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第６１回 全日本病院学会㏌愛知
「矜持～今こそ示せ、医療人のプライド～」
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は、「矜持～今こそ示せ、医療人のプライド～」でした。日本の医療は大きな変革を迫られています。
人口が減少局面に入り社会の支え手が減少する中で今後の我が国の医療を支えていく為には、医療
を提供する側に大きな変化が求められています。
今回私は「矜持」とは？からつまずき調べることから始まりました。矜持とは、「自分の能力を信じて抱
く誇り」「プライド」でした。今回学会発表された方々はまさに矜持を持って日々の取り組みをされている
と実感できる内容ばかりでした。一般演題では、医師・看護・リハビリ・介護・事務・臨床検査技師等、
多職種の方々の取り組みが発表されていました。私が特に共感した演題発表は、「褥瘡０」に向けた取
り組みで看護職とリハビリスタッフが共に病棟ラウンドを行い、協働し患者さんのポジショニングの写真を
ベッドサイドに掲示する等の工夫を凝らし職員間の共有を図っていました。その取り組みの結果、リハビ
リ部では褥瘡に関心を持つ様になり、看護職は拘縮への意識が高まったと発表されていました。当院
においてもポジショニングクッションの活用などリハビリ部の協力を得ながら褥瘡「０」を目指し奮闘して
います。この取り組みを数年後には必ず発表させて頂きます。
今回、初めて名古屋に行く機会を頂き人の多さに驚きました。田舎者の私は、この高知の南国病院
で看護を極めるべきだと痛感しました。そして今回の様に先輩の後をついて研修に参加し自己研鑽を
積んで行きたいと思いました。このような貴重な機会を頂きありがとうございました。
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第５０回 日本看護学会 学術集会 -精神看護2019.8.30（金）～8.31（土） フェニックス・プラザ(福井県福井市)
対話でつなぐ こころに寄り添う看護
～幸福度日本一の福井から～
主催：公益社団法人 日本看護協会、公益社団法人 福井県看護協会

５病棟看護主任

で、観光に東尋坊に行ってきました。天候が悪かったので、海

大崎 浩徳

は少し荒れて、「自殺の名所」の雰囲気が十分に伝わってきま

「第５０回 日本看護学会

した。岸壁から下をのぞくと、海面に吸い込まれそうな嫌な感じ

精神看護学術集会」に小松

がします。

主任と二人で福井県に出張してきました。学会抄録集のタイト

学会では「対話でつなぐ、心に寄り添う看護」をテーマに企画さ

ルには「対話でつなぐ こころに寄り添う看護 幸福度日本一の

れた口演、示説発表を聴いて見て回りました。

福井から」と県のアピールがしっかり宣伝されていました。調べ

口演は幾つかありましたが、必要なのは動機づけで、患者自身

てみると、福井県は都道府県幸福度ランキング３年連続トップ

がやりたいこと、できることを理解し、実践して、強みにしていくこ

であり、健康、文学、生活、仕事、教育の総合が他県の追随を

とが理想。看護者は、患者の自分を取り戻していく過程を支援

許さない圧倒的な点数を誇っているとのことでした。ちなみに

していく目線が必要といった内容でした。

高知県は４７位の最下位です。

示説発表はパネル式の発表方法で、パネルの提示は用紙を

早朝に出発し、大阪までは飛行機で、大阪から特急列車で

順に並べるより、一枚用紙を上から下へと経過を見せたほうが

琵琶湖を通って福井まで移動しました。知らない土地に、飛行

見やすく、文字だらけではなく、関わり方をアニメーションで表現

機や移動の乗り継ぎに慣れていない二人の旅だったので、親

してみせると面白い内容だと興味がもてました。

睦を深めるいい機会になりました。

いろいろと、勉強になることばかりで楽しい出張になりました。あ

福井県に着くと、ホテルにチェックインするまで時間があったの

りがとうございました。

ふれあい看護体験
2019.8.7（水）
南国病院本館・在宅医療支援センター

主催：高知県看護協会

２病棟看護師 露谷 妙香
今回初めて「ふれあい看護体験」を担当させて頂きました。は
じめは不安もありましたが、“看護”のことや“ふれあい看護”のこ
とについて考えていく中で、私自身多くの気付きがあり、貴重な
体験になったと感じています。
ふれあい看護に携わるにあたり、看護師への道を目指している
高校生に、より看護の世界に興味を持ってもらえるのかと考えま
した。私は専門的な知識や情報よりも、より実践的な看護師の
仕事に触れていただくことが良いと考え、実際に患者さんとふれ
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あうこと、いろんな種類のお茶の試飲や医療機器に触れてもらい自身での体験に繋げてもらうこ
とができました。
今回のふれあい看護体験では、病院での仕事を見てもらい、患者さんを診てもらい、看護師の
使う道具に触れてもらいました。看護師がどのように患者さんにアプローチし、患者さんの日常
生活に関わっているのかを感じていただくことで、学生さんたちの“看護”への興味をより深めて
もらえたのではないかと思います。
今回のふれあい看護を通じて、私も成長させていただき、看護師という仕事により一層誇りと
責任を感じる良い機会となりました。貴重な体験をさせていただきありがとうございました。

高知県立丸の内高校 ２年 刈谷 愛夢
私は、今回２回目の

高知県立高知追手前高校 ３年 萩野 遥
私は、今回初めてふ

ふれあい看護体験に

れあい看護体験に参加

参加しました。去年も

させてもらいました。

同じ南国病院で体験さ

南国病院で体験させて

せていただき、たくさん

もらって一番感じたこと

の貴重な体験をするこ

は、看護師さんや患者

とができました。その時

さんなど病院の中にい

は一年生だったという

らっしゃる人たちの明る

こともあり、説明を聞い

さです。初めての体験で少し不安な気持ちもありましたが、皆さ

て理解するのが難しいこともあったけど、今回２回目の体験

んと接している内に、いつの間にか時間が経ってしまいました。

で、先生たちはこういうことを私たちに伝えたかったのかな、学

患者さん体験では、ギャッジアップや体位変換など少しの事で

んで欲しかったのかなと色々考えることができました。初めて見

とても楽になったり、声を掛けることで不安を取り除けることを改

る器械で血圧を測り、自分の最高・最低血圧を知ることができ

めて感じました。また、患者さんと会話をして、皆さんとても笑

ました。硬いお茶は何回飲んでも苦手だなと思ったけど、患者

顔で話してくださって、嬉しかったし、看護師の仕事はやはりや

さんにとってはそれが一番飲みやすい人もいるんだなと思いま

りがいのある仕事であると思いました。

した。色んな職種の方の話を聞いて私が感じたことは、みなさ

今日一日を通して看護師になりたいという気持ちが強くなりま

ん一人一人自分の仕事にやりがいと誇りを持っているということ

した。楽しく、患者さん一人一人のことを考えている皆さんを見

です。

て、そんな看護師に私もなりたいと思いました。

これは去年も感じたことですが、仕事の内容についての話や
患者さんとの触れ合いを見て、本当にその仕事が好きでやっ
ているんだなというのがすごく伝わってきたし、何より皆
の仲が良く、病棟の雰囲気が明るいのが南国病院の
良いところだなと改めて感じました。
今回を機に、母に進められたからなんとなくではなく、
自分から進んで看護師の仕事を理解し、今後の進路
に基づかせていこうと思います。
来年も参加できたら良いなと思います。

今日一日、本当にありがとうございました。
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第４回 高知県精神保健福祉バリアフリーフェスティバル
2019.9.25（水）
高知県民体育館

主催：高知県精神保健福祉協会

診療支援部リハビリテーション課
精神科デイケア室 看護師 山﨑 礼華
９月２５日（水）に県民体育館で開催されたバリアフリー大会に参加しまし
た。バリアフリー大会も今年で４回目となりますが、老若男女が参加できるよ
うに競技に工夫されており、メンバー全員が競技に参加する事ができまし
た。１２施設が参加し、紅白に別れ点数を競い合いました。南国病院デイケ
ア、高知ハーモニーホスピタル、石川記念病院とチームを組みました。みん

メンバーさんより

なで力を合わせて頑張りましたが、惜しくも５点差で赤組は負けてしまいまし

スポーツの秋、運動会のような楽しみ、これがあっ

た。応援したり、笑い合ったり、他施設の利用者と交流したりととても楽しい

て良かった。苦しみから逃れられた気分だ。

バリアフリー大会となりました。来年もぜひ参加したいと思います。

あってよいこのスポーツこそ喜びのたまものだ。

越知町コスモスまつり
2019.10.16（水）
越知町宮の前公園

主催：越知町観光協会

精神科デイケア室 看護師 宮﨑 智夫
秋の催しで思いつくのは香美市・刃物まつりのかかしコンテストと、越知町宮
の前公園コスモスまつりです。１０月１６日（水）今回初めて総勢２９名で越知
町コスモスまつりに行きました。当日は晴天に
恵まれ途中仁淀川河川敷で昼食（弁当）を
取りましたが、高校生も遠足で多数来てバー
ベキューをしていて少し落ち着かない昼食と
メンバーＴ・Ｍさんより
越知町へコスモスまつりに行き、満開のコスモス
を見て来ました。出店もたくさん出て人も多く賑
わっていて楽しかったです。
来年も行きたいと思います。

なりました。コスモスまつり会場では、今年は
台風の影響による浸水等花への被害はなく
生育も順調ということで、一面薄紅のじゅうた
んを敷いたように花が咲いていて、平日にも
かかわらず大勢の人が来ていました。あちこちで写真を撮る人や出店も多く
飲食スペースで食事をしている人が多くいました。若干人の多さに圧倒され
ましたが、それぞれコスモスまつりを楽しんでいました。

当院デイケアでの取り組み
精神科デイケア室 作業療法士 西 洋平
リレーコラムのお話しを事務の寺岡さんにいただいて、いろいろ何を書こうか迷っていました
が、少し当院デイケアでの取り組みをご紹介させてもらいます。
最近は塗り絵などの小さな作品作りだけではなく、大きい作品作りにも取り組みたいと思い、春
夏秋冬の季節に応じて大きな作品を作っています。春は「さくら」、夏は「ひまわり」、秋は「コス
モス」、冬は「雪景色の白川郷」と模造紙サイズの貼り絵を今年は実施しています。複雑な工程
はなく、紙をちぎっては貼るという単一的な作業なので参加者も取り組み易く、完成した後は南
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国病院本館玄関ホールに飾るため、達成感も得られるという良い取り
組みになっております。スタッフ２～３人ほどで取り組んでおり、いろいろ
な絵の案をもらい自分がパソコンに取り込むという作業を行なっていま
す。現在は白川郷を作っていますが、スタッフや参加者で案を出しな
がら、どういう風に仕上げるかを楽しみに制作しています。
これからも色々な取り組みを考えていますので、外来に来られた方は
ぜひ玄関ホールの絵を見てみてください。

第２９回 山田のかかしコンテスト
2019.10.19（土）～10.20（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 作業療法士 西 洋平

精神科作業療法室 作業療法士 今城 恵理

今年も山田のかかし祭りに参加してきました。かかしの題名は「東

第２９回山田のかかしコンテストにかかしを出展してきまし

京２０２０ 夏」で作成しました。今回は来年がオリンピックイヤーで

た。制作期間数週間という無謀な期間で、今年は昔懐かし

あり、オリンピックを盛り上げるためにオリンピック関連のかかしをみ

いかかしをイメージした物を制作しました。

んなで作りました。案を出すときには色々な話しが挙がり、一番関

かかしの顔には『へのへのもへじ』と描かれており、肩には鳥

心のあるオリンピックにちなんだかかしを作ることになりました。竹村

が留まっていたり、田んぼをイメージした緑の所にはトンボや

精神科デイケア室主任が作った骨組みにみんなで新聞を貼りなが

バッタが飛んでいるという様子を描きました。短い期間の中

ら色付けをし、完成することができました。作成段階ではみんなも

でも、患者さんには色塗り、かかしの胴体に詰める物を作っ

どういう風に仕上がっていくかわくわくしながら作られていました。

てもらったり、田んぼに見立てるため土台の釘打ち、ビニー

当日の結果では、ヒジリさんと岡本米穀店から賞をもらいお米やパ

ル紐を打ち付けた釘に括り付けてもらうなど様々手伝っても

ンの商品券をもらうことができ、制作者一同大喜びでした。見学で

らいました。結果として、上位に入ることはできませんでした

はあいにくの雨でしたが、か

が、参加賞として２つの

かしも雨にまけずに立って

企業から賞を頂きまし

おり、見学された方からは

た。週明けには患者さん

「上手くできちゅう」「来年は

とかかしの見学に行き、

もっと良い賞をもらいたい

かかしの出来映えを見

ね」など良い言葉を聞くこと

てもらうこともできました。

ができました。次に参加す

短い制作期間でしたが、

るときはテーマをいろいろ

完成したかかしを見て皆

考えながらユニークなかか

さん喜ばれており、制作

しを作っていきたいと思って

して良かったなと思って

おります。ぜひかかし祭りに

います。来年も制作でき

足を運んで南国病院の作

ればと考えています。

品を見てください。

東京２０２０

夏

Ｔｈｅ’案山子
昔がなつかしいなぁ
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日帰り職員旅行 室戸廃校水族館＆ドルフィンセンター
2019.7.28（日）

南国病院つくし保育園

そして、そして昼食はキンメ丼！ 映画のワンシーンに出てきそ

保育士 安原 良子

うな港近くの風情ある料亭花月さんにて頂きました。とっても豪

私は７月２８日に、北川

華でおいしかったです。

村モネの庭マルモッタン、

そして最後に向かったドルフィンセンターでは、バスの中ですっ

室戸廃校水族館、ドルフィ

かり仲良くなった子どもたちがイルカにタッチする瞬間を胸とき

ンセンター日帰りコース職

めかせ待っています。タッチのその瞬間、タッチが叶った子ども

員旅行に、３才・４才・８才

も、タッチをしなかった子どもも、私たち大人の歓喜までもが青

の孫と共に参加させて頂

空に吸い込まれて行くような清々

きました。

しい気持ちになった暑い暑い夏

最初に訪れたモネの庭では買い求めたソフトクリームがすぐに

の一日でした。

溶ける暑さの中でしたが、ふと遠くを眺めれば山々の緑に、庭

お世話してくださった職員の

を巡れば素敵な草花に出逢い癒やされました。そして次に向

方々に感謝をし、３人の孫の間で

かった室戸廃校水族館に着くなり、なんだか懐かしい！と心弾

右往左往していた私ですが、この

みました。まず屋外のプールの方に行きました。ウミガメやサメ

職員旅行に参加させて頂きまし

が気持ちよさそうに泳ぎ、校舎の教室にはタコやウツボなどの

たことを感謝し、また参加されま

水槽があり、とても身近に海の生物を感じました。手洗い場に

した職員の方々の子どもたちに向けられた暖かいまなざしに職

は金魚や貝類がいて、子どもが「ここがお家で楽しい？」「楽し

員旅行の良さを感じ取りました。

いよね、小学校だものね。」と言っている声に、私とは違う感性

私の明日からの仕事の糧とし、南国病院つくし保育園の子ども

に驚かされたり、今も児童がいるような雰囲気に感動しました。

たちと日々を紡いで行こうと思っております。

１泊２日職員旅行 村上水軍と戦艦大和 きのえ温泉ととびしま海道
2019.9.25（水）～9.26（木）

診療支援部栄養課

御門」と呼ばれるようになったそうです。中をくぐると長生きする

調理師 橋田 芙実

ことができると言われているそうです。実際に中をくぐってみる

１泊２日の旅行に参

と、何かパワーをもらったような気持ちになり、神秘的なものを

加させていただきまし

見学できました。その後、バスと船で移動しホテルに着きまし

た。

た。きのえ温泉の露天風呂からの景色が絶景で最高でした。ま

１日目は朝からアサヒ

たホテルのご飯も美味しくて、特にお刺身が美味しかったで

ビール工場を見学し、

す。

ビールやジュースを試飲しました。

２日目は大和ミュージアムに行きました。中には全長２６.３ｍの

サービスエリアで昼食をとり、村上水軍博物館に行きました。

戦艦大和の模型があり、圧倒されました。また大和の設計図や

館内には鎧や古文書などの、村上海賊に関する歴史や文化

戦時中の実物

の貴重な資料が多く展示されており、１４世紀中頃に瀬戸内海

資料、乗組員の

で活躍した、村上海賊の歴史について知ることができました。

遺品や遺書など

次に大山祇神社でお参りし、樹齢３０００年といわれる生樹の

があり、戦争に

御門にいきました。生樹の御門は愛媛県の天然記念物に指定

ついていろいろ

されているそうです。幹の根元には開いた自然の空洞を門に

考えさせられま

見立て、それをくぐって奥の院へ参拝していたことから「生樹の

した。
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秋茄子ときのこのカレー
秋のお手軽レシピ

《 ４皿分 》
豚

肉

…

１５０ｇ

茄

子

…

中２本

しめじ

…

１パック

玉

葱

…

小１個

サラダ油

…

適宜

カレールウ …

６０ｇ

トッピング
人参１０ｇ、オクラ２本、レタス
ピクルス（みょうが・パプリカ）適宜
◆ みょうがとパプリカはらっきょう酢に漬けただけの
簡単ピクルスです。

① 豚肉、玉葱、茄子は好みの大きさに切る。しめじは
石づきをとり、ほぐす。
② 鍋にサラダ油を熱し、しめじ以外を炒める。
③ 水、しめじを入れて煮る。
④ 火を止めて、カレールウを入れ溶かす。
⑤ ５分ほど煮込む。
⑥ 皿にご飯と一緒に盛りつける。

秋茄子ときのこのカレーは、火の通りが速く短時間で
作ることができます。豚肉はタンパク質、ビタミンＢ１、
茄子はカリウム、しめじはカルシウムの吸収を助けるビ
タミンＤが多く含まれています。
秋が旬の食材は夏の暑さで疲れた
体を回復させてくれます。
栄養課 管理栄養士 安岡 友見

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

玉元
赤松

6,589
233
147
1,437
1,286
1,520

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
医療療養病棟(Ⅰ)
特殊疾患病棟(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

