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１．医の倫理にもとづいて、すべての人に平等に
人格、権利を尊重して、心のこもった医療を行います。

２．質の高い医療を提供します。

基本理念 基本方針
３．安心の医療、心穏やかな医療を提供します。
４．救急医療、地域医療機関連携の推進をします。
５．健全な運営、管理を行います。

碧南市民病院は、「温かな心のこも
った医療」の提供を病院の基本理念
として掲げます。

新任医師紹介
①名前（かな）　②所属　③前任地　④ひとこと（抱負など）

①平野 光芳（ひらの みつよし）
②耳鼻いんこう科
③岐阜県可児とうのう病院
④１１年前、約６年間碧南市民病院で
働いていました。またよろしくお願
いします。感染症、顔面マヒ、突発
性難聴、扁桃摘出等入院加療可能
です。

①鈴木 俊陽（すずき としあき）
②循環器内科
③当院初期研修医
④碧南市民病院で２年間の初期研修
を終え、循環器内科医として引き続
き勤務します。好きな言葉は情熱で
す。

①大林 修文（おおばやし なおふみ）
②歯科口腔外科
③岡崎市民病院
④患者さんの声を少しでも多く聞き、
安全、安心な医療を提供していきた
いと思います。

①榎本 祥吾（えのもと しょうご）
②内科（消化器）
③安城更生病院
④内視鏡など消化器内科の検査・診療
はもちろん、内科全般の診療に取り
組んで参ります。よろしくお願いい
たします。

①服部 晴吉（はっとり はるよし）
②歯科口腔外科
③三重県桑名市総合医療センター
④寄与できるよう尽力して参ります。

①山村 悠輝（やまむら ゆうき）
②歯科口腔外科
③総合大雄会病院
④岐阜県大垣市の出身です。碧南市
は住みよく、これからの生活が楽し
みです。温かな心のこもった医療を
提供するために日々精進して参り
ます。よろしくお願いします。

①加藤 亜純（かとう あずみ）
②歯科口腔外科
③当院初期研修医
④今年度より常勤医として引き続き
お世話になります。少しでも地域の
方々に寄り添えるように頑張ります
ので宜しくお願い致します。

頑張って
ください!
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医師
看護師

受付事務
診療放射線技師

検査技師
薬剤師
栄養士

リハビリテーション
臨床工学士

医療福祉相談
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

令和２年度 外来満足度調査 結果報告

■ 大変良い　■ 良い　■ 普通　■ やや悪い　■ 悪い　■ 無回答

医師
看護師

受付事務

トイレの清潔さ
診察室の清潔さ
会計の待ち時間
診察の待ち時間

診察室内のプライバシー
外待合受付番号案内板のわかりやすさ
案内図・掲示物のわかりやすさ

診療放射線技師
検査技師
薬剤師
栄養士

リハビリテーション
臨床工学士

医療福祉相談
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

■ 大変良い　■ 良い　■ 普通　■ やや悪い　■ 悪い　■ 無回答

■ 満足　■ やや満足　■ 普通　■ やや不満　■ 不満　■ 無回答

言葉づかいはいかがでしたか問

対応はいかがでしたか問

設備環境・待ち時間・プライバシーについて問

　サービス委員会では、２月８日から２月１９日まで外来診療を受けられた方を対象に、当院の満足
度調査を実施しました。(回収枚数３７７枚）調査項目の主な結果は以下のとおりです。
　患者さんの対応については、８割から９割の方に満足して頂いておりますが、設備環
境・診察の待ち時間については他項目と比較するとやや低めの結果となりました。
　これらの調査結果を、今後の患者さんの満足度向上につなげていきたいと思います。

このほかにも、患者さんやご家族の方向けの講座やイベントなどを開催していきます。
最新の情報はホームページ（http://hospital.city.hekinan.aichi.jp/feature/volunteer/)をご覧ください。

向こう３か月間の
行事予定

例年、開催しておりました行事は開催を見合わせております。
代替イベント等の開催が決まった場合はＨＰなどで周知いたします。
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病院内で様々なイベント等を
おこないました。
その一部をご紹介します。

病院内で様々なイベント等を
おこないました。
その一部をご紹介します。

12月～2月EVENTNEWSEVENTNEWS
イ ベ ン ト ニ ュ ー ス

　中庭の整備チームが
中心となって企画した
イルミネーションです。
１階エントランスホール
付近の中庭をライトア
ップしました。
　コロナ禍において、
来院される方に少しでも温かな気持ちになって
いただけるよう願っています。

　当院医療スタッフのご家族さまから
色鮮やかなシクラメンをご寄贈いただ
きました。たくさんの方に見ていただけ
ればと、エントランスホール付近に展示しました。
　見ていると気持ちが穏やかになるような美しい色彩に癒されました。

　入院患者さ
んに少しでもク
リスマス気分を
味わってもらう
ため、手指衛生
等万全の感染
対策の上で、今
年もサンタがク
リスマスカード

を配ってまわり
ました。職員手
作りのささやか
なカードですが、
喜んでもらえて
こちらもほっこ
りした気持ちに
なりました。

R2
12/14 イルミネーション点灯式

R3
1/24 シクラメンの展示

R2
12/25 クリスマス関連イベント

令和3年度 病院催事 年間予定表

※イベントの中止・変更についてはHP等で周知します。

日時 イベント名 内容 会場、料金/参加方法
5月12日（水） ふれあい病院フェスティバル 中止

7月29日（木） 小学生病院体験ツアー 中止

9月8日（水） がん征圧月間 中止

１０月１７日（日）
9時～12時 ジャパン・マンモグラフィー・サンデー

10月は乳がん月間です。当院ではジャパン・マン
モグラフィー・サンデーの活動に賛同し、日曜日
に乳がん検診を実施します。

外科外来
有料/事前申込必要

１１月９日（火）
9時～13時 糖尿病週間関連行事 血糖測定等、糖尿病に関する行事を開催します。 エントランスホール

無料/参加自由
１２月１５日（水）
11時～11時40分 第１回 市民いきいき健康講座 テーマ：未定

講　師：中央検査室スタッフ（予定）
エントランスホール
無料/参加自由

令和4年１月１３日（木）
11時～11時40分 第２回 市民いきいき健康講座 テーマ：未定

講　師：糖尿病看護 認定看護師（予定）
エントランスホール
無料/参加自由

令和4年２月９日（水）
11時～11時40分 第３回 市民いきいき健康講座 テーマ：未定

講　師：皮膚排泄ケア院内認定看護師（予定）
エントランスホール
無料/参加自由
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公式SNSを
始めました！

@Hekinan_M_Hp

当院の公式チャンネルを開設しました

InstagramTwitter

Hekinan Municipal Hospital
碧南市民病院

＠hekinan_mun_hp

　碧南市民病院の魅力を幅広く知っていた
だくために、SNS（ソーシャルネットワークサ
ービス）を開設しました。診療情報や健康情
報、病院の様子などを毎週水曜日に発信して
います。フォローをお願いします‼

動画配信サイトYouTubeにて

　新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、例
年実施しているイベントを開催できていない状
況が続いています。
　そのような状況のなかで、イベントをただ中
止するのではなく、別の形で少しでも元気やお
役に立てる情報をお届けしたいと思い、当院催
事プロジェクト委員会が主体となって動画作成
を企画しました。
　これまでに投稿した動画は栄養室による『碧
南の特産品をたっぷり使ったチョップドサラダの
作り方』という動画とリハビリテーション室によ
る『自動車から車いすへ安全に乗り移りを行う
ためのポイント～車いすの使い方を中心に～』
という動画です。
　お時間があるときにぜひご覧ください。

公式アカウント 碧南市民病院
https://www.youtube.com/channel/
UC1Q0LRKuxyHE4WNmZ_5y9_Q/
videos　


