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地域連携・医療相談室
リニューアルオープン
外来看護師長兼地域連携・医療相談室長
井河 里佳
平成３０年４月１日より、地域連携・医療相談室に看護師が配置されリ
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各事業所との連絡調整など、療養・生活に関する様々な援助業務を行ってきました。
そこに看護師が配置されたことで、患者さんの状態について詳細に聞き取とることが今まで以上にで
きるようになりました。このことにより、入院相談や退院調整に関して、もう一歩踏み込んだ対応が可能
となりました。
他院や関係機関からのご紹介患者さんの詳細情報を的確に得ることで、担当医師、病棟看護師、
その他関係部署との情報共有を速やかに行えるようになると考えております。
そのためにも、これまで以上に入院判定会議の件数を増やしていきたいと思っております。
これまでも精神科では入院当初から多職種で構成された退院支援チームが関わる事で、早期の退院
調整を行っております。それにより、長期入院の減少、ベッド回転率の上昇というよい結果が得られて
います。
このことから、どの病棟においても、入院時からの退院調整に視点を置きたいと思っております。
２病棟は特殊疾患病棟、３病棟は医療療養病棟であり、重症神経難病患者さんが大部分を占めて

初めてのトレイルマラソン大
会

7

診療のご案内

8

いるため、在宅療養への移行は困難だと思いがちです。
しかし、短期間でも住み慣れた地域や自宅へ帰ることができれば、患者さんひとりひとりの自分らしい
生活（ＱＯＬ）の向上に貢献できると思います。そのための準備として、ご自宅への訪問や様々なサービ
スの情報提供、多職種でのカンファレンスの開催等を積極的に行い、患者さんの個別性に合わせた
調整を行っていきたいと考えております。
また、最近では内科医の充実に伴い高齢の内科患者さんの入院も多くなっております。
入院が決まった段階から退院支援が必要な患者さんのスクリーニングとアセスメントを行い、患者さん
やご家族、担当しているケアマネジャーや地域の包括支援センターと情報共有を行なうことで、顔の見
える体制をより一層築きたいと思っております。
病院内外での多職種協働により、地域包括ケアシステムの中の地域に根付いた病院として、当院の
役割を明確にできると考えています。
今後とも、各部門の皆様とのスムーズな連携をとれるよう鋭意努力いたします。
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消火･避難訓練
H30.7.11（水）
南国病院本館・在宅医療支援センター

平成３０年７月１１日、南国病院と在宅医療支援センターそ

事務部長心得 中川 博文

た事はありませんが、起きた時に何をしなければならないかとい

れぞれで、消火避難訓練を実施しました。今回は、消防署の

うことを理解するためには訓

立ち会いのない自主防火訓練とし、夜間火災を想定した初期

来ません。日々の備えの大

消火対応、消防への通報、消火器・消火栓を使用した訓練を

切さを感じ、身の引き締まる

実施しました。

思いでした。

責任者として、初めて訓練計画を作成するなかで、訓練計画

練を欠かすことは出

また、８月４日（土）には、

に縛られすぎず、実際に火災が発生した場合と同じような流れ

南海トラフ地震を想定し、

で、訓練が出来るようにするにはどのように計画すればいいの

高知県災害時医療救護

だろうかと考え、準備したつもりでしたが、結果的には訓練計画

計画等に基づく、大規模災害時医療活動に関す

ありきの訓練になってしまったかなと反省しています。

る総合的な実働訓練が実施されます。参加機関は、地方自

私の反省はさておき、参加して頂いた職員の方々において

治体（高知県、高知市、各市町村等）、医療機関（ＤＭＡＴ指

は、例年よりも多数の方にご参加いただき、大変ありがとうござ

定医療機関等）、消防、県警、自衛隊、関係団体（県医師会、

いました。予想よりも多くの方に参加して頂いた結果、消火器・

県歯科医師会、県薬剤師会、県看護協会等）等々、非常に多

消火栓を用いた訓練の時

くの団体が参加する大規模なものであり、このような規模の訓

間が伸びてしまい、在宅医

練が開催されるのは、高知県においては６年に１度となります。

療支援センターの訓練開

当院では、当日８月４日を外来休診（通所リハビリは通常通り

始時間が予定を大幅に過

運営）とし、防災士の資格を持った職員を中心に、関係部門の

ぎてしまったのは、うれしい

協力を得ながら訓練準備を進めています。非常に大規模な防

誤算でした。

災訓練となりますので、不慣れな事は多々ありますが、しっかり

火災が起きないことに越し

と準備して、取り組みたいと考えています。
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梅雨空を元気にするモビールを作りましたヨ
通所リハビリテーション室長 理学療法士 市村 瑞也

じめじめとした梅雨を楽しく過ごすため、雨をモチーフにモビールを飾ろうと５月から忙し
い合間をみて作り始めました。
まずは自分の好みで、梅雨明けが早く来るようにと願い、カミナリ様モビールを作りまし
た。カミナリ様といえば、自分たちがテレビでよく見たドリフの３人。しっかり雲の上に鎮座さ
せて頂きました。もう一方は飛行機の模型がありましたので、２機飛ばしました。（空中で
ゆらゆら飛んでいるゼロ戦をみて、利用者さんの
一人が終戦前にグラマンが飛んできてパイロットと
目が合ったことを思い出し、話をしてくれました。）
もう一つは、フェルトに綿を詰めた雲と雨粒を利
用者さんに縫ってもらい、飾りました。これはものすごく可愛く出来上がり、実物をみて頂きた
いくらいです。
今は、２種類のモビールが通所リハの天井で、エ
アコンの風になびき、ゆらゆらと揺れており、雰囲気
が賑やかになりました。利用者さんもモビールの動
きをじっと見つめていることもあります。
梅雨空を元気にしようと作り始めましたが、遅れに遅れ、梅雨明けの猛暑に突入してから
２つのモビールは完成しました。本当は雨乞いのモビールだったりして。（笑）

新たなスタート
５病棟看護主任心得 小松 匡輔

７月より５病棟主任心得を拝命いた
しました。
今までは、一看護師で患者さんの事

サポートが出来るよう主任の役割を少しずつ果たしていけたらと
思っております。
また、他のスタッフが言いたいことが言える雰囲気と働きやす

だけを考えて仕事をしておりましたが、

い環境作りを考え、患者中心の精神科看護を提供していきた

これからは管理的な視点も持ち合わ

いと思っています。

せて病棟全体を把握する広い視野が

前主任が偉大過ぎたため今後、至らないことも多くご迷惑を

必要となります。そんなことが自分にで

おかけすることもあるかと思いますが、ご指導ご鞭撻のほどよろ

きるか不安でいっぱいですが、師長の

しくお願い致します。
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第70回 高知市展
H30.5.26（土）～H30.6.10（日）
高知市文化プラザ かるぽーと（７階市民ギャラリー）

主催：高知市展代表委員会・高知市文化振興事業団

精神科デイケア室 主任 精神保健福祉士 竹村 哲也
今年も高知市展への出展をどうするのか４月はじめにアートの時間で話し合いを始めまし
た。意見は分かれることなく共同作品を出すこととなり、個人では１名が出展することになりま
した。
テーマの話し合いでは、各自が関心あることを出してもらうと収まりがつかなくなるため少し誘
導しながら作品作りを始めました。各自の作業レベルに合わせて工程を手分けし、仕上げた
作品はカラフルな張り子の卵をピラミッド型で囲んだ神秘的な作品ができました。
共同作品はいつも通り市展委員からの評価は高いが、今年は個人で出したメンバーの作品
評価がとても高かった。
その個人作品は、高知市の姉妹都市である北海道北見市民芸術祭にも出展することとな
り、思わぬ出来事で本人も喜ばれていました。そのメンバーは来年、高知市展でのボランティ
ア仕事も入るなど出展をきっかけに好きなことができるなど良いことが巡って来ていました。

共同作品
「 異次元のピラミッド 」

来年も引き続き、アンデパンダンの高知市展には作品を出し続けていきたいです。
個人作品
題名「 未完成 」は・・・

メンバーヒロトさんより
市展には共同作品と個人作品に挑戦しました。共同作品も評判よく、個人作品の絵も
過分な評価をいただき、未完成にもかかわらず、高知市と姉妹都市交流をしている北
見市の市民芸術祭に高知の代表作品の１つとして９月に展示される予定です。
来年はボランティアですが市展主催者側の委員として参加します。
絵で何かしたかった私は、少しですが皆様の力添えで絵に関わることができそうです。

北海道北見市民芸術祭に
出展のため旅行中

春の交流会
H30.6.14(木)
同仁病院

主催：高知県精神科デイケア連絡会

精神科デイケア室 作業療法士 西 洋平
６月１４日に同仁病院で行われた春の交流会に行ってきました。今回は当院を含め９施
設の参加がありました。
６月ということもあり、梅雨時の開催でしたが、晴天の中開催することができました。
当院デイケアの出店ではアイスや小物類を販売し、天候にも恵まれたため、売り上げも好
調で、少し忙しかったです。メンバーさんも嬉しい悲鳴を上げてアイスを販売していました。
今回も去年と同様にカラオケ大会もあり、参加された方は３位入賞されていました。参加された方は「３位入賞にはびっくりしたけど嬉
しかったです。景品も食品や雑貨などであったので、大変嬉しかった。また来年もカラオケ大会があれば参加したいと思いました。」と
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言われ、嬉しそうに景品を持ち帰っていました。
去年は○×クイズでしたが、今回は初の試みとして、病院対抗クイズ大会を行い、当院の
頭脳プレイヤー達(笑)が協力してクイズに答え、運を味方につけながら見事に初代チャン
ピオンに輝くことができました。
春の交流会全体を見れば、和やかな雰囲気で開催することができ、また思い出に残る交
流会になったと思います。他施設のメンバーさんと交流することができる会ですので、また
来年も参加できるのであれば参加していきたいと思いました。

あじさい見物
Ｈ30.6.6（水）
香南市野市町

精神科作業療法室 作業療法士 今城 恵理
精神科作業療法では、６月の行事として６月６日（水）、『あじさい見物』に
行ってきました。毎年の恒例行事となっており、今年も香南市野市町へ見に
行きました。今年もあいにくの雨模様とはなりましたが、時期的にちょうど見頃
だったこともあり沢山のあじさいを見ることが出来ました。みなさん傘を差しな
がら端から端まで歩き、「綺麗やね。」「ちょうど見頃やね。」「雨がちょうど良いね。」など感想が聞かれ
あじさいを堪能しましたが、結構な距離だったため後半には「よく歩いた。」「疲れた。」との感想も聞か
れました。そして、あじさいを堪能した後は、野市のフジグランにて休憩とおやつをかねて美味しい物を
購入し楽しい時間を過ごしました。
毎年恒例の行事にはなっていますが、６月近くなると患者さんから「今年も行く？」と楽しみにされて
いる話しを聞くため、行ける限りあじさい見物を続けていけたらと思っています。

お誕生会
Ｈ30.6.29（金）
５病棟食堂ホール

精神科作業療法室 作業療法士 今城 恵理
６月２９日（金）は、３ヶ月に１回行なっている誕生会を実施しました。今回は、４月～６月生まれ
の方が対象となりました。事前の作業活動の時間から患者さんに手伝ってもらいながら飾りを作り、
当日の午前中に飾り付けも行ないました。今回の誕生会では、８名の方が対象となり、普段の誕生
会と比べると少ない人数ではありましたが、参加者全員で盛大にお祝いしました。誕生会前半は、
カラオケを行ない誕生月の方にも歌ってもらったりしました。そして、後半からハッピーバースデーの
歌を全員で歌いお祝いしました。誕生月の方からは「祝ってもらって嬉しかった。」との感想も聞か
れました。最後には、誕生会のデザートとして、６月にふさわしい『あじさい寒』をみなさんで食べました。３ヶ月に１回程度しか行えな
い行事ではありますが、次回９月にも実施出来たらと思っています。
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１泊２日 職員旅行
H30.5.23～24（水～木）
５病棟看護師 玉木 香恵子
キリンビール岡山工場＆三田プレミアムアウトレット カップヌードルミュージアム大阪池田 有馬温泉

５月２３日から１泊２日で有馬温泉旅行に参加。総勢１４名、南国病院
温泉同好会お泊まり女子会となりました。
まず岡山キリンビール工場へ。工場では私の大好物が大量にグルグル
と猛スピードで回っているのを見て感激。工場限定の一番搾りを試飲しま
したが、まだバス移動が待っているので気持ちを抑えて遠慮がちに頂きま
した。
その後カップヌードルミュージアムへ移動し、マイ・カップヌードル作りに挑
戦。
あなどるなかれ、始めると結構これが楽しくてはまってしまい、皆さん真剣
にカップにペイントしオリジナルのスープ、トッピングで仕上げていました。
そして目的の有馬温泉へ。太閤橋を車窓に温泉街の坂道をくねくねと
登り「かんぽの宿ありま」に到着。有馬温泉は日本三古泉、豊臣秀吉の愛
した太閤さんの湯として知られています。日本最古のロマンに浸りながら旅
の疲れを癒やした女子１４名でした。
２日目、楽しみにしていた三田アウトレットモールでは滞在時間が２時間
と短かったので全部見て廻ることができず集合時間になってしまい、購買
意欲に火が付いたままバスに乗り込み、最後に神戸で昼食タイム、神戸
ビーフやお洒落なパンケーキなどを皆それぞれ堪能しました。
スケジュール多めの旅行でしたが、他部署の方との交流も取れて、温
泉・グルメ・ショッピングと日常生活から離れリフレッシュし、楽しい２日間を
過ごすことができました。ありがとうございました。

日帰り 職員旅行
H30.6.17（日）
大塚国際美術館＆ルネッサンスリゾート鳴門「阿波三昧」バイキング

大塚国際美術館とルネッサンスリゾ－ト鳴門（ホテルバイキング）の日帰
りバスツアーに参加させて頂きました。
行きの車内は、普段関わることの少ないスタッフ間のおしゃべりや景色を
楽しむ声で賑やかで楽しい雰囲気でした。ちなみに私も子供を連れての参
加で、嬉しくてはしゃぎ過ぎる我が子にドキドキしながらも楽しい道中で、
あっという間に徳島へ。
昼食のバイキングでは鳴門の郷土料理が並び、中でもすだちジュースが
さっぱりして飲みやすくお勧めです！デザートでは鳴門金時のソフトクリーム

外来看護師 南 元子
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もあり、私も山盛り食べました！
メインの大塚国際美術館は地下３階から地上２階まで日本最大級の展示スペースを有する
世界初の陶板名画美術館です。特殊技術によってオリジナル作品と同じ大きさに複製された
西洋名画1000点余りが展示されています。世界の美術館を１日で体験できる初の美術館とい
う訳ですが、これをなんと！解説付きで鑑賞することができました。「最後の審判」の描かれて
いる大聖堂ではホールに入るなり「わぁー」と歓声が上がりました。そのスケールの大きさと美し
さは圧巻です。「最後の晩餐」を修復前と後で見比べたり、モネの「大睡蓮」の屋外展示が
あったりと、陶板名画ならではの演出で見応え充分でした。
鑑賞ルートだけでも４ｋｍと広い館内で、とても全て見ることはできませんでしたが、カフェや休
憩スペースが近くにあり、子供連れにもありがたかったです。
有名な作品になりきり、「ヒマワリ」の被り物を楽しんだり、ムンクの「叫び」とツーショット写真の撮
影など、色々楽しめました。
『間近で見て触れられる名画』は一見の価値ありです！
今回のバスツアーは、私にとって人生初の職員旅行でしたが、とっても楽しく思い出に残る良
い経験になりました。ありがとうございました。ぜひまた参加したいです！

初めてのトレイルマラソン大会
H30.7.1(日)
第１１回 高知大学演習林トレイルラン２０１８ 高知大学農林海洋科学部演習林(嶺北フィールド)

先日トレイルマラソン大会に初めて出場しました。マラソン歴は

３病棟看護主任 豊永 広恵

シャと走って渡ったり、ロープを使って８０度の急斜面を下った

１０年以上でホノルルマラソンや東京マラソンに数回出場してい

り、滑落しないようにと必死でした。まさにアドベンチャーです。こ

ます。最近のマラソンブームの中、少しステップアップしたいとい

の歳にして泥んこまみれになったり、川を走って渡る体験をする

う思いが芽生えトレイルマラソンにチャレンジする事にしました。

事になるとは思っていなかったので、良い経験となり宝物になっ

梅雨の時期なので絶対雨が降るだろうなと、大会一週間前

たと走りながら実感しました。

から天気予報とにらめっこ！！予報は雨の予報。予報通り前

ランナー達は同じ目標をもった者同士自然に声を掛け合い励

日から雨が降り続き当日の山道は滝のように雨水が流れ、ドロド

まし合い、狭い道を譲り合いながら追い抜き追い越されながら

ロの山道を走る事になりました。スタートは下り坂だったのです

走り、ゴール手前数キロメートルを一緒に走ったランナーから、

が、何百メートルか走ると

「ここまできたら一緒にゴールしましょう。」と声をかけて頂き、な

急斜面の登り坂に突入、

んとかゴールしました。

急斜面のため走ることが

仕事をしていても、時にいやな事や、辞めたかったりという思い

出来ずランナー達は歩き

になりますが、こんな過酷な辛い体験をすると、仕事もまだまだ

始め渋滞になる状況でし

頑張れるという気持ちになります。マラソンは私にとってドーパミ

た。

ンになっているのかもしれません。次の大会目指してまた頑張り

進んで行くと泥の水溜まり

たいと思います。

や、川の中をバシャバ

ホームページもご覧ください

診療のご案内
神 経 内 科 精神科
診療科目 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
診療時間
午後
土
午前
休日診療

8:30 ～ 12:30
1:30 ～ 5:00
8:30 ～ 12:30

http://www.nankoku-hp.or.jp/
診療科／曜日

月

火

水

木

金

神経内科

吉村

院長

吉村

院長

院長

精神科

藤田

消化器内科
内科

速瀬

午
前

なし
但し急患は診療いたします

救急指定 なし

院長

麻植(啓) 速瀬
麻植(啓)

玉元
赤松

消化器内科
内科

速瀬

南
理国
念病
院
の

46床
56床
60床

■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

麻植(淳) 麻植(啓) 麻植(淳)

速瀬

名
名
名
名
名
名

基
本
方
針

平成22年4月1日改訂

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。

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28年4月1日改訂

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
発行元 医療法人つくし会 南国病院
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
〒783-0004
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
高知県南国市大埇甲1479番地3
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
電 話
(088)864-3137
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
ＦＡＸ
(088)863-3070
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
h
t
t
p
:
/
/
w
ww.nankoku-hp.or.jp/
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。
タマイ
センター

患
者
さ
ん
へ
の
お
願
い

速瀬
※2
麻植(啓)※3

玉元

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。

患
者
さ
ん
の
権
利

速瀬

※1 吉村医師の土曜日の診察は第１、第３土曜日です。
備 ※2 速瀬医師の土曜日の診察は第１、第３、第５土曜日です。
考
※3 麻植(啓) 医師の土曜日の診察は第２、第４土曜日です。

健康診断
あり 脳神経検診、消化器検診
人間ドック

6,627
313
140
1,426
1,007
1,008

院長
吉村 ※1

吉村

精神科

午
後

予約診療 全科予約診療となっております

■診療実績 平成30年度4月～6月
外来患者数
(内新患数)
１日平均入院患者数
精神科デイケア利用者総数
通所リハビリテーション利用者総数
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝおおそね訪問者総数

速瀬

神経内科

面会時間 午前 9:00 ～ 午後 9:00

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

玉元

土

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。
1．ご自身の体調に関する情報を正しくお伝え下さい。
2.．医療に関するご希望を率直にお伝え下さい。
3.．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。
4.．療養上必要な制約を受けることをご理解下さい。
5.．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。

ドコモショップ

大埇交差点
よどや
ドラッグ

南国バイパス
ワーク
ウェイ

南国病院
Ｐ

吾岡山

在宅医療
支援センター

