⅰ)

栄養管理実施加算

精神療養病棟入院料

後発医薬品使用体制加算

療養環境加算

医療品安全性情報等管理体制加算

看護補助加算(２)

重度アルコール依存症入院医療管理加算

臨床研修病院入院診療加算

救急医療管理加算・乳幼児救急医療管理加算

診療録管理体制加算

精神科作業療法

医療保護入院等診療料

精神科ショート・ケア(大)

精神科身体合併症管理加算

精神科デイ・ケア(大)

精神科応急入院施設管理加算

精神科ナイト・ケア

精神科地域移行実施加算

精神科デイ・ナイト・ケア

褥瘡患者管理加算

病

院

「加古川くすのき苑」
…男性 3 ヶ所（各 3 名）

・介護老人保健施設 ｢緑寿苑｣
…入所 100 床、ショートステイ、
通所リハビリテーション、
訪問リハビリテーション、
居宅介護支援事業所

・こもれび心療クリニック（加古川市内）
・緑風クリニック（姫路市内）

《社会福祉法人 滋宏福祉会》
・障がい者支援センター「てらだ」
…施設入所支援 生活介護 自立訓練 短期入所
就労継続支援 B 型 地域活動支援センター
相談支援事業

ＣＴ撮影(マルチスライスＣＴ)

紹

女性 1 ヶ所（4 名）

介

この度、広報誌発刊にあたって当院の紹介を致します。
現在、病床数 425 床、年間延入院患者数 144,650 人、外来 1 日平均 102 人、精神科デイケア・ナイト
ケア 1 日平均 40 人となっており入院治療については急性期治療病棟を中心に高齢者対応病棟や開放・閉
鎖病棟で入院の対応を行っています。また長期入院となっている方でも病院外の地域で生活ができるよ
う、退院促進、地域移行に力を入れ、グループホームをはじめ関連施設である「障がい者支援センター
てらだ」と連携を図り積極的に取り組んでおります。そして平成 22 年 7 月には加古川駅近くに「こもれ
び心療クリニック」を開院してデイケアを併設し利用し易い環境を整えております。
今後もよりいっそう地域の方々に親しまれるよう、地域医療連携室を中心に近隣医療機関、各関係省
庁との関係を密にし、利用者の方が安心・安全・満足・信頼の
得られる医療機関を目指し職員一同努力してまいりたいと思い
ます。
今後もこの広報誌を通じて東加古川病院の診療情報、活動内
容その他様々な情報を伝えていきたいと考えますのでよろしく
お願い致します。
事務長

中田
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☆新病棟〜Ⅱ号館〜☆
平成 23 年 3 月完成

新病棟(Ⅱ号館)

平成 24 年 2 月完成予定

新 作業療法センター

平成 24 年 2 月完成予定
・1 階：駐車場
・2 階：グラウンド

副院長 正木 慶大（まさき よしひろ）
平成 23 年 3 月に完成した新病棟（Ⅱ号館）は旧北病棟と旧
東病棟をまとめた病棟で現在は 6 病棟が稼働しております。1
階から３階までは左右対称で回廊式の 2 病棟で、扉の施錠な
どで閉鎖病棟・療養病棟・開放病棟に状況に応じて使用用途
を変更できる構造になっております。また 4 階には初めて機
能別病棟ということで高齢者に特化した病棟を作りました。
ここでは小さな講演会から作業療法実施までも可能な多目的
ホールと加古川市を一望できる屋上緑地があります。各階に
〜完成したⅡ号館の外観〜手前は現在工事中

は浴室を設けて利便性を向上させ、病室は１人から最高で４人
までで各ベッドにはカーテンを設置し、トイレも病棟内はすべて洋式とし、
時代の水準に合致させたプライバシーへの配慮ある病棟としました。Ⅱ号館
建設に伴いハードだけではなくソフトの充実も図るべく病棟完成まで討論を
重ねました。
今後完成する作業療
〜特浴〜

法センター及びグラ

安心で快適な介護入浴
が可能なシャワーベッ
ドです！

ウンドと併せて今後
もよりよい精神科医
療の追及をしていき
〜屋上テラス〜

〜総室〜

ます。
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地域医療連携室 〜業務紹介〜
地域医療連携室は精神保健福祉士(精神科ソ

看護部

ーシャルワーカー)が 11 名、訪問看護師が 3 名

精神科医療における社会の動静を察知し、精神科急性期

(うち 1 名外来兼務)配属されています。

治療病棟、精神一般病棟、精神療養病棟の機能を発揮でき

主な業務として、入院・通院患者様、ご家族

るよう多職種連携を図りながら看護を実践しています。近

様からの医療や福祉に関する相談対応、受診・

年、高齢の患者様や合併症を伴う患者様の入院も増加して

入退院の支援、他院･関係機関との連携業務や広

おり、精神科看護はもとより、身体疾患・症状に対応でき

報・啓発活動、そして訪問看護やグループホー

るよう教育プログラムの充実を図っています。

ム支援といった地域での生活支援などが挙げら

患者様、ご家族様の身近にいる専門職者として患者様の

れます。

人権を尊重し、幅広い知識を基にやさしさと思いやりのあ

受診やサービス利用に関する質問、相談がご

る看護を提供することで地域の皆様から信頼されることを

ざいましたら、地域医療連携室までお気軽にお
問い合わせください。

目指しています。

＊受付時間は月曜日から土曜日の 8:30〜11:30 です。
＊初診の方は 8:30〜11:00 までに来院ください。

外来診察のご案内
曜日

午前

月

火

水

木

金

土

森院長

〈初診外来〉

森院長

森院長

高内

森理事長

田原

木村

高内

太田

藤田

森院長

小嶋

玉田

正木

田原

小嶋

高尾

（高尾）

高尾

大村

平成 23 年 8 月現在

大西

（予約のみ）

午後

正木

正木

正木

堀野

小嶋

（予約のみ）

（予約のみ）

（予約のみ）

〈思春期外来〉

（予約のみ）

〈物忘れ外来〉

編集
後記

この度、新病棟の紹介の思いも込め、各部署から委員を募って文章作成から構成、印刷まで手作
りで発刊にこぎつけました。今後は、具体的な取り組みもどんどん紹介していきたいと思ってい
ますので、ご意見ご感想をよろしくお願いします。
広報担当

医療法人達磨会

東加古川病院
〒675-0101 加古川市平岡町新在家 1197‐3
TEL ： 079‐424‐2983 (代表)
FAX ： 079‐424‐2985
HP ： http : //www.tatsumakai.jp
当院では 2004 年に ISO9001
を取得しています
QJ01045/ISO9001:2008

①公共交通機関でのご来院
ＪＲ東加古川駅下車 北口より徒歩１０分
②お車でのご来院
加古川バイパス 加古川東ランプ下車(山側すぐ)
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