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働省にて褒章の記・褒章を受け、引き続き皇居へ参内して天皇陛
下に拝謁の栄を賜り、いずれも貴重な体験をさせて頂きました。藍
綬褒章は、「特に教育、医療、社会福祉、産業振興などの分野において、多年の努力により公衆の利
益に貢献した者に授与される栄典」とされており、私が参加した厚生労働省の伝達式では、医療関係
以外の受章者が多数いらっしゃいました。藍綬褒章の内容を確認するに当たり、改めて身の引き締ま
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る思いがいたしました。
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域医療に係るこれまでの仕事を認めて頂き、高知県医師会長が推薦して下さいましたが、医師会では
まだまだ若輩者である私を推して頂いた岡林弘毅会長には心よりお礼を申し上げます。これまでの医
師会活動には沢山の役員の先生方や県市行政の皆様にご指導を頂き、医師会事務局職員の皆様
には多くのご協力を頂きましたことを深く感謝申し上げます。また、私の医療活動の基盤である南国病
院は今年４月で５０周年を迎えることができましたが、共に歩んでくれた職員の皆さん、日頃から当院と
連携を取って下さっている当地域の医療・介護・福祉関係機関の皆様、当院を利用して下さる地域住
民の皆様にも改めて感謝の意を表します。推薦団体である高知県医師会を含めこれまでお世話に
なった多数の方々と共に受章した褒章であると思っております。
今回の受章は、更に地域のために精進しなさい、というメッセージであるとも捉えております。病院で
の診療活動、医師会活動、その他の社会活動を通じて微力ながら地域医療の充実に向け努力してま
いります。この栄誉に恥じることのないよう、これからも一層精進いたす所存でございますので、何卒こ
れまで同様のご指導、ご鞭撻を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
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ご 挨 拶
南国病院 精神科 石田 青鳥

本年５月より、南国病院に赴任して参り

師として働き始めた際に、「人を幸せにする」という名前を付けら

ました石田青鳥と申します。

れたことは大変幸せなことだったのだなと実感することになりまし

ご挨拶の機会を頂きましたので、自己紹

た。

介をさせて頂きます。私は名前が特徴的

出身は、生まれも育ちも高知県で、幼少期は愛媛県の県境であ

で、よく読み方や由来をご質問頂くことが

るいの町本川村で育ちました。へき地で働く医師の存在感の大

多いのでまずはそちらから。読み仮名は

きさに感銘を受け、大学卒業後は主に高知県の地域医療に従

“せいちょう”とそのまま音読みで読みます。名前の由来は、

事し、サブスペシャリティとして精神科の勉強をしておりました。

少々重たい話になるのですが、第１子である兄は流産してしま

医療機関の少ない山間・島嶼部では、とりあえずそこにある医者

い、その際に名付けをした父のままでは縁起が悪いだろうと、私

にかかるという土壌がありますが、そこで総合診療をする中で、

の父方の祖父が、「次の子は幸せを運ぶこどもになって欲しい」

精神科の役割の大きさを知り、現在は精神科医として勤務させ

と願ってつけたようです。生まれてくる子に幸せになって欲しいで

て頂いております。初心を忘れず、関わる方にとっての最善は何

はなく、幸せにしてくれるように、という意味合いだったのは、成人

かを常に考えながら、名前負けしないように、これからも精進して

するまで複雑な心境でした。

参りたいと思います。

しかし、医師である祖父にあこがれを持っていた私にとって、医

消火･避難訓練
2019.7.16（火）
南国病院本館・在宅医療支援センター

事務部 小松 誠
令和元年７月１６日（火）に南国病院と在宅医療支援センター

意識向上と日々の安全確保につなげていきたいと思います。
避難訓練終了後は、消防署の担当者による水消火器と屋内

において、南国市消防署立会いのもと消火･避難訓練を実施し

消火栓を使用しての消火訓練を実施しました。日頃まず使用す

ました。今回は、消防署の立ち会いの基礎防火訓練で、夜間火

る機会がない消防設備を実際に体験できるとあって、今年度の

災を想定した初期消火対応、消防署への連絡、消火器・消火

新入職員を中心とした参加者は、その説明に熱心に聞き入って

栓を使用した訓練などを実施しました。

いました。特にも屋内消火栓の体験では、その力強い水圧と威

各参加者にとっては、患者搬送や避難誘導のルートを再確認

力を肌で感じていました。火事が起こった際は、平常心を保つこ

し、防災、防火への意識を再確認するよい機会となったのでは

とも困難であろうと予想されます。今回は、いざという時のために

ないかと思います。もしもの時、患者さんはじ

日頃からの継続した訓練が極めて重要である

め院内の多くの人々の安全を守ることは、私

と再認識させられました。

たち病院職員の大きな役割であります。

参加した皆様は大変お疲れ様でした。今回

今後も、より実態に即した想定での訓練を通

参加できなかった方は、是非、次回の参加を

して、職員ひとりひとりの防災や防火に対する

お願いします。
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病気の豆知識 「熱中症について」
副院長 内科部長 速瀬 啓純

外気温が年毎に上昇して、熱中症となる方が増加傾向にあり

それでは、熱中症を予防す

ます。特に７月中旬から８月中旬は年間で最も暑い時期で熱中

るにはどうしたらよいのでしょう

症の予防を意識しつつ生活することが大切となります。

か。それは毎日の生活を見直
して“良い習慣”をパターン化
して実行するということに尽き
ます。下記に３つの“良い習慣”をあげておきます。

①規則正しい生活
栄養バランスの摂れた食事を３食きちん
と摂り、睡眠時間を十分にとりましょう。外
での作業などは１０時から１６時は控えて
昼寝の時間をとりましょう。

体内から過剰に水分や塩分が失われることによって、体温調

②こまめな水分補給

節が通常のように出来なくなり、血圧低下やけいれんが、さらに

５００ｍｌくらいのペットボトルに入ったス

重症になると意識障害などが認められるのが熱中症です。

ポーツドリンクや水などを常に持ち歩い
て、喉が渇いていなくてもこまめに水分
を摂りましよう。（一度にたくさんの水分
を飲んでも身体は吸収できません。）

③エアコンの活用
室内にいても熱中症は発症しま
す。室温が２８℃を超えないように
エアコンや扇風機を上手に活用し
とりわけ、高齢の方は熱中症を発症しやすい状態にあります。

ましょう。夜間に涼しい風が吹くの

ご存知のように、高齢になると身体の筋肉が減少して代謝が下

は一部の地域の方です。タイマー

がって暑さを感じにくくなることと、筋肉の減少に伴って筋肉の繊

などを利用して身体が休める室温を維持しましょう。

維１本ずつに付いている小さな血管が消失して水分を貯めてお
く力が低下することが大きな原因
と考えられます。

余談になりますが、冷房の効いた建物内と暑
い外を出入りする頻度の高い方は、夏の終わり
や秋の初めに、自律神経の失調を呈しやすく
なります。建物内で羽織る薄手のものを用意し
ておくと身体によいでしょう。
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ミニ・コンサート
2019.7.12（金）
南国病院本館 多目的ホール

香美市童謡を楽しむ会

精神科作業療法室 作業療法士 今城 恵理
７月１２日（金）の午後から病棟の患者様やデイケアの利
用者様とミニ・コンサートを聴かせてもらいました。作業療
法でも『合唱』や『カラオケ』といった音楽を使ったプログラ
ムを実施し、好評を得ています。今年もミニ・コンサートが
行なわれるということで、音楽の好きな方には是非参加し
ていただきたいと思い、より多くの患者様と一緒に参加させていただきまし
た。童謡や懐かしい曲となじみのある曲を聴きながら、大きな声で一緒に歌
われる方や口ずさんでいる方、表情良く楽しげに聴かれている方と皆さん楽
しいひとときを過ごされていました。また、最後には「よさこい鳴子踊り」を鳴
子片手に歌いながら鳴らしながら一緒になって行えたことは、皆さんにもと
ても刺激になったようでした。改めて音楽の凄さというものを感じさせていた
だいた時間でした。また来年も聴かせていただきたいです。
患者さんより
今年はあっさりしていたように思う。皆さん全員で
歌っていてもソロで歌うように綺麗だった。
来年はもっと沢山曲を聞きたい。

あじさい見物
2019.6.14（金）
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１４日（金）、『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ではありましたが、見物の
ためバスを降りる時には傘が必要無いほどの小雨になり、雨に濡れた沢
山のあじさいを見ることが出来ました。皆さん端から端まで歩き、「綺麗
やね。」「ちょうど見頃やね。」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「疲れた。」との感想も聞かれました。また、
あじさいを見物しながら綺麗なあじさいを写真に収める方もおられました。そ
して、あじさいを堪能した後は、野市のフジ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、来年度は違う場所への見物も検討し
ていけたらと思っています。

患者さんより
● 見物に行ったのが少し遅かったのか、少し
しおれていたのもあった。赤い色の花が少
なかったから、もう少し多ければ綺麗だと
思った。
● 曇空だったのでちょうど良かった。花も綺
麗だった。
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５病棟お誕生会
2019.6.28（金）
５病棟食堂ホール

春の交流会
2019.6.13(木) 同仁病院
主催：高知県精神科デイケア連絡会

精神科作業療法室 作業療法士 今城 恵理
６月２８日（金）は、３ヶ月に１回行なっている誕生会を実施し

精神科デイケア室 作業療法士 西 洋平
今年も同仁病院で毎年行っている春の交流会に参加してき

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

ました。今回もアイスクリンの販売を行い、大盛況でした。アイ

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

スクリンの販売では一生懸命呼び込みをしたり、販売の練習を

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

するなどして就労体験に結びつくようなことができました。アイス

会では、１３名の方が対象となり参加者全員で盛大にお祝いし

クリンも半分以上売れたので、メンバーさんからも喜びの声が

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

上がっていました。

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

行事のカラオケ大

を全員で歌いお祝いし、最後には、誕生会のデザートとして、

会にもデイケアから

『和風プリン』を皆さんで食べました。３ヶ月に１回程度しか行え

２名参加しており、

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

一生懸命歌ってお

います。

り、日頃の練習の成
患者さんより
デザートが美味しかったけど
贅沢をいえば、もう少し量が欲しかった。
今度は、プレゼントがあるともっと嬉しい。

果を存分に出して
いました。メンバーさんの感想としては、「緊張したけど歌えて良
かった。また歌いたい。」と言われていました。病院対抗クイズ
大会では２連覇することはかないませんでしたが、楽しそうに
行っていました。今回の交流会も楽しく行っており、また来年参

第71回 高知市展

加できることを楽しみにしています。

2019.5.25（土）～2019.6.9（日）
高知市文化プラザ かるぽーと

精神科デイケア室 作業療法士 西 洋平
第７１回高知市展に出展してきました。共同作品１点、個人
作品２点を出展しました。共同作品のタイトルは「イロドリもよう」
であり、大きな白い布をキャンバスにしてカラフルな布を貼り合
わせてパッチワークの様な作品に仕上げました。作品の制作過

個人作品 ２点

程ではみんなが楽しそうに色々貼り合わせ、試行錯誤しながら
貼っており、楽しそうに貼っていました。個人作品では２人の作
品を出展し、２人とも絵画部門で出展され、制作期間が短い
中、一生懸命描いておりました。今回は入賞とかはない作品展
であったので、３つとも展示されており、色々な作品にも負けな
いような作品になりました。また来年も市展には提出予定なの
で、またメンバーみんなで協力して、色々な作品を作りたいと
思っています。

共同作品
「 イロドリもよう 」
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１泊２日職員旅行 京都満喫２日間＆キリンビール神戸工場見学
2019.6.26（水）～27（木）

初めての職員旅行
５病棟看護師 岡本 めぐみ
私は、昨年１０月に南国病院に入職しました。そして、今回人生初の職員旅行に行かせて頂
きました。南国病院では、頑張っている職員と支える家族に対し、慰労と親睦を深める目的で
毎年職員旅行が行われています。旅行には複数のコースがあり、私は「京都満喫２日間＆ビー
ル神戸工場見学コース」を選びました。
梅雨入りの天候が心配されるなか、スタッフ２７名が大型バスに乗り込み出発。麻植医師と佐
光添乗員（看護部長）の軽妙なトークに始まり、自己紹介ではスタッフの意外な一面も発見す
ることが出来ました。

到着した神戸では、ビール工場を見学後、出来たてプレミア
ムビールで舌鼓。次の京都では高台寺などを巡り、伏見稲荷
大社の何十にも連なる朱色の鳥居は、まさに壮観でした。
夜は浴衣での宴会が始まり、美味しい料理とスタッフの歌と踊
りに大盛り上がりでした。

２日目は嵯峨野トロッコ乗車、竹林の小径（嵐山）・野宮神社・天竜寺・渡月橋・松
尾大社を巡りました。佐光添乗員（看護部長）のバスガイドトークに引き込まれつつ、
空を覆う竹林が４００mにわたって続き、竹の香りと美しい風景に言葉を失いました。
２日間ご一緒した皆様、大変お世話になりました。そして、旅行中勤務して下さった
スタッフの方々に感謝いたします。「慰労と親睦を深める職員旅行」来年はどこへ行こ
うかな。今から楽しみです。
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リレーコラム
人生初キャンプ！ 2019.7.13(土)～14(日)

事務部 寺岡 辰朗
先日、人生で初めてのキャンプ
に行ってきました！
私は以前からキャンプをやって
みたいと思いながら、なかなか実
行できずにいましたが、今年こそ
はと一念発起し、７月の連休で１
泊のキャンプを計画しました。
晴れることを祈り過ごし迎えた当日の朝、祈りは届かず予報は生
憎の雨。しかし昼頃までは本降りにはならないようでした。食材を買
い込み、荷物をリュックに詰め込み、いざ出発！道中は時々小雨
に降られながらも本降りとまではならずにキャンプ場に到着。手早く
設営とチェックインを済ませ、人生初めてのキャンプの始まりで
す！キャンプの始まりと言っても特に何をするわけでもなく、ただひ
たすら自然の中でのんびりと過ごすだけです。お湯を沸かしコー
ヒーを淹れ、想像していたより少し小さめのキャンプ場をコーヒー片
手に散歩します。コーヒーを飲んだり、散歩をしたりして日も暮れ始
めた頃、少しずつ雨が強くなってくると管理人さんがやってきまし
た。どうやら私が設営した場所は雨が強くなると池のように水が溜
まるようで、管理棟１階の吹き抜け部分に移動するよう促されまし
た。最初に雨が強くなる前にと設営していましたが、結局雨と風が
強くなってから撤収と再度の設営をする羽目となってしまい、再度
設営を終えた頃には夜の１０時を回っていました。かなり遅くなりま
したが、夕飯を始めます。とは言っても、インスタントラーメンとグリ
ルで一人肉を焼いていくだけになりますが、いつもと変わらないイン
スタントラーメンも肉も、なぜかいつもより美味しく感じました。食事
を終え片付けをして、寝袋に入り時間を確認すると既に日を跨いで
深夜１２時過ぎ、充足感と眠気と心地良い疲労感を感じながら眠り
につきました。
翌朝、のそのそと寝袋から這い出て、朝のコーヒーを淹れます。
どうやら昼前にはまた雨が降るそうで、早めに撤収をし、９時過ぎに
はキャンプ場を後にしました。
今回初めてのキャンプでしたが、山、川、海と自然豊かで、１年を
通して温暖な高知ではまだまだこの世界を楽しめそうです。

新企画
作 ペンネーム どらごん

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

脳神経内科

吉村

院長

吉村

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

金

玉元
速瀬

麻植(啓)

脳神経内科

土
院長
吉村 ※1

石田
速瀬

院長

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 2019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

玉元
赤松

6,471
363
146
1,318
1,218
1,498

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
の
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

