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薬剤部

薬剤師
奥村 早穂

城崎温泉

９月２８日、２
９日に城崎温泉、

H28.9.28(水)～
29(木)

姫路城等を訪れる
旅を満喫させて頂
きました♪最初の目的地、三田アウトレットで、お目当てのゴディバ等のソフトアイ

スクリームを食べて、早くも大満足です。その後、キリンビアパークへ。一番搾りが出来る迄のこだわりの製法を見学し、
新作ビールを堪能しました。雨脚の強まる中、安全運転で当日最終目的地、城崎温泉へ到着しました。城崎温泉といえば、
志賀直哉の療養していた場所。宿泊先の泉都は小説の舞台のすぐ傍で、雨の中、外湯巡りに最適の立地でした。
二日目は、
「但馬の小京都」と呼ばれる風情ある出石町、世界遺産の姫路城を訪れました。清遠常務がガイドを手配して
下さったおかげで、歴史、写真スポット等説明を受け楽しく散策出来ました。個人旅行では行けない、充実プランでした。
南国病院に入職した月に参加する事を快諾して下さった薬剤部、理事の方々に感謝の
気持ちで一杯です。
５病棟 看護師

２泊３日

猪原 奈々美

就職して日も浅い頃、今回の職員旅行に声を掛けて
いただき、まだ就職して数ヶ月しか経過していないに

伊勢、南紀勝浦

も関わらず、２泊３日の贅沢な旅行に参加させていた

H28.12.15(木)～
17(土)

だきました。
お天気に恵まれたものの季節は冬、寒さが苦手な私
は、身が縮こまりそうになることもありましたが、伊

勢神宮や那智の滝では、この冬の寒さが、清らかな空気や厳かな雰囲気を際立たせて
くれたように思えます。また、強風吹き荒れる朝熊山展望台、波風が強かった夫婦岩、
温泉なのに震え上がるほど寒かった洞窟温泉、この季節ならではのよい体験になりました。
あっという間の３日間でしたが、他部署の方とも交流を図ることができ、とても有意義な時間を過ごすことができまし
た。ありがとうございました。
病院旅行の企画立案に携わって

ディズニー
リゾート
H29.1.12(木)～
14(土)

病院旅行プロジェクトチームメンバー
本年度から、病院旅行プロジェクトチームが立ち上
がった事で、これまでより職員の意見が旅行の企画立
案に反映されやすい体制になったと考えています。
実際に昨年までと比べ、コースも多様になり、移動
に飛行機を用いたプランも取り入れる事が出来ました。プロジェクトチームの立案に対し、

ご理解を頂きまして、理事長他、病院運営委員会メンバーの方々に感謝申し上げます。
個人的には、ディズニーリゾート旅行に代表者として参加しましたが、皆さん時間厳守で行動して頂き、初めての試み
でしたが滞りなく開催することが出来ました。その他の旅行についても言える事です
が、どの旅行もトラブルなく終える事が出来ましたので、次年度以降の旅行計画も多
様性を持って企画立案することが出来ます。参加者の皆様ありがとうございます。
コースが増え、これまでより少ない人数で旅行が開催される事になり、職員の親睦
を図るという旅行の意味が薄くなるとの意見も聞かれましたが、福利厚生の面から見
れば、参加率を上げる試みは必要と考えています。沢山の方々が参加できる様、コー
スの数だけでなく、旅行形態や行き先についても、次年度以降の病院旅行に様々なご意見をお寄せ頂きたく思います。
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当院は患者さんの信頼に基づく適切な医療を行うために
患者さんの基本的な権利を尊重します。

南国病院の理念
1. 安全で質の高い医療によって地域に貢献します。
2. 信頼関係に基づき暖かい医療を提供します。
3. 専門性を追求し自己研鑽に努めます。
基本方針
1. 病院が地域の社会資源であるとの認識に立ち、本
院の専門性を通して、地域の医療と福祉に貢献し
ます。
2. 本院は、脳と神経及び精神の疾病や障害を主な診
療対象として、その神経学的、精神医学的診断、
治療と臨床的研究に努めます。
3. 個々の患者とその家族への充分な説明とそれに
基づく納得の上での同意を前提として診療を行
います。
4. 本院での医療行為は、科学的根拠に基づき、自由
で暖かい生命倫理に立って行います。医療環境が
常に清潔で、明るく保たれる様努力します。
5. 本院の職員は、常に自己の資質と医療技術の向上
に努め、病める人たちへの奉仕者としての自覚を
持ちます。
平成 22 年 4 月 1 日改訂

患者さんの権利
１．患者さんが適切な医療を平等に受ける権利
患者さんは差別されることなく平等に、当院で達成可能な医療を受ける権利
があります。
２．患者さんの人格、価値観が常に尊重される権利
患者さんはひとりの人間として、その人格、価値観などが尊重されます。
３．患者さんが医師等から十分な説明を受け、自らの意思で医療行為を選択・
決定する権利
患者さんは、医療の内容、治療・検査などの効果・危険性、他の治療法など
について説明を受け、医療の内容を十分理解し、同意した上で、適切な医療
を選択し、受ける権利があります。同意できない場合は、医療を受けること
を拒否することもできます。また、主治医だけの意見ではなく、第三者であ
る医師の意見も聞いて判断したいと思われる場合には、自由にセカンドオピ
ニオンを求める権利があります。患者さんが意識不明かその他の理由で意思
を表明できない場合は、法律上の代理人が、患者さんの代わりに意思を決定
する権利があります。
４．患者さんがご自身の診療に関する情報の提供を受ける権利
患者さんは、当院で行われたご自身の診療に関する情報の提供を受ける権利
があります。
５．患者さんの個人情報、プライバシーが保障される権利
患者さんは、病院内での生活を、可能な限り、他人に侵害されない権利があ
ります。また、医療の過程で得られた個人情報は、個人の秘密として厳守さ
れ、患者さんの承諾なしには開示されない権利があります。
６．尊厳に対する権利
患者さんは、その文化および価値観を尊重されるように、その尊厳とプライ
バシーを守る権利は、医療と医学教育の場において常に尊重されます。また、
最新の医学知識に基づき苦痛を緩和される権利があります。人間的な終末期
ケアを受ける権利を有し、また、できる限り尊厳を保ち、かつ安楽に死を迎
えるためのあらゆる可能な助力を与えられる権利があります。
患者さんへのお願い

神経内科 精神科
消化器内科 内科
リハビリテーション科
放射線科
月～金 午前 8:30～12:30
午後 1:30～ 5:00
土
午前 8:30～12:30
なし
但し急患は診療いたします

診療科目

診療時間
休日診療
面会時間

午前 9:00

予約診療

全科予約診療となっております

救急指定

なし

健康診断
人間ドック

あり 脳神経検診、消化器検診

診療科／曜日

午
前

～

午後 9:00

１.
２.
３.
４.
５.

ご自身の体調に関する情報を正しくお伝え下さい。
医療に関するご希望を率直にお伝え下さい。
検査や治療などの医療行為は十分なご理解と合意の上でお受け下さい。
療養上必要な制約を受けることをご理解下さい。
他の患者さんの治療や職員の業務に支障をきたさないようご協力下さい。
平成 28 年 4 月 1 日改訂

■認定・指定
日本神経学会准教育施設
日本精神神経学会精神科研修施設
日本老年精神医学会認定施設
高知県神経難病医療
ネットワーク基幹協力病院
日本静脈経腸栄養学会 NST 稼働施設

月

火

水

木

金

神経内科

吉村

院長

吉村

院長

院長

精神科

玉元

藤田

玉元

玉元

院長

麻植(啓)

川村
※2
麻植(啓)※3

消化器内科
内科

川村

川村

麻植(啓)

神経内科

午
後

患者さんには、私たちが、安全かつ適切な医療の提供を行うために、
次のことをお願いいたします。

精神科
消化器内科
内科

川村

土
院長
吉村※１

吉村
赤松

玉元
麻植(淳)

麻植(啓)

麻植(淳)

都築

※1 吉村医師の土曜日の診察は第１、第３土曜日です。
※2 川村医師の土曜日の診察は第２、第４土曜日です。
※3 麻植(啓) 医師の土曜日の診察は第１、第３土曜日です。
禁煙外来は、内科 川村医師により、毎週金曜日 15:30 から完全予約制で行っております。
お問い合わせ及びご予約は、外来看護師にお尋ねください。（保険適用）

■病床数 162 床
特殊疾患病棟(Ⅰ) 46 床
医療療養病棟(Ⅰ) 56 床
精神病棟(15 対 1)60 床

平成 28 年度 10 月～12 月
外来患者数
(内新患数)

5,233 名
235 名

１日平均入院患者数
139 名
精神科デイケア利用者総数
1,341 名
通 所 リ ハ ビ リテ ー シ ョ ン 利 用 者 総 数
967 名
訪問看 護ス テー ショ ンお おそ ね訪 問件 数
597 名

