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第60回 全日本病院学会㏌東京
「成熟社会における医・食・住」
グランドニッコー東京 台場

H30.10.6・7(土・日)
事務部長心得
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中川 博文

「成熟社会」：量的拡大のみを追求する経済成長が終息に向かう中で、精
神的豊かさや生活の質の向上を重視する、平和で自由な社会。

平成30年度大規模
地震時医療活動訓練
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褥瘡対策研修会
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〔イギリスの物理学者ガボールの署名から〕
１０月６日～７日の２日間、東京 お台場のグランドニッコー東京 台場で
開催された「全日本病院学会ｉｎ東京」に参加しました。全日本病院学会へ
の参加は、昨年の「全日本病院学会ｉｎ石川」に続いて２度目となります。本年は、開会式に高円宮承

ふれあい看護体験

4

子女王殿下をお招きするなど、昨年と比べ、落ち着いた雰囲気での幕開けとなりました。
学会テーマは、「成熟社会における医・食・住」とされ、わが国の少子高齢化の現状を踏まえると、こ

５病棟お誕生会

6

れから人口が増えることは考えにくく、人口の面で日本は成長が終わり、冒頭で説明した成熟社会に
入ったと言え、その中で、医・食・住がどう変わっていくのか、あるいは、どうあるべきなのかということを

バリアフリーフェスティ
バル

6

考えたいという趣旨が表されています。
学会でのさまざまな講演を聴講する中で、近年、様々な場面で耳にするようになった「サステナブ
ル」という言葉が浮かんできました。「サステナブル」とは、「持続可能」という意味であり、これまでのよう

スピリットアート

7

な拡大一辺倒な成長ではなく、環境、社会、人間に配慮しつつ、持続的に発展・成長していける社会
を目指す働きかけ（サステナビリティ）と理解しています。

山田のかかしコンテス
ト

8

少子化の影響によって、労働集約型産業である病院は、医療の担い手不足という問題に直面し、ま
た高齢化の影響により、２０２５年に向けて医療需要のピークを迎え、２０４０年以降は医療需要が激
減すると言われています。

美味しいリレー

9

ＩｏＴ（モノのインターネット、Internet of Things ）など新しい技術を取り入れて、業務の効率化、労働環境の

「梅シロップ」
職員旅行

これからの医療業界は足りない労働力を確保するため、ロボットやＡＩ（ 人工知能、Artificial Intelligence ）、

10

整備を積極的に行って、医療を継続的に提供できる体制を作りつつ、医療需要を見極めていく必要が
あり、医療業界もサステナブル：持続可能な発展をテーマにしていくのであろうかと感じました。
とはいえ、著名なコンピューター科学者で発明家のレイ・カーツワイル氏のように、技術の進歩によっ

「トレランにハマる！」

11

て、２０年後には、血球サイズの極小ロボットが体内で器官を修復し、改良遺伝子コードをインターネッ
トからダウンロードするような「不老不死」が実現すると予想する方もいらっしゃるとある講演の中で伺

診療のご案内

12

い、そうなると医療機関自体が不要になるかもしれず、事業の継続も何もあったものではないなとも思
いましたが、そのような未来を見るためにも、持続可能な発展を続けていける南国病院でありたいと考
えました。
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平成30年度大規模地震時医療活動訓練
H30.8.4（土）
主催：内閣府

５病棟看護主任 大崎 浩徳
８月４日の大規模地震時医療活動訓練で、５病棟
はＤＰＡＴ、ＤＭＡＴの受援訓練を行いました。
ＤＰＡＴは災害派遣精神医療チームのことで、被災し
た精神科病院の患者への対応や、被災者の精神疾
患発症の予防などを支援する専門チームです。
ＤＭＡＴは地域の救急医療体制では対応できないほ
どの大規模災害や事故などの現場に急行する医療
チームです。どちらも医師、看護師、業務調整員で構成されたスペシャリ
スト達です。数か月にわたって、打ち合わせに参加はしていましたが、僕は
ずっと「病棟看護師はいったい何をし
たらよいのか」わからず当日まで不安
でした。
今回の訓練内容は、被災し対応が
困難な患者を受け入れ可能な他施
設に搬送することでした。貴重な訓練
での学びや課題は別紙報告書にまと
めています。実際に訓練を体験して思
うことは、被災した状態を乗り越えるた
めに、今何を助けてもらいたいのかを優先順位をつけて明確にＤＰＡＴ、Ｄ
ＭＡＴに伝えていくことが、被災者側の病棟看護師にできることだと思いま
した。
災害時、職種は選べません。誰がその役割になるかはわかりません。その
ためにも、被災した自施設を自分たちで守る術を知っておくことが重要にな
ると思いました。
大規模地震時医療活動訓練には積極的に参加し、もしもの時に備えてお
きたいと思いました。
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防災訓練を運営してみて思う共通認識の大切さ
医療安全対策室 臨床工学技士 森本 直樹
今年は、大雨・台風・地震など、日本各地で自然災害により、
甚大な被害が出ております。高知県でも７月の大雨では、多く
の被害が出ました。高知に住む人は地震のみならず、様々な
自然災害に対しての危機意識がより高まっていると思います。
８月４日には当院で初めての災害時対応訓練を行いました。
これは同日に行われた内閣府主催の大規模地震時医療活動訓練に合わせて、当院でも自
主的に訓練をやろうという事で、内閣府主催の訓練に参加する職員を含め、院内で約７０人の
職員が参加し訓練を行いました。
当院で策定しているＢＣＰ(事業継続計画)を元に、地震発生直後から１時間後までの対応を
訓練内容として行いました。やはり様々なトラブル、問題がありましたが、これらは訓練を行った
事により得られた収穫であり、検討し、今後に生かしたいと思います。
また予想していたよりは、混乱無くスムーズに行えたなという印象もあり、その要因としては「な
ぜこの訓練を行い、どのようなフィードバックを求めているか」という事をきちんと説明できた事だ
と思っています。訓練が始まってからは、求められたフィード
バックに対して各々が自発的に考えて行動してくれました。
有事に際は、様々な事が同時に発生します。現場がその全
てを報告し、対策本部はその情報を収集し、判断し、指示を出
すというトップダウンの指示系統のみでは、当然ながら対応しき
れません。必ず、現場であるいは自分一人で、判断しなければ
ならない場面が発生します。その場合に、私たちは何を一番に
優先するのか、二番目は何かという事が、院内で共有出来て
いればそれを判断基準として行動することが出来ます。
反対に、これは指示を仰ぐべきだという基準も必要になるでしょう。今回の訓練を通じて、自発
的に行動するためには、「目的と要求の共通認識」が重要であり、災害時のみならず、日頃から
「どのような病院を目指し、職員には何を期待し、そして当院が地域や社会からどのような役割
を求められているか」といった事が病院全体で共有されている事が、組織運営や日々の業務に
おいて、とても大切だと感じました。
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褥瘡対策研修会
H30.8.22（水）
南国病院本館 多目的ホール

「褥瘡予防と対策の栄養アプローチ」
学術研修委員会委員長 精神科部長 玉元 徹
本年８月２２日に褥瘡対策の研修会が行われまして、講師にネスレ日本株式会社、ネス
レヘルスサイエンスカンパニー、中四国支店、四国営業所の奥山貴行氏をお招きして御
講演いただきました。
褥瘡予防と対策の栄養アプローチというタイトルでしたが、栄養のみならず、便の性状、特
に失禁関連皮膚炎のリスクとなる性状について詳しくお話いただきました。あれほど便の性
状や失禁関連皮膚炎について詳しくお話いただいた研修はなかったと思いますので、とて
も勉強になりました。褥瘡は循環障害の観点のみならず、栄養も重要であることはよく知ら

ネスレ日本(株)
ネスレ ヘルスサイエンス カンパニー
中・四国支店 四国営業所
奥山 貴行氏

れていることでしたが、失禁関連皮膚炎のリスクも非常に重要だと実感しました。スライドも
とてもカラフルで見やすいレイアウトになっておりましたので、非常にわかりやすい御講演
だったと思います。奥山さん、ありがとうございました。

ふれあい看護体験
H30.8.1（水）
主催：高知県看護協会主催
３病棟看護師 松下 愛香
今回ふれあい看護体験の担当者に選ばれました。選ばれた時はきちん
と役目を果たせるか心配で不安が大きかったですが、当日までに病棟の
スタッフ全員がサポートしてくださいました。前年はどのような事を行った
か、より病棟の特徴が分かるような体験プログラムの内容など相談に乗っ
てもらい、またプログラム表のレイアウトを考えてもらったりいろいろと支援
をして頂いたおかげで最後までやりきる事ができました。
普段からあまり人に教えるという経験が少なく、しかも高校生に分かりやす
く伝えなければいけないと思うと不安で、当日までに何回も学習とシミュ
レーションを行うなど自分自身にとっても良い機会となりました。担当した高校生は２人
とも医療関係の職業を目指しているということもあって気になる事があれば積極的に質
問をしてくれたり、患者さんと会話をしてもらった時には常に笑顔で話を傾聴しており、
普段の業務態度について私たちも見習なければいけないと思うような場面もありまし
た。
最後の意見交換の時には、２人の高校生から病棟での患者さん体験が一番印象に
残ったと言ってもらい、やりがいがあったなと感じました。今回のふれあい看護体験で
は、多くの人に協力してもらい自分自身の成長に繫がる経験ができたと思います。
今後、今回の体験で学んだことを無駄にしないように業務で活かしていけるようがん
ばります。
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高知県立丸の内高校 １年 刈谷 愛夢
私は今回初めて「ふれあい看護体験」に参加しました。
母に勧められてなりたいと思うようになった職業ですが、実際に

高知県立高知東高校 ３年 三好 海玲
私は今日初めて「ふれあい看護体験」に参加をさせて頂きま
した。最初はとても不安だったけれど、担当をしてくださった松下

はどんな事をしているのか全く知らなかったので、自分の将来の さんや下司さんが細かいところまで教えてくださり、車椅子や患
ためになるなと思い参加させて頂きました。

者さんが摂取している水

病院内はとてもきれいで設備も良く、何より人とのコミュニケー

分の飲み比べ、足浴など

ションを大事にされているのが伝わりました。

色んな楽しい体験をさせ

念願のナース服を着て、患者さんの様子を見たり足浴をさせて

て頂いてとても楽しかった

もらったり、普段ではできないような体験をさせて頂きました。

です。

車椅子は、種類の違うものを乗り比べて実際に乗ってみたり押

佐光さんも最初から最後

してみたりして、すごく楽し

まで、院内の施設の紹介

く印象に残りました。

や制服の違いなど色々な

午後からは、精神科の

ことを教えてくださって楽しかったし、勉強にもなりました。ケース

患者さんたちとフルーツパ

ワーカーになりたいという話しをした後に、病院にいる社会福祉

フェを作りました。

士さんに会わせて頂いた時とてもうれしかったし、看護師さんた

みなさん挨拶をしたらしっ

ちの患者さんとの話し方やコミュニケーションの取り方なども教

かり返してくれて、イメージ

えて頂いたのが、とても勉

していた患者さんとは違っ

強になりました。

ていたので驚いた反面ホッとしました。

お昼も、松下さん下司さ

精神患者さんに対する偏見をなくしてほしいと作業療法士さん

んと４人でご飯を食べるこ

も言っていたので、まさに私のような人たちに精神患者さんとは

とができました。お昼から

どのようなものか知ってもらった上で理解をしてもらうことが大事

の精神科作業療法の方で

だなと思いました。

行ったフルーツパフェ作り

今回の体験で、看護師

も、患者さんたちや皆と楽

はすごく大変で責任のある

しく果物を切ったり、スイカ氷を一緒にかき氷にするのがとても

仕事だけど、それに対して

楽しく、盛り付けもとても楽しかったです。

やり甲斐のある仕事でもあ
るということが分かりまし

反省会の時には上手くまとめて伝えることができませんでした
が、色んな細かいとこまで気遣って頂いたり、教えてくださってと

た。

ても勉強になり楽しかった

初めは６人だと聞いていた

です。

けど、２人になって手厚く指導を受けることができ、とても良い経

病院の方々が明るくて笑

験をすることができました。

顔いっぱいで素敵な病院

この度は、本当にありがとうございました。

だなと思いました。
患者さんとのコミュニ
ケーションを取ることの大
事さなども勉強になりまし
た。短い時間でしたが、とても楽しかったです。ありがとうござい
ました。
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５病棟お誕生会
Ｈ30.9.28（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
９月２８日、７・８・９月生まれの方の誕生会を行ないました。
３ヶ月に１回の行事ではありますが、今回も１０名の方のお祝いをしました。
前半はいつものようにカラオケで楽しみ、後半は皆さんでハッピーバースデーの
歌を合唱しました。そして、誕生日デザートということで、今回は作業室ベランダ
で収穫したサツマイモを使った『お芋モンブラン』を皆さんで食べてもらいました。
甘さもちょうど良く、美味しいデザートになり皆さん喜んでくれていました。

第３回 バリアフリーフェスティバル
H30.10.10（水）
高知県民体育館

主催：高知県精神保健福祉協会

精神科デイケア室 作業療法士 西 洋平
今年も高知県精神保健福祉協会が主催するバリアフリーフェスティバルに
参加してきました。今回で南国病院デイケアは３回目の出場であり、競技に
参加している選手も慣れた様子で競技に参加されていました。選手として出
場した利用者の感想としては、「様々な施設の方が来ており、色々な人と会
えてよかった。玉入れ競技で１位を取れたのが、大変嬉しかった」との話しが
聞けています。競技が盛り上がる余興として職員リレーが実施され、普段か
ら見慣れている職員の懸命に走る姿を見て黄色い声援や大きい笑い声を出
されていました。走った後には
「西さん以外と走れるがや」「足早いね」とお褒めのお言葉をいただくことが多かったです
(笑)。
最終結果としては優勝ではなかったですが、今回参加して利用者さんの表情も良く、楽
しまれている様子が見られたので、参加して良かったと思いました。また来年も参加し
て、連続出場ができたらいいなと思っています。

チーム編成
赤組

赤１ ： 藤戸病院 近森病院総合心療センター 広場そよかぜ
赤２ ： 愛幸病院 石川記念病院 高知鏡川病院

白組

白１ ： 同仁病院 海辺の杜ホスピタル インテグレーション
白２ ： 芸西病院 高知ハーモニーホスピタル 一陽病院 南国病院
（計１３施設）
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第22回 スピリットアート(高知県障害者美術展)
H30.10.5（金）～14（日）
高知県立美術館

主催：高知県・高知県障害者美術展実行委員会

精神科作業療法室 作業療法士 今城 恵理
今年も５病棟として、第２２回スピリットアート展に出展しました。
今年は、病院スタッフから寄付して頂いた大きな松ぼっくりを使用し、
『鷹』を表現した作品を作りました。
松ぼっくりはそのままでは使用できないため、一つずつ分解し、一枚の形
にしました。そして、下絵の『鷹』の各部位に合った大きさの物をボンドで
貼り付けたり、半分に切ったり、表面ではなく裏面を使ってみたりと工夫
をしながら『鷹』になるように制作していきました。鷹の背景には、お花紙
を小さく丸め『空』をイメージし貼り付けていきました。お花紙を丸める作
業は、簡単なようで綺麗に丸めることが難しかったですが、慣れてくると

共同作品 入選
「 高（鷹）く羽ばたけ 」

皆さん綺麗に丸められ、プロのようでした。長い時間をかけ制作した作
品は、見事入選し、会場にも飾ってもらえました。美術館に見学に行っ
た際、見に行かれた方々が飾ってあるのを見て感動されていました。あ
る方は、「一番うちの作品がえい」と言ってくれていました。長い時間は
掛かりましたが、大作が出来たことはとても良かっ
たと思います。来年も入選出来る様な作品を作
れたらと思います。

精神科デイケア室 看護師 山崎 礼華
第２２回スピリットアート（高知県障害者美術展）
にデイケアから個人作品４点、共同作品１点を出
展し、入選するには狭き門のところ個人作品入選
が１点、共同作品が入選という結果になりました。
毎年スピリットアートには出展していますが、今年
の共同作品もアート講師にアドバイスを頂きなが
ら時間をかけ制作しました。風船を膨らまし糊を
付けた新聞紙を風船に貼り付け型をとり新聞紙
共同作品 入選
「 トーテムポール 」

ボールを作り、メンバーさんが思い思いに新聞紙
ボールに顔を描き色彩豊かに色を塗り、各メンバー
の個性溢れる作品となりました。メンバーさんと共に

個人作品 入選
「 Ａ ＶＯＷ（誓願） 」

作品鑑賞に行き、自分の描いた顔や他メンバーさん
の描いた顔を見つけたりと作品を見ながら嬉しそうに話していました。
来年も出展できるようにメンバーさんと作品作りに取り組んでいけたらと
思っています。

全体的にレベルが高かった様に思えた。
個人作品が思わぬ残念だった。
来年にはグランプリ取りたいです。
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第28回 山田のかかしコンテスト
H30.10.20（土）～21（日）
高知県立鏡野公園

主催：香美市商工会・刃物まつり実行委員会
精神科デイケア室 看護師 宮﨑 智夫

今年もかかしコンテストに参加することができました。スピリットアート作品の一

「 おれたち首ですか？ 」

部を再利用アレンジし、制作期間は２～３日と短く参加メンバー全員で協力し
行ないました。テーマはいくつかある候補から｢おれたち首ですか？｣
に決まりました。作品とテーマがぴったりはまったという感じで、恐ろしく
もありユーモアたっぷりで、実際かかしコンテストを見に来ていた女性
は作品とテーマを見て笑っていたそうで、短期間での作品にしては上
出来ではないかと思いました。
結果、今年も２つの賞を頂くことができました。
他にもユニークでアイデアいっぱいの作品が会場には並び、特に１位、
２位、３位の入賞作品はさすがに手間暇かけ細部に渡り仕上げている
見事な作品となっていました。
メンバーM・Tさんより
かかしコンテストを見学して、
どの作品もすばらしかったです。１等、２等、３等賞はアイデア
が良くてさすがだなと思いました。
南国病院デイケアは制作日数も少なく、スピリットアート作品
の使い回しだったので入賞することはできませんでした。
また来年も頑張って出品します。

精神科作業療法室 作業療法士 今城 恵理
第２８回山田のかかしコンテストにかかしを出展してきました。
２ヶ月ほどしかない制作期間で、今年は『３０年後の日本！？』というタ
イトルで災害救助にまつわる作品を作り上げました。
主人公はロボット。災害救助をロボットが行なっており「３０年後には人型
ロボットが人命救助をするかも！？」という想定で、将来考えられる状況
を形にしました。主人公のロボット、救助を受ける人間はペットボトルで作
りました。２Ｌのペットボトルを中心に使用しましたが、なかなか目的の物
が集まらず病院スタッフや患者さんにもお願いし寄付してもらいました。
また、ロボットらしさを出すために目を光るように工夫したり、災害救助と
「 ３０年後の日本！ 」

分かるようにヘリコプターの絵を設置したりと様々行ないました。そして、患者さんにも
ロボットの組み立て、色塗り、人間の顔を書いたり･･･と様々手伝ってもらいました。結

果として、上位に入ることは出来ませんでしたが、参加賞として２つの企業から賞を頂き、週明けには患者さんとかかし
の見学にも行け、かかしの出来映えを見てもらうことも出来ました。立派に出来たかかしを見て、皆さん喜ばれており制
作して良かったなと思っています。来年も制作出来るよう、皆さんと話し合っていけたらと思います。
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美味しいリレー「梅シロップ」
栄養部主任 管理栄養士 杉本 和子

当院の精神科デイケアの恒例行事「梅シロップ作り」に、通所リハも今年
初挑戦しました。
病院の吉川農園の梅をデイケアから分けて頂き、梅２㎏と氷砂糖２㎏と
酢少々を８Ｌ瓶容器２つに分けて入れ、毎日、男性スタッフが上下左右
に容器を振って、約１ヶ月で完成となりました。
さて！出来上がったけど、どうしよう？かと悩みましたが、とりあえずは大
型冷蔵庫がある在宅栄養室へ持って行き、「預かってくれる？何にでも
使って～」とだけ伝え、あとは任せることにしました。
引き継いだ在宅栄養室は・・・在宅医療支援センターで稼動して１ヶ月
経ったばかりで、まさかの大量の梅シロップに驚きました。
これをどうする？と思いながらも折角なので早速味見をして、通所リハの夏のおやつ
に！といくつか考えてみました。
まずはそのままで使えるものから。
通所リハのおやつの飲物は基本ホットのため、お湯割りの試飲を繰り返し「ホット
梅」が出来上がり、飲み物メニューにプラスされました。
（通所リハ責任者が命名）
次に蜂蜜のような仕上がりまで濃縮して使ってみました。
杏仁豆腐のシロップ
ゼリーやバニラアイスのフルーツソース
かき氷のシロップ
シャーベット
（みかん缶やパイン缶と合わせてミキサーにかけ凍らせたもの）
*おやつ以外では酢の物や大根おろしなどへの隠し味にも重宝しました。
以上の主なメニューでいざ実食へ。
毎回、「皆さんが作った梅シロップを使っています！」とお知らせし、反応を心配して
いましたが、「えっ？あの梅ながや！」「喉ごしが良くて気持ちがえいね」
「暑い時にピッタリやね」「爽やかでえいね」等々と予想以上に好評でなに
よりでした。
猛暑だったこの夏、梅シロップがいろんな形で提供でき、夏バテ防止にも
一役買って、皆様に喜んで頂くことができました。
あれから３ヶ月経ち秋になり、梅シロップも残り少なくなり、ホット梅もあと
何杯かで終わりそうです。
第１回 精神科デイケア・通所リハビリテーション・栄養部の美味しいリ
レーは無事成功となりました。
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１泊２日職員旅行 島根
H30.9.26～27（水～木）
出雲大社・足立美術館・玉造温泉・境港
栄養部 管理栄養士 安岡 友見
島根コースの皆さんは、行きのバスから大盛り上が
りであっという間に島根に到着しました。
まずは出雲大社へ。今年取り替えがあった巨大なし
め縄には圧倒されました。恋の縁結びの神様で有名
ですが、人や仕事など色々な縁にも御利益があると
知り、良縁でいろんな人とつながっていられるようにしっかり祈ってきました。
その後は島根ワイナリーでワインを試飲し、ほろ酔いのまま旅館での宴会へ突入。
懐メロのカラオケでも大盛り上がりしました。
二日目の足立美術館は、評判通りのすばらしい庭園でした。また、横山大観の絵
画作品を間近で見ることができ、とても感激しました。
他部署の方とも楽しい期間をすごし、職員旅行に参加させてくださり、感謝して
います。
ひとつだけ心残りな事があります。それは金運が上がると言われている銅鳥居に
触れずに帰ってきたことです。気付いた時には集合時間でした。
楽しい二日間、ありがとうございました。

日帰り職員旅行 岡山
H30.10.14（日）
キリンビール岡山工場・美作農園ぶどう狩り体験
３病棟看護師 池内 和子
１０月１４日(日)に日帰り職員旅行へ子供たちと３人で参加させて頂き
ました。今回の行き先は岡山のぶどう狩りとドイツ村でした。子供たちは旅
行が近づくにつれ、「うわぁ～楽しみや！旅行もうすぐやね」と話していま
した。当日はお天気にも恵まれ、最高の行楽日和でした。
まずは、ドイツ村に到着し、以前より子供たちがやりたがっていたパットゴ
ルフへ行きました。１ホールを何度も交代で打つ二人は、なかなか進ま
ず、９ホールまでで残念ながら集合時間となったため、バスへ戻りまし
た。
それから、昼食をとりました。炊き込みご飯とブドウが大好きな長男は、
松茸ご飯の食べ放題では４杯も食べ、７種類のブドウを３皿たいらげまし
た。最後にぶどう園では台風の影響もあり、ブドウを狩る事はできません
でしたが、お土産に２房もブドウを頂きました。
普段はなかなか遊びに連れて行く事が出来ないので、今回、子供たち
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も一緒に参加させて頂き、本当に良かったです。帰りの車内で
は、「すっごい楽しかった！また、行きたい。」と笑顔で話してく
れました。
多忙な勤務の中、このような機会をいただき、ありがとうござい
ました。

トレランにハマる！
写真は 今秋、瓶ケ森にて
３病棟看護師 川村 直喜
「トレイルランニング」略して「トレラン」という言葉を聞いたこ

た。それにトレランは土の上を走るのでアスファルトより足腰

とがあるでしょうか？主に山の中等の自然の中を走るアウトド

に優しく、不整地を走ることで体幹やインナーマッスルが強

アスポーツのことです。街の中でのマラソン大会があるよう

化されるといった効果があるようです。何より四国は山が多く

に、山の中を走るトレイルランニング大会もたくさんあり、最近

登山口までのアクセスも比較的容易です。また自宅の近隣

は大会の数も全国的に増えているようです。

にある里山(低山)も、林道あり階段あり激坂ありとバリエー

私はもともとロードのジョギングをしていて、マラソン大会に
エントリーするようになり、ハーフマラソン・フルマラソン・ウルト
ラマラソンの大会に参加するようになりました。しかしランニン

ションに富んだコースが点在しており、場所選びには事欠き
ません。
走らない人にとっては、マラソンはしんどい、まして山を走る

グを続けるモチベーションが落ちだしたある時、たまたまＴＶ

となるともっとしんどいと思われるかも知れません。正直言う

で山を走る特番をみて「山を走るとタイムが伸びる？練習に

とトレランはキツイ・しんどい事が多いのですが、ならなぜ走る

なる？面白そう？」と安易に考え山に行くようになりました。

のか？と聞かれると、確かに大会に出るとモチベーションが

山を走るなんて、しんどい、危ないと思われる方もいるかもし

高くなること、ゴールの達成感が凄い！等がありますが、そ

れません。私も最初は山に怖いイメージを抱いていました

れだけが走る理由ではない気がします。やっぱり自然の中を

が、実際山に入り走りだすと、目まぐるしく変わる山の景色に

駆け回る楽しさが魅力かな？と考えたりしますが、楽しいこと

心を癒されたり、足裏で感じる土の感触に走る楽しさを再認

に理由は無いのかもしれません。おそらく、この楽しいトレラン

識させられたりと、山に対するイメージが変わるようになりまし

にしばらくは夢中だと思います。

ホームページもご覧ください

診療のご案内
診療科／曜日

脳神経内科 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

http://www.nankoku-hp.or.jp/
水

木

金

脳神経内科

吉村

院長

吉村

院長

院長

精神科

藤田

消化器内科
内科

速瀬

速瀬

救急指定 なし

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

院長

麻植(啓) 速瀬
麻植(啓)

玉元

速瀬

速瀬
※2
麻植(啓)※3

吉本

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。

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。

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

院長
吉村 ※1

※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

患
者
さ
ん
の
権
利

土

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

6,361
207
141
1,403
982
995

玉元

脳神経内科

面会時間 午前 9:00 ～ 午後 9:00

■診療実績 平成30年度7月～9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

火

午
前

8:30 ～ 12:30
1:30 ～ 5:00
8:30 ～ 12:30

なし
但し急患は診療いたします

■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)

月

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

