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新元号が決まり、激動の時代とも言えた平成が幕を閉じようとしていますが、
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皆様におかれましては様々な思いで新たな年度を迎えられたことと思います。
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お蔭様で当院はこの４月で開院５０周年を迎えることができました。５０周年は
一代で成し遂げられるものではなく、二世代に亘り地域の皆様、関係機関の皆
様、職員の皆さんからの温かいご指導、ご支援なくしては達成できなかったもの
であり、心より感謝を申し上げます。
４月１３日（土）には記念講演会、記念式典・祝賀会を行いました。記念講演

南国病院開院
4
50周年記念に寄せて

会では、高知大学医学部脳神経内科学教室古谷博和教授、神経精神科学
教室數井裕光教授より格調高い講演を賜りました。脳神経内科学、精神医学がこれからどう発展して

医療法人つくし会
5
南国病院開院50周
年記念祝賀会(職員)
第８回 看護部チーム 6
発表会

新人集合研修会
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医療ガス講習会
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いくのか、今後これらの分野を担う若い世代にどうあって欲しいかなど、重要なメッセージがたくさん詰
まった貴重なご講演でした。夜の記念式典・祝賀会には高知県知事、南国市長、県医師会長を含む
多数のご来賓をお招きして関係機関の皆様や地域の皆様にこれまでの感謝の気持ちをお伝えしまし
た。いずれも滞りなくとり行うことができましたが、数か月前から準備に携わって下さった職員の皆さんに
感謝いたします。
「つくし会」の名称は、病める人に尽くす、自らが春のつくしのように成長する、つくしが地下に張り巡ら
せる地下茎の如く強固な連携体制を築くことに由来しております。この「奉仕、自己研鑽、連携協力の
精神」が法人の理念として皆様に受け入れられ、微力ながらも今日まで地域医療に貢献してこられた
ことは幸せであり、また改めて責任の重さを感じています。

精神科デイケア活動
報告

9

新たなスタート

10

今年も、１月以降４月までに１４名の新規採用者をお迎えすることができました。医療従事者の確保
が難しい情勢の中、沢山の専門職の方々が当院を選んで下さり大変嬉しく思っています。当院は、
ワーク・ライフ・バランスの充実、女性医師の働き易い環境作り、多職種間のコミュニケーションを大切
にしたチーム医療の推進に向けた取り組みを行っていますが、これまで以上に働きやすい職場づくり、
多職種協働を進めていきたいと思っています。

ニューフェイスの紹介

11

当院の一番の強みであるチーム医療に新たな仲間が加わり、皆様が各部署で自分らしく活躍して下
さることを期待しています。開院５０周年の節目を迎え、決意を新たにし、地域に選ばれる病院として
精進してまいりますので、今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

診療のご案内

12
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医療法人つくし会南国病院開院50周年記念講演会
2019.4.13（土）14:00～16:30

医療法人つくし会 在宅医療支援センター・センターホール

開院５０周年記念講演会を終えて
理事長 中澤 宏之
開院５０周年記念行事として１年以上前よ
り検討しておりましたが、４月１３日（土）１４時

講演 Ⅰ
「これからの精神科医療と地域連携」
高知大学医学部神経精神科学教室
數井 裕光 教授

より開院５０周年記念講演会を開催させて頂
きました。当院の大きな節目の開院記念日
には、当院の専門性である脳神経内科学と
精神医学についての講演会を開催したいと
思い、私の母校の教授で日頃この分野で大
変お世話になっている、高知大学医学部脳神経内科学教室古
谷博和教授、神経精神科学教室數井裕光教授にお願いしたと
ころ快くお引き受け頂きました。当日は日頃より当院と連携を
取って頂いている高知大学医学部、地域の医療機関、介護福
祉施設、高知県や福祉保健所、医師会の方々を含め予想を上
回る１１４名のご参加を頂き、盛況な講演会となりました。
記念講演１では「これからの精神科医療と地域連携」と題して
數井教授よりご講演を賜りました。數井教授は、治療可能な認
知症がありそれをしっかり診断して遅れることなく治療すること、
進行する認知症であっても行動・心理症状と言われる周囲を困
らせる症状はケアの工夫で改善させることができること、幅広い
興味を持ち症状を深く観察しデータを積み上げていくこと、多職

講演 Ⅱ
「これからの脳神経内科」
高知大学医学部脳神経内科学教室
古谷 博和 教授

種や多機関での協力体制が大切であること、高知から発信でき
るプロジェクトを立ち上げたいこと、若い世代には初めての状況や困難な状況に立ち向かう勇気を持って欲しいことなど、重要なメッ
セージを発信して下さいました。
記念講演２では「これからの脳神経内科」と題して古谷教授よりご講演を賜りました。古谷教授は、脳神経内科学とはどういう学問
でどういった疾患が含まれるのか、他の診療科との位置関係はどうか、脳神経内科領域の代表的な疾患について一般の方にも分
かり易く解説して下さいました。分子生物学や遺伝子工学の発展によりこれまで治療法がなかった難病であっても治療可能な時代
に突入してきたこと、「治らないか（内科）」と揶揄されてきた脳神経内科学が「あきらめないか（内科）」の精神と医学の進歩により「治
るんでないか（内科）」へと変遷してきたことをユーモアを交えてお話しして下さいました。
脳神経内科学、精神医学のお二人の教授が揃ってご講演されるのはまたとない機会であり、参加して下さった皆様は最後まで興
味深く聴講していました。５０周年を迎えた当院にとっていずれも勇気づけられ、夢のある貴重なご講演でした。數井教授、古谷教
授、参加して頂いた皆様、本当にありがとうございました。
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医療法人つくし会南国病院開院50周年記念式典・祝賀会
2019.4.13（土）17:30～20:30

サザンシティホテル アンジェブラン

開院５０周年記念式典・祝賀会を終えて
理事長 中澤 宏之
開院５０周年記念行事として４月１３日（土）午後の記念講演
会の後、１７時３０分からは記念式典・祝賀会を開催しました。
尾崎高知県知事、平山南国市長、岡林高知県医師会長を始

から口にしておりましたが、これからも地域の皆様との信頼関係
を更に深めていきたいと思っています。
１７人のご来賓の皆様で盛大に鏡開きを行った後、中央東福

め多数のご来賓を含む合計１７７名の方々にご出席を頂きまし

祉保健所田上保健監より乾杯のご挨拶を頂きました。田上保

た。当日は沢山のお花を頂き会場となったアンジェブランは華や

健監は前理事長の頃から大変お世話になり地域医療の充実に

かな雰囲気に包まれました。

向けいつもご指導いただいておりますが、冒頭に触れたつくし会

まず、私から式辞として、関係機関の皆様や地域の皆様にこ
れまでの感謝の気持ちをお伝えしました。５０周年は一代で成し
遂げられるものではなく、二世代に亘る地域の皆様、関係機関

の名前の由来とその理念を詳しく述べられ当院の特色を紹介し
て頂きました。
祝宴の途中で、私から「南国病院の５０年を振り返って」と題し

の皆様、職員の皆さんからの温かいご指導、ご支援の賜物であ

たスライドショーを行いました。開院当初の写真を探すのに苦労

り深く感謝を申し上げました。尾崎知事、平山市長、岡林会長

しましたが、施設・設備、記念行事、受章・受賞、学術・研修、

からは、それぞれ過分なご紹介や励ましの言葉を頂きました。い

医師会活動・社会活動、院内外行事の６つのテーマに分け、６

ずれも長年に亘り地域に根差した医療活動をしていること、地域

３枚の写真を用いて当院の５０年間の歩み、思い、感謝の気持

貢献を理念としていること、職員とその家族を大切にしていること

ちをお伝えしました。その後、幹部職員を紹介させて頂き、今後

を評価して頂き、感激して拝聴しました。また、当日ご参加頂け

のご指導、ご鞭撻をお願いしました。今回の式典には特別なアト

なかった来賓の方々からも暖かい祝電を頂きました。

ラクションは準備せず、当院を身近に感じて頂くため、敢えて手

次に、地域住民の代表として山崎地区自治会会長の山中良

作りのスライドショーを行いました。

成様に記念寄付をさせて頂きました。昭和４４年の病院開設当

最後は、できるだけ多くの皆様へお礼を申し上げるため全ての

初には地域住民の皆様に多大なご理解、ご協力を頂き、またこ

テーブルを回らせて頂きましたが、皆様より沢山の励ましのお言

の５０年間も温かく見守って下さりご支援を頂きました。これまで

葉を頂きました。祝宴は終始なごやかな雰囲気の中でとり行わ

の感謝の気持ちを込めて金一封を寄付させて頂きました。前理

れ滞りなく終えることができました。ご参加の皆様、準備に関わっ

事長は特に地域の方々との交流を大切にし感謝の言葉を日頃

た職員の皆さん、本当にありがとうございました。
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南国病院開院50周年記念に寄せて

副院長 在宅医療支援センター長

副院長 内科部長

吉村 公比古

速瀬 啓純

２０１０年から南国病院に勤務す

開院５０周年おめでとうございま

るようになり早１０年目にこの１０月

す。私は入職して２年の新米副院

から入ります。前任者である高橋先

長ですが、２年間この病院で仕事

生が、院長と共に難病の特殊疾患

をさせていただくと多くの方たちに祝

病棟を立ち上げ、人工呼吸器患者

福されて５０年の節目を迎えること

さんなども一般病棟で普通に見ら

ができた理由がわかります。

れる体制を看護教育を通し作った

それは、人のために尽くす『利他』

ものを引き継いだだけで、何とか維持してきた気がします。新た

の精神が根幹にあるからです。現代社会は余りにも『自利』の思

に臨床工学技士を採用して、人工呼吸器も１０台以上管理でき

想が強く、自己の利益になるなら周りとの融和など顧みることなく

るようになったり、リハビリスタッフの増員などから、患者さんのＡ

暴走してしまう個人や企業が多く見受けられます。しかし、強い

ＤＬ面の向上、レスパイト入院やリハビリ入院など様々なニーズに

『自利』の姿勢が長い期間は続かないことは数千年の歴史が証

応えられるようになって行ったと思います。今後もこの体制・状

明しています。キリスト教に関係した言葉に「人は人のために生き

態の維持、発展に努めていきたいと考えています。

てこそ人」、仏教に「二利双葉」（人のために尽くすことは自己を

５０周年、おめでとうございます。

高めること）という言葉があるくらいですから。これらの言葉は当
医療法人つくし会の命名の由来と重なるところがありますので５０
周年を迎えられたことは自然な経過と言えるのかも知れません。
わが国は世界トップレベルの社会保障制度を戦後の約半世紀
で構築することができました。その背景には戦後のベビーブーム
による人口（生産年齢人口）の増加があります。しかしながら、生
産年齢人口は３０年前から減少に転じていますし、今から３０年
後には総人口も現在の約６割となることが予測されています。国
のかたちを保つために多くの外国人労働者を受け入れて帰化を
認めていかないといけない状況です。そのなかでの医療と福祉
であり、これからの厳しい状況は避けることはできません。
ただ、当院には『利他』のこころが根付いており、優秀な人材が
沢山いることは事実です。医療法人つくし会の理念のもとに力を
結集して、多くの難局を超えて未来に向かって行くことは間違い
ありません。私も老兵ではありますが、気力・体力の続く限りは皆
さんと一緒に歩ませていただくつもりです。
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医療法人つくし会南国病院開院50周年記念祝賀会 永年勤続者表彰
2019.4.17（水）18:00～20:30

グレース浜すし

診療支援部医療技術課

診療支援部リハビリテーション課

永年勤続

精神科デイケア室 准看護師

永年勤続

臨床検査室長 臨床検査技師

４０年以上

宮﨑 牧

３０年以上

小松 則子

３名

南国病院開院５０周年おめでとうご

６名

南国病院開院５０周年おめでとうご
ざいます。

ざいます。
この度は表彰していただき誠に

このおめでたい席にて、永年勤

ありがとうございます。永年勤務

続者表彰を頂き本当に有り難う

することができたのは、先代理

ございました。

事長先生や現理事長先生、そ

学校卒業後、縁あって南国病

して一緒に働いてきた職員の皆

院に就職して３５年、日々変化し

さまのおかげだと感謝しておりま

ていく医療の現場で、私の力不

す。これからも精進して勤めて

足から何度となく困難に直面す

いきたいと思いますのでよろしくお願いします。

る事もありましたが、何とか今日まで勤める事ができました。私
なりに、ただ精一杯に努力してきたことがこの永年勤続表彰と
いう形に繋がったのだと感慨深い思いです。

看護部長 佐光 真由美

永年勤続
２０年以上
１２名

２０１９年４月１７日「医療法人つくし
会南国病院開院５０周年記念祝賀
会」におきまして、２０年以上永年勤
続者１２名の表彰の場を設けて頂き

様に助けて頂いたからこそ、辿り着くことができたものと深く感謝
しております。
そして、今日まで私の原動力となりずっと支えてくれた家族と
頑張ってきた自分自身を褒めてあげたい気持ちです。

ありがとうございました。４月１３日

あと何年勤めさせて頂けるか分かりませんが、これからも病院

には、「開院５０周年記念祝賀

の発展のために微力ではありますが、私にできる事を一生懸命

会」が開催され高知県知事 尾

努めて参りますので引き続き宜しくお願い致します。

崎正直様、南国市市長 平山耕
三様、高知県医師会会長 岡林
弘毅様を始めたくさんの方々のご
出席を賜り心温まる素晴らしい祝
賀会でした。５０年の長きに亘る南国病院の歴史に改めて触
れ、先代理事長中澤誠一郎先生の在りし日の姿が走馬燈のよ
うに思いだされました。
２０年以上永年勤続者一同、初心を忘れる事無く定年退職を
迎えるその日まで、中澤宏之理事長が目指すビジョン、人事ポ
リシー、期待人材像にベクトルを向け「患者ファースト」を胸に精
進して参ります。

これも偏に、院長先生を始め先生方や、諸先輩、同僚の皆
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第８回 看護部チーム発表会
2019.3.5（火）
南国病院本館 多目的ホール
「看護部チーム会の振り返り」

医療機器チーム

教育担当師長 医療安全管理者 大黒 千明

外来准看護師 吉本 吉野

看護部チーム会（教育・感染・医療安全・褥瘡・記録・医療機
器・嚥下摂食）の活動がはじまり早いもので９年が経ちました。

人工呼吸器回路交換についての
スキルアップ

毎年、各チームで年間目標を立て計画し目標が達成できるよ

今回人工呼吸器回路交換を看

うＰＤＣＡサイクルを回し取り組んでいます。近年では業務改善や

護師スキルアップのために取り組み

品質管理、コスト削減などを考慮した目標も有り、意識の向上が

をしました。臨床工学技士着任後

図られて来ました。

は回路交換を任せきりになりがちで、看護師側で呼吸器を扱う

チームメンバーも今まで以上に目標達成に向け、一人一人が積

機会が少くなく、夜間トラブルがあった時など不安の声があり、

極的に取り組む姿勢が見られ、毎月のチーム会ではいろんな意

看護師が対応できるためにも、交換日に担当看護師が臨床工

見が出され、活発な意見交換の場になっています。

学技士に声掛けをして、見守りや指導を受けながら行うようにし

また、チーム会立ち上げ当初は看護部だけの活動になっていま

ました。実際に回路交換をすることで呼吸器に触れる機会が

したが、他職種の方の協力を得ることができ、アドバイザーとして

増え、異常時の気付きや違和感などの対応もスムーズになり、

チーム会にも加わって頂くようになりました。

呼吸器に対する意識も高まってきていると思います。また臨床

最近では他の施設や、業者の方の協力を得ることも多くなりまし

工学技士により日常のラウンドで気付いた事をメモ書きをしても

た。

らう事により、看護師同士の声掛けも増えたように感じます。今

これからも各チームが現場の意見を集約し、患者様第一の医

後も呼吸器を使用される患者さんが安心して療養できるように

療、看護、介護に繋げて行きたいと思います。

看護師の呼吸器に対する意識付けをして行きたいと思いま
す。

医療安全チーム

感染対策チーム

３病棟看護師 石田 嘉代子

３病棟看護師 田井 計行

平成３０年度 医療安全チームは活動内容を以下の３点とし
ました。
①転倒・転落のリスクに関してアセスメントシートの見直しと改訂
②平成２９年度に見直されたインシデントレポートの実施・検討
③職員の医療安全意識定着に繋げるため、指差し呼称の徹底

今年度の目標を主に２つ上げ活
動してきました。
まず手指消毒剤の使用量の増
加について上げました。
当院ＩＣＴと高知赤十字病院と地域の病院とで合同カンファレン
スを行い、平成２９年度手指衛生サーベイランスの結果が報
告されました。
その結果、当院の一患者あたりの手指消毒剤の使用回数が１
７施設の平均値を下回っており、取り組みを強化していく必要
がありました。平成３０年度に入り、各病棟の使用回数の目標
値を設定し、手指衛生の強化に取り組みました。
各病棟で使用の周知徹底を図る中、平成３０年度上半期まで
の中間報告では目標値に達していない病棟が多かったです。
しかし、使用回数については昨年度より増加している病棟が多
く見られました。
２番目の目標として栄養のイルリガートルや吸引瓶、尿器等
の消毒方法を各病棟で統一していくについて上げました。今ま
で統一できていませんでしたが、現在は各物品の消毒の時
間、濃度を決めて表示し適正な消毒ができるように取り組んで
います。
看護補助者も加わったチームで今後も継続して目標値の達成
と感染拡大防止に取り組んでいきたいと考えています。

具体的な取り組みとして、以前より使用していた「転倒・転落ア
セスメントシート」は、当院の特殊性が反映されていないという問
題点があり、当院独自のものに見直してはどうかと言う提案があ
りました。本年度より理学療法士、病棟師長と主任、医療安全
管理者、医療機器安全管理者、医療安全チームが関わり改定
をすすめ、現在は２病棟と３病棟で新しいものを活用していま
す。今後は、５病棟でも使用できるよう引き続き改善していきた
いと思います。
インシデントレポートは必要な項目を残し、簡素化することで書
きやすいものに改善してきました。今後さらに使いやすいものに
するために、引き続き皆様のご意見をお願いします。
指差し呼称については平成３０年９月と１０月に月間目標に掲
げ、全職員への意識付けを図りました。この期間に留まらず引き
続き指差し確認を実施して、さらに安全意識を高めて頂きたい
と思います。
以上を平成３０年度の医療安全チームの活動報告とします。
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褥瘡対策チーム

摂食・嚥下チーム

３病棟看護師 川村 直喜

５病棟准看護師 前田 聡

褥瘡対策チーム会ではポジショニン

摂食・嚥下チームの平成３０年の主に

グ用のクッション選定を終了し、ケー

行った活動は、中止していたお食事廻

プ社からのリースを決定しました。 ７

診を再開しました。なぜ再開したのか？

月１２日全体個数２１８個で使用を開

窒息のコードブルーが続いたために再

始しました。また、導入に対し現場の協力体制を整えるため、

開しました。違う病棟では患者様の名前も解らず緊張して食事に

ケープ社による研修会や池上理学療法士によるポジショニング

集中できないかも知れない等あり、一旦中止しましたが再度窒

「姿勢と動き」研修会を実施するなどし、導入に対する体制強

息のコードブルーが続いたため再開しました。

化に取り組んで来ました。しかし、適切なクッションの選択、自

食事中の姿勢、摂食状態を観察し対象者に応じて姿勢を正した

室内での保管方法や洗濯による紛失等問題が発生してきてお

り補助具の提案、食形態の変更を勧めたり、介助時のポイントを

り、管理方法について検討していく必要性があり今後の課題で

助言しました。

す。

訪問看護では問題になるケースが少なく、対応も自宅なので食

新しい治療（褥瘡ケア）への試みとして難治性の褥瘡患者に

事廻診はせず経過できてます。

対し局所陰圧閉鎖療法（ＮＰＷＴ）が行われた折も、高知赤十

香川県高松医療センターでの四国摂食・嚥下障害研究会に

字病院の医師の指示の下に積極的に治療実践に関われ、左

チームからも出席し、言語聴覚士による演題発表も行いました。

前腕難治性皮膚潰瘍という創を治癒させる事ができました。平

来年度も食事廻診を継続し、更に内容を充実させていきたい

成３０年度は、褥瘡発生件数・治癒率ともに平成２９度と比べ、

と思います。また、当院は神経難病患者様が多く入院されてお

著しい違いは見られませんでしたが、今後も引き続き統計をとり

り、四国摂食・嚥下障害研究会への参加、及びセミナー講演会

つつ、褥瘡ゼロを目指した働きかけをしていきたいと考えていま

に参加して、当院に見合った物を取り入れて行けば良いと考えて

す。

います。

記録チーム
２病棟看護師 齊藤 由佳
各病棟から
① 夜勤記録は固定なのか
② フェイスシートで文字入力できる
ようにしてほしい

教育チーム
３病棟看護主任 山本 裕佳
平成３０年度の教育チーム会の主な活動としては
① 看護部研修会の実施
② ナーシングスキルによる看護手順書の見直しと修正を実施し
ました

③ 患者カードの情報共有方法につ
いて意見があり、話し合った。

① 看護部研修会の研修内容は現場でのケアに活用できることに
重点をおき選択しました。今後もｅラーニングによる研修・実

① 夜勤記録はイベント発生時に。イベントがなければ、２２時・２
時にそれぞれ巡視の様子を記録する。
② フェイスシートは現段階では対応が困難とのことで、現状の
まま使用となる。
③ 患者カードは必要な情報収集が、確実に入院時に取れるよ
う、また各部署で情報共有できるようにするため、アレル
ギー・食事内容・入院時検査についてチェックできる項目を
追加した。
また現在、転倒・転落アセスメントシートを見直し、試用途中。
記録チームでは今後も他部署との情報共有が円滑に確実に
行えるよう、正確でわかりやすい記録となるよう、チェック・検討
を行い、活動していきます。

技を取り入れた研修、外部講師を招いた研修なども増やして
いき参加意欲のわくような研修会を開催したいと考えています
② ナーシングスキル導入により、いつでも手技をオンライン上で
確認できる環境を整え、標準的な看護手順を浸透させること
により均質な看護の提供をし、看護の質の向上を目指してい
ます
次年度の予定としては、４月に新人スタッフの増員も決まってい
るため新人教育の強化への取り組みを考えており、実務で活用
できる内容の研修会などの開催を検討中です。
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新人集合研修会
2019.4.1～3（月～水）
南国病院本館 会議室
看護部長 佐光 真由美

張っていこう、と思いました。

２０１９年４月１日から３日間、看護部９名（内新卒２名）、リハ
ビリテーション課１名（新卒）、事務部３名計１３名を対象として、

３日間、本当にありがとうございました。

２０１９年度新人集合研修会を実施しました。オリエンテーショ
ン、管理的側面、技術的側面からのアプローチを各講師の方々
にお願いをし、年々その講義の内容も充実が図られています。
数名の新卒を迎え、現場は管理者を筆頭として『育てる』を合
い言葉に日々取り組んでいます。
研修会の感想を少し覗いて見ました。
① 「新人の看護師として働いて行く上で、分からない事や疑問に
思う事は積極的に質問をしていきたいです」
② 「受け身の姿勢ではなく、自ら学ぶ姿勢を持って自己研鑽に
努めていきたいです」
③ 「本当に自分を改め直して、変わらなきゃいけない季節だと感
じました」
④ 「感染を防ぐ標準予防策の基本をキチンと身につけていきた
いと思いました」
⑤ 「アクシデントに繋がりやすい所はないか等、常にアンテナを
張っておく必要があると感じました」
⑥ 「３日間の研修を振り返り、患者ファースト達成のために知識・

訪問看護ステーションおおそね
保健師 看護師 ハオ エマヌエル Ｔ
大学附属病院、訪問看護ステーションでの
勤務を経て当院に入職、訪問看護ステーショ
ンで１月より訪問業務をしております。当事業
所では、南国病院の脳神経内科・精神科・一
般内科の患者様だけでなく、他院よりご紹介
頂いた種々の疾患を持つ患者様の自宅での
ケアを行なっております。
看護職は、一人でケア業務を行うことが多々あります。その
際、経験が長くなる程、並行して複数の業務を行う多忙な中、
マニュアル等の標準化されたケアを省略し、患者様への会話ひ
とつとっても自己流でやることがあります。
院長先生をはじめとし看護部長、その他の管理者から研修を
して下さり、看護のプロフェッショナルとして初心に帰り、組織の
理念・方針を理解し、スタンダードプリコーション等の感染予防、

技術・態度を研鑽していこうと胸に刻みました」
等々、文面からも各講師の思い，熱意がしっかり伝わっている事

患者様への接遇、個人情報の取り扱いなど、メンバーとして組
織の目標を達成できるような人材になる決意ができ、有意義な

を嬉しく感じました。

研修となりました。皆様に感謝致します。

１３名の新人スタッフに負けないよう、南国病院のスタッフ先住
者としての私達は、南国病院のビジョン・人事ポリシー・期待人
材像にしっかりとベクトルを向け新人スタッフの後押しができるよ
う努力を重ねていきます。

事務部 総務課 保清
片岡 裕美
医療安全対策について
医療安全対策委員会が設置されたのは、患者取り違え事故

診療支援部リハビリテーション課
作業療法室 作業療法士 大野 亜由美
４月１～３日にかけての３日間、オリエンテー

が起きてからだとか。それ以前に無かったことが不思議に思えま
す。

ション・管理的側面・技術的側面の項目につ

私は、医師でも看護師でもありませんので患者さんの立場での
考えですが、患者さんは全面的に医師を信用し、看護師を頼り

いて新人集合研修を実施して頂きました。
話の内容をきちんと理解できるか？と緊張し

にしています。病院でミスがあるとは思ってもいないんです。
でも、人は誰でもミスをします。その時にどう対応するかが大切

ながら臨みましたが、資料も分かりやすく、専
門的な所は用語の説明や図解もして頂き、とてもわかりやすく、

な事です。患者確認は勿論ですが、指さし確認。（これは自分の

安心して参加することができました。また、研修では、一番最初
に病院の理念や方針、概要と共に前院長の目指したもの、ビ
ジョンなどを説明して頂きました。その後の研修内容はそれを頭
に置いて聞くことができたため、知識としてだけではなく、この病
院で働く上で大切なことだと実感しながら学べました。
これから働いていく上で、理念や方針を大切にしながら、技術
面・管理面でも研修して頂いたことを念頭に置いて気を付けなが
ら、接遇でおっしゃられていたような人との関わり方を意識して頑

仕事にも活かしてみようと思っています。）そしてチームで助け合
うという事が一番大切だと思います。自分では気付かない事で
も、他者は気付くかも知れないし、解らない事をすぐに聞ける体
制にしておくことが必要です。質問があれば何でも私に聞いてと
いう気持ちで先輩、チームのみんながハグをするように両手を開
くような姿勢でいてくれる事が安心安全な環境を作ることに繋が
るのではないかと思います。
とても有意義な研修会でした。参加させて頂いて、意識が変わ
りました。ありがとうございました。
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医療ガス講習会
2019.2.12(火)
南国病院本館 多目的ホール
学術研修委員会委員長 精神科部長 玉元 徹
２０１９年２月１２日（火）に行われた院内学術研修会の医療ガ
ス講習会についての感想です。

ことがらは、圧力計は正面から見ない
という鉄則です。我々理系の人間の多

例年通り四国アセチレン工業

四国アセチレン工業(株)
所長 櫛田 正利 氏

湧いてきます。今回一つ印象に残った

くは計測器は正面から見ないと誤差が

（株）所長の櫛田正利さんにご講

出るという意識が強いと思いますの

演いただきましたが、いつもいつも

で、かなり気をつけないといけないと感

新しい写真やカラフルな資料を準

じました。それから相変わらずボンベの

備していただいて、わかりやすく重

色の区別については毎年ながら、気になります。酸素は黒で、二

要な点を強調して教えていただい

酸化炭素は緑ですが、酸素の配管の色は緑なんですね。吸引

て、非常に勉強になりました。毎

の配管は黒というような具合で紛らわしいことが問題です。しかし

年のことですが、重要ですが忘れ

ながら、これらを替えるとなると、多くの機関の機器や配管を総

やすい事柄が多く、毎回頭にたた

入れ替えする必要があり、大問題となるようです。これは今年の

き込もうと頑張っています。間違

講習会では出てこなかった話題ですが、前々回まではかなり注

いがあると大惨事になる事柄です

目された話題だったと思います。重要なのであえて出させて頂

ので、気を引き締めてかからないといけないという思いがいつも

きました。櫛田さん毎年ありがとうございます。

第２３回 ほっとソフトバレーボール大会

第９回 ＤＡＹ展

2019.3.7(木) 高知県立障害者スポーツセンター
主催：精神保健ボランティア ほっとはあと

2019.3.12～14（火～木） 高知市文化プラザかるぽーと
主催：高知県精神科デイケア連絡会

診療支援部リハビリテーション課 精神科デイケア室

診療支援部リハビリテーション課 精神科デイケア室

作業療法士 西 洋平

看護師 山﨑 礼華

３月７日に開催されたほっ

３月１２日から１４日まで行われたＤＡＹ展に今回も共同作

とはあとバレーに参加してき

品、個人作品を出展し、２作品とも入賞をいただきました。共同

ました。今回は楽しんで行う

作品のタイトルは「世界名作劇場」であり、誰にでも親しまれてい

ということを重視し、試合も

る作者の絵を自分の作品として描き、自分自身を表現するよう

みんなが参加できるように

に描いてみました。利用者さんからは「細かく描くのは難しかっ

全員バレーで２試合行いま

たけど一生懸命色使いを考えながら美しく仕上げてみた」と言

した。去年優勝しているとい

われ、かるぽーとで作品を飾るときもみんなで試行錯誤しなが

うこともあり、選手宣誓を当院が任されており、任され

ら美しく飾れるように考えながら飾

た選手はしっかりはきはきと言うことができ、普段のデ

りました。ＤＡＹ展での感想では

イケアでの光景とは違う選手を見ることができまし

「色々な作品があり、中々見応え

た。試合では負けてしまいましたが、主催のほっとは

があった。書道とかは普段やって

あとさんから「ハッスル賞」をいただき、選手宣誓を

いないので出してみたい」と言わ

行った選手がもらう形となりました。参加された選手

れ、次回の作品制作意欲をかき

は、「勝てなかったけど参加できてよかった。」「商品

立てるような見学になったと思いま

をもらえてよかった」など前向きな言葉が聞かれてい

す。次回もＤＡＹ展には出展予定

ました。今回は負けてしまいましたが、次回参加する

なので、入賞以上の賞がもらえる

時はパワーアップして優勝ができるように練習を頑

ように日々創作に取りかかりたいと

張って行きたいと思っています。

思います。
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新たなスタート

【 看護主任の抱負 】
２病棟看護主任 石川 裕子
この４月より主任となった石川です。心得と
して一年が経過しましたが、現場のリーダー
的存在となり日々の業務を担い、スタッフに
対して適切な指導・言葉掛けができていただ
ろうかと悩む日々も少なくなかったように思い
ます。そんな一年の中、振り返れば師長・主
任、また病棟スタッフの支えがあったからこそ
成長させて頂き、今の自分があると思っています。
２病棟は４月から新人２名が加わり計２９名のスタッフでスタート
しました。自分が入職した時、神経難病看護の難しさ等いろんな
心の葛藤があった事を今でも思い出します。そんな経験があり、
悩んだからこそ新人ナースにとっていつでも相談しやすい存在を
目標にこれからも成長していきたいです。

２病棟看護主任 西川 慎一
主任心得としての一年、日々の業務にただ
追われていたような気がします。そんな日々
の中でも、主任という中間管理職としての学
びをスタートさせることのできた一年でもあり
ました。
４月より主任としてのスタートを切り、自身の
役割の重さも感じています。師長・主任ととも
に、長所を活かし短所は補い合いながら、スタッフが難病看護に
やりがいを見いだし、患者さん・家族が、安心して過ごせる病棟
を目指したいと思います。
神経難病看護では患者さんの身体面や精神面、周囲の環境な
ど様々な場面で「気づき」が必要だと感じています。主任としての
これからは、その気づきの視野を意識し努めて行きます。
まだまだ看護師としても成長が必要であり、至らない点があるか
と思います。今後ともご指導宜しくお願い致します。

３病棟看護主任 山本 裕佳
４月より３病棟の主任職を拝命いたしました
山本です。主任心得として井土師長、豊永
主任、スタッフの皆様にサポートしていきなが
らなんとか１年経過することができました。主
任としての役割・業務などまだまだ覚えること
も多く、苦手なこともたくさんありますが、少し
ずつ克服し成長できるよう努力してまいりま
す。
今後も師長、主任、スタッフと協力し合い良い職場作りをし、患
者様に安全・安心・満足のいく看護の提供ができるよう努めさせ
て頂きたいと考えています。まだまだ力及ばぬことも多いです
が、一歩一歩邁進していく所存ですので、どうかご指導ご鞭撻の
ほど、よろしくお願い申し上げます。

５病棟看護主任 小松 匡輔
４月より５病棟主任を拝命いたしました。
主任心得から９ヶ月経ちましたが、はたしてこ
れでいいのかと模索しながらやってきました。
日々の業務に追われ、主任としての役割も
あまり果たせていなかったのではないかと思
うのが正直なところです。これからも自己研
鑽し、病棟全体で成長し、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い環境作りを考え、患者
ファーストで精神科看護を提供していけることができるよう努力し
ていきたいと思っています。
まだまだ、至らないことも多くご迷惑を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しくお願い致します。

【 事務部長の抱負 】
事務部長 中川 博文
昨年４月に事務部長心得職を拝命し、
１年を経て、晴れて本年４月１日より心得が
取れ、事務部長職を拝命することとなりまし
た。
昨年は通常の事務部長職の業務に加え、
５０周年記念事業の準備や夏には大規模地
震時医療活動訓練への参加等も重なり、１年目からかなりの負
荷がかかる１年であったと思います。
多忙な１年で深夜にまで業務が及ぶこともありましたが、「粘り強
く努力することは成功の確率を上げるために必要な事」と、イー
ロン・マスクの言葉に励まされながら、先人達に追いつけるよう
努力を続けてきました。「働き方改革」に逆行した考え方かもし
れませんが、少しでも早く先人達に追いつき、追い越せる様、こ
れからも努力を惜しまず邁進していく覚悟です。

【 事務主任の抱負 】
事務主任 桑原 三和
昨年、事務主任心得を任命され早くも１年
がたってしまいました。何から取りかかってい
いのやら分からないことも多々あり、ご迷惑を
おかけしたこともあるかと思いますが１年経過
することができたのは、どんな時も快くサポート
していただいた周りの職員の存在あってこそだ
と思っております。
事務部は長年の課題でもある〝残業時間の削減〟を目標に掲
げ、まずは事務室内の業務改善や体制づくりなどをできる範囲
から取り組んでおります。その結果、残業時間についてはだいぶ
減少してきたのではないかと思っております。
あとは接遇力ＵＰへの取り組みも課題となっておりますし、来年
は診療報酬改定があり、正確な請求を目指し、個々の知識向
上に向け査定返戻を減少させていく努力をしていきます。まだま
だ力不足ではありますが精一杯努めてまいりますので、ご指導ご
鞭撻のほどよろしくお願いします。
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【 薬剤課長の抱負 】
薬剤課長 椎葉 貴行
このたび薬剤課長を拝命いたしました。１年
前私が所属長になった時期に当院は外来患
者さんの処方が院内処方から院外処方にか
わりました。院外処方になる前の当院薬局は
朝から晩まで調剤業務と調剤内容の監査業
務に多くの時間を割いていました。薬という
「物」と関わっている時間が長い現場でした。現在ももちろん

「物」と関わる業務も少なからずありますが、以前に比べると
「人」と関わる業務の時間が増えました。私は所属長として院内
の他部署や院外薬局などとの連携や、他職種の方に薬に関す
る情報提供などの活動を今まで以上に行っていくべきだと思い
ます。また、人数の少ない部署ですので、現場の一人の薬剤師
としても、患者さんのアドヒアランスや薬物療法の質の向上に力
を注ぎたいと思います。力不足でご迷惑をおかけすることがない
ように研鑽を積んでいきたいと思っています。これからもご指導
のほどよろしくお願い致します。

ニューフェイスの紹介

【 看護部 】
津田 真優
①２病棟 看護師
②２０１９．４．１
③４月から２病棟に配属となりました。看護師
として働き始めたばかりで、不安や緊張するこ
とが多く、日々の業務を覚えるのにも必死で
す。けれど今一生懸命知識や技術を身に付けていることが看護
師として自分が成長しているのだと感じられるため、頑張ることが
できています。これからもたくさんの経験を積んで学んでいきな
がら、根拠に基づいた看護を提供できるように、また人から信頼
される看護師を目指して日々努力をしていきたいと思います。

谷口 祐香
①２病棟 准看護師
②２０１９．４．１
③今回、南国病院５０周年記念と同時に、４
月１日から准看護師として２病棟に勤務させ
て頂くことになりました。私は、２年間ほど前に
看護補助者として働かせて頂きました。知っ
ている方もいますが、また新たな気持ちで看
護師として一から頑張って行きたいと思います。看護の責任の
重大さ、知識、技術も身につけて日々学び成長へとつなげてい
きたいと思います。

【 診療支援部リハビリテーション課 】
大野 亜由美
①作業療法室 作業療法士
②２０１９．４．１
③今年新卒でこちらの病院に入職し、作業療
法士として勤務しています。
リハビリテーションに関わる職種の先輩方はも
ちろん、医師の先生方や看護師をはじめとした病棟スタッフの
方々に勉強させていただきながら、神経難病の方にとって、作
業療法士として何ができるか、何がその方のためになるのかを
常に考え経験を積み、一日も早く一人前の戦力として業務に貢
献できるよう頑張っていきます。

幸﨑 晃人
①３病棟 看護師
②２０１９．４．１
③４月１日より３階病棟で働かせて頂いてます、幸﨑です。看護
師経験は１０年で療養病棟での経験が主です。看護師経験の
中で神経難病の患者様を受け持つ事はほとんどなく分からない
ことも少なくありません。また病棟に慣れるまで沢山迷惑をかけ
ると思いますが、ご指導の程よろしくお願いします。
趣味は、バイクツーリングと旅行（国内・国外）です。

髙橋 佳奈
①３病棟 看護師
②２０１９．４．１
③３病棟に配属となりました、髙橋佳奈です。私は、患者さんと
その家族の気持ちに寄り添いながら、温かい医療を提供できる
ような看護師になりたいです。知識や技術はまだまだ未熟です
が、優しい先輩方に支えられながら日々頑張っています。

大山 千賀
①５病棟 看護師
②２０１９．３．１５
③３月より入職し５病棟に勤務しております。
以前は臨床、教育分野で経験がありまた、現
在も学生でもあります。
１日もはやく業務をこなし戦力になれるよう、患
者さんの入院生活のサポート支援をしていけるようがんばりま
す。よろしくお願いします。

【 事務部 】
片岡 裕美
①総務課 保清 ②２０１９．４．１
③病院で働くことも初めてですし、保清という職種も初めてで不
安もありましたが、日々周りの先輩方が一つ一つ仕事を丁寧に
教えてくれるので、頑張っている最中です。
講習での自己研鑽、患者ファースト、接遇など教えて頂いたこと
を忘れずに、病院が清潔で明るく保たれるよう努力して行きたい
と思います。宜しくお願い致します。

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
リハビリテーション科
診療科目
◆内
科 ◆消化器内科
◆放 射 線 科
月～金 午前
診療時間
午後
土
午前

http://www.nankoku-hp.or.jp/
月

火

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

午
前

8:30 ～ 12:30
1:30 ～ 5:00
8:30 ～ 12:30

土
院長
吉村 ※1

玉元
速瀬

麻植(啓)

脳神経内科

院長
速瀬

速瀬
※2
速瀬
麻植(啓) 麻植(啓)※3

吉村

休日診療 なし （但し急患は診療いたします）

予約診療 全科予約診療となっております
救急指定 なし

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
■診療実績 平成30年度
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

玉元
赤松

26,143
1,137
142
5,430
4,254
4,173

玉元
吉本
麻植(淳) 麻植(啓) 麻植(淳)

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。

患
者
さ
ん
の
権
利

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
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お
願
い

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
■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)

精神科

午
後

面会時間 午前 9:00 ～ 午後 9:00

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

