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新年度を迎え、職員の皆様には様々な思いで新たなスタートを切られたことと思
います。中国湖北省で発生した新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、各方面へ
の影響が長期化する中、通常の医療体制の維持も困難になりつつあり、各医療機
関ともに厳しい運営を強いられています。また新型コロナウイルス感染症に関連し
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たメンタルヘルス不調への対応も求められているところです。こういう時期だからこ
そ、地道で確実な感染対策を継続し院内から感染者を出さないという強い意思を
持って診療を続け、家族ぐるみで日常生活の見直しを行うよう、職員の皆様にはご
協力をお願いいたします。この厳しい時期を共に乗り越え、通常の診療体制に戻った際には皆様と大
いに喜びを分かち合いたいと思っています。
外出や集会を自粛すべき状況の中で、新たな働き方も試行されています。学術集会の代わりにテレ
ビ会議やｅラーニングを利用する、企業によってはテレワークを導入する、宅配サービスが充実する、Ｉ
ＣＴを利用して遠隔作業を行うなど、今後の働き方改革の参考とすべき様々な取り組みが実践されて
います。医療の分野でも診療や会議のあり方についてＩＣＴの利用がこの時期に大きく進むのではない

ニューフェイスの紹
介

8

第２３回 スピリット
アート(高知県障害
者美術展)
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かと思っています。普段なら参加できないような学会や研修会にＷＥＢ上で参加することもできます。こ
の機会を利用して、自身の専門性を高めるための勉強を増やしたいと考えています。
当院は、令和元年１０月以降この４月までに１０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本当に嬉しく思って

発熱や咳、のどの痛みな 1 0
どの風邪様の症状が出た
時
感染予防のために正しい
手洗いをしましょう！

11

診療のご案内

12

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ていますが、新たな仲間達がそれぞれの部署で生き生きと活躍して下さることを
祈っています。今年度も、神経難病医療を主とする慢性期機能、幅広い精神疾患に対応できる精神
科機能、消化器内科の専門医療とかかりつけ医としての内科診療について、専門性の強化、質の向
上が図れるよう取り組みを進めていきます。
令和２年度を迎え、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。

■ ５月８日より上村直人医師による「もの忘れ専門外来」

を開始します
第２･第４金曜 午前９～１２時
身近な方が
 同じ事ばかりを聞くようになった
 置き忘れやしまい忘れが頻繁になった
 料理や買い物をしなくなった
 長年の趣味にも興味をしめさなくなった
など症状があるときは、一度ご相談下さい。

■ テレビ電話による面会の開始について

新型コロナウイルス感染症感染予防に伴う入館制限に、ご理解ご協
力いただき誠にありがとうございます。
当院では、４月末より
タブレット端末を用いたテレビ電話による
面会を開始いたしました。
当院受付

各病棟
ご希望の方は、当院受付にお問い合わせ下さい。
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第２３回 高知県精神科総合研究会
2020.2.21(金)
高知会館

「苦情ゼロを目指した業務改善」～よりよい入院生活を送るために～

第２３回高知県精神科総合研究会で発表して

め臨みました。少し噛んでしまうこともありましたが、無事終え

５病棟看護師 田上 健太

ることが出来ました。質問は、当院院長初め３人の方から頂き

昨年の中国・四国精神保健学会での発表に続き、２月２１

ました。質問に答えている途中で何を言っているのか分からな

（金）に高知市で開かれた高知県精神科総合研究会で看護

くなりましたが、なんとか答えることができ、安堵したことでし

研究の発表の機会を得ることができました。

た。

例年よりは参加者が少ない印象でしたが、質疑応答も活発

昨年から取り組んできた看護研究も、開院記念での発表を

に繰り広げられていました。自分の発表が近付く度緊張も高ま

残すのみとなりました。新型コロナウイルスの影響で開催が危

り、発表する時には緊張がＭＡＸでした。とにかく焦らない、早

ぶまれていますが、開催となれば堂々と発表しようと思いま

口にならない、もし時間が過ぎても堂々と発表しようと心に決

す。

医療ガス講習会
2020.2.18(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
２０２０年２月１８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。
例年通り四国アセチレン工業（株）所長の櫛田正利さんにご
講演いただきましたが、私ももう数回お聞きしていますので、さ
すがに重要な点が身についてきたように思います。やはりこう
いう講習は何度も刷り込みが大事だと痛感しました。毎年やる

り気をつけないといけないと感じました。それから相変わらずボ

ことが大事ですし、これも私が南国病院を長年退職しないこと

ンベの色の区別については毎年ながら、気になります。酸素は

によって大事なものが蓄積していくことの１つのように思いまし

黒で、二酸化炭素は緑ですが、酸素の配管の色は緑なんで

て、感慨深く感じております。

すね。吸引の配管は黒というような具合で紛らわしいことが問

そこで上記を踏まえて、毎年同じことを書きますが、それも

題です。しかしながら、これらを替えるとなると、多くの機関の

みなさんにすり込むための良いこととして捉えて下さい。以下

機器や配管を総入れ替えする必要があり、大問題となるよう

は昨年の感想の抜粋ですが、重要なところをピックアップした

です。これは今年の講習会では出てこなかった話題ですが、

部分ですので、あえて今回も載せたいと思いますので、よろしく

前々回まではかなり注目された話題だったと思います。」以上

お願いします。

前回の感想文の一部をそのままにしてますが、災害にあった

「今回一つ印象に残ったことがらは、圧力計は正面から見な

ときにみなさんが１番気を付けないといけない部分ですので、く

いという鉄則です。我々理系の人間の多くは計測器は正面か

どいようですが、刷り込みとしてお考え下さい。櫛田さん今年も

ら見ないと誤差が出るという意識が強いと思いますので、かな

本当に御講演ありがとうございました。

手洗いは、感染経路を遮断するために、とっても大切です！
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第９回 看護部チーム発表会
2020.3.10（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

教育師長 医療安全管理者 大黒 千明

３病棟准看護師 永野 侃志

毎年３月に学術研修として「看護部チーム会の一年の振り返

本年度は、昨年度に発生した針刺し事故を受け、留置針や

り発表会」が開催されます。本年も３月１０日に開催されまし

翼状針を検討しました。翼状針は、針刺し事故の経過を踏ま

た。それぞれ７つチーム会が、課題や目標達成のため、一年

え内筒収納タイプの翼状針に変更し、新たに採血ホルダーも

間取り組んだ経過と成果を発表しています。本年度の各チー

導入しました。変更後の針刺し事故の報告はありません。

ムの主な取り組みは①機器チームは院内で使用している注射

留置針はそれぞれの使い勝手もあり変更には至りませんでした

針について②摂食・嚥下チームは食事廻診について③記録

が、変更を検討していると聞いたメーカーからの協力があり、コ

チームは記録内容について④医療安全チームは配薬トレーに

ストカットにつながりました。

ついて⑤感染チームは手指消毒について⑥褥瘡チームはポ

他にはモニター電極部の皮膚トラブル、ＣＶカテーテルの固定

ジショニングクッションの管理について⑦教育チームは研修企

テープを剥がす際のトラブルについて検討しました。

画についてでした。（詳細は各チームの報告をご覧下さい）

モニター電極部の皮膚トラブルは保護膜形成剤スプレーを導

本年度はコスト削減や業務改善また患者の安全安楽に視点

入し症状軽減されています。

を置いた取り組みでした。今後も患者ファーストで安全安楽な

ＣＶカテーテルの固定テープについては、テープの中心に粘着

看護を提供出来るよう、他職種の協力を得ながら活動してい

物のないものに変更し、剥がす際のトラブルは解消されました。

きたいと思います。

物品を変更しても手技が従来のままであったり間違ったりする

“目指せ！ワン・チーム南国病院”

と、事故のリスクは変わりません。正しい方法を周知していくこと
がリスク減への道だと思います。

摂食・嚥下チーム

記録チーム

３病棟看護師 森木 博子

外来看護主任 西野 光世

摂食嚥下チームでは、昨年度に引

私たちは、毎月及び３ヶ月毎に記録

き続き食事廻診を継続してきました。他部署からの視線で観

の監査を行っています。今年度は、４つの改善を行いました。

察する事で何か気づく事があるのではないかと廻診メンバーは

①インスリン使用時の記録：点滴内にインスリンを混注する場

各病棟のチームメンバー、ＳＴ、栄養士で行いました。実際の

合は、処方注射実施にチェックする。スケールや単発でインス

食事の場面を見て介助しているスタッフから意見を聞くこと

リンを施注した場合、看護記録に残す。検温表のインスリン入

で、摂取状況を把握することができました。また、毎週金曜日

力欄に、薬剤名と施注単位を入力する。

にはＮＳＴに参加し、個々の摂取状況の把握に努めました。把

②転棟時の記録：転棟が決定次第サマリーを作成し、お互い

握した上で状況に応じてより安全に食事ができるためにはどの

の病棟へ渡す。看護計画は終了させない。ＡＤＬ評価は前日

ような姿勢で食べれば良いか等検討し、ポジショニングの工

までに行う。看護計画・評価の見直し、ＡＤＬ、褥瘡評価は前

夫や食事介助の指導をＳＴの協力のもと行ってきました。食事

月分まで済ませておく。

廻診を行う事で、窒息、誤嚥性肺炎の発症を予防する事がで

③患者トラブル時の記録をすることに変更し、記録は証拠物

きているのではないかと思われます。その他の活動として四国

になるため実名で記載することとし、マニュアルを改正した。

摂食・嚥下障害研究会や日本難病医療ネットワーク学会学

④レスピや酸素の開始・終了時刻の記録：処置行為と看護記

術集会に参加、それぞれ演題発表をしてきました。参加したメ

録は同じ時刻にする。入力もれや未来記録にしない。

ンバーから報告があり、情報を共有することができました。今

次年度も引き続き、看護記録の簡素化に向けての取り組みを

後も活動の参考にしていきたいと思います。

行う。
次項へ続く

基本的に手洗いで、かなりの感染が防げます！
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医療安全チーム

感染対策チーム

５病棟看護師 石谷 豪

２病棟看護師 津田 真優
感染対策チームでは、前年度に引き続き、手指消毒剤の適

本年度は配薬箱を使った誤薬防止を
中心に、与薬の６Ｒ、指さし呼称、各部

量使用について取り組んできました。

署のＡＥＤ設置箇所とコードブルーの周

今年度も、高知赤十字病院と連携病院との合同カンファレン

知に取り組んできました。誤薬防止を分析するためにレポート

スで、平成３０年度手指衛生サーベイランスの結果と活動報

を基に話し合い、結果からよりよい改善策を見出し、新しい配

告が行われました。

薬箱の使用と与薬方法を掲示しました。現在もスタッフ全員が

前年度は、参加施設において患者さん一人に対しての平均値

周知徹底できるようナースステーション内に、「指さし呼称」と

は３回でした。今年度は前年度の実績から１０％増で使用回

「与薬の６Ｒ」の掲示物を表示させて頂いています。指さし呼称

数の設定をし、手指衛生を行うべき５つのタイミングのポスター

については以前より推奨していますが、実施には個々に差があ

を各病棟に掲示したり、声掛けによる促しを行う事で、当院で

るようで今後の課題にもなっています。意識的に確認動作をと

の患者さん一人に対しての手指消毒剤使用量の平均値は３．

り①確認する対照を指で指す、②指さしたものを声に出す、③

６回となり目標値に達成する事ができています。

言った言葉を耳で聞く、を繰り返し行う事が必要です。他にＡＥ

その他、物品の消毒方法の統一を行い、各病棟で実施する事

Ｄの設置場所、緊急時の連絡方法などの確認も必要です。

ができています。また、使用物品の見返しや、感染対策が必

来年度も指さし呼称を中心として、安全な医療と事故防止に

要な箇所についての検討を行い改善に取り組んで来ました。

取り組んでいきますので、引き続き皆様の御協力を宜しくお願

現在、新型コロナウイルス拡大が懸念されています。

いします。

感染予防として手指衛生はもっとも重要です。一人一人が感
染拡大防止に取り組んでいただきたいと思います。

褥瘡対策チーム

教育チーム

３病棟看護師 山口 沙希

５病棟看護主任 小松 匡輔

チームの活動として、ポジショニング

今年度は、新人スタッフが多く就職してきました。そのため、

クッションの管理、エアマットの増台、研

新人教育の強化に重点をおき取り組み、主に実務で活用でき

修会への参加、褥瘡回診があります。平成３０年からポジショ
ニングクッションのリースが導入され、管理方法が大きな課題

る内容の研修会にしました。
近年の医療現場の変化により現在の看護学実習では、臨地
実習での知識と技術の統合が難しくなっています。そのためシ

となっていました。本年度はチーム会の日に全館一斉に個数

ミュレーターを用いての演習が必要です。今年度は、吸引と

確認するようにし、確認は助手さん、保清さんの協力も得てい

導尿浣腸シミュレーターを購入していただきました。

ます。エアマットは本年度１３台のリースを増台しました。チー

新人対象を除く、研修出席率の平均は２９％でした。参加者

ム員は毎年、高知赤十字病院で行われた褥瘡対策研修会
へ参加しています。研修を経て個々の意識が変わることで

が少ないものも有り、今後、より多くの方に興味を持ってもらえ
るような研修会のあり方を考えていきたいと思います。
ｅラーニングによる研修は、当日参加できなかったスタッフも、

チームの機能性も上がり、褥瘡の早期発見、短期治癒ができ

後日学習する事ができたり、再度学習したい場合も復習が気

ています。また、他職種との連携もとれ、褥瘡発生件数は昨

軽にできたりと効率化が図れるようになりました。今後もｅラー

年より減りました。今後も研修会で学んで来たことを発信し、

ニングのみならず、実技を取り入れた研修や、外部講師を招

チームをしっかり機能させ、褥瘡の早期発見、治癒、予防に努
めていきたいです。

いた研修を増やしていき、参加意欲の出る研修会を開催した
いと考えています。

爪は、短く切っておきましょう！
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新人集合研修会
2020.4.1（水）～4.3（金）
南国病院本館 会議室

看護部長 佐光 真由美
２０２０年４月１日から３日間、看護部６名（内新卒３名）、
事務部１名計７名を対象とした「２０２０年度新人集合研修

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
事を嬉しく感じました。
初々しい新人スタッフに負けないよう、南国病院のスタッフ

会」を実施しました。オリエンテーションを始めとし、管理的側

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・

面、技術的側面からの講義・演習は、すべて内部の人材（人

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ロール

財）が担当し、年々その講義の内容の充実が図られていま

モデルとなり、しっかりとサポート出来るよう努力を重ねて参り

す。また、新しい仲間を迎える熱い「想い」を感じました。

ます。

新人集合研修後、各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。
本年度の新人さんたちの感想を少し覗いてみます。
① 病院の理念や方針などについて知ることができました。業

５病棟
看護師 原 桃香
４月１日から４月３日までの３日間、オリエ

務が忙しくなると、気持ちの余裕がなくなりがちですが、接

ンテーション・管理的側面・技術的側面につ

遇や患者ファーストの視点を思い出して仕事をしたいと思

いての新人集合研修会に参加させて頂き

いました。

ました。

② 基本的なことからしっかりと研修して頂けることを嬉しく思い

まず、１番最初の講義では、病院の理念や方針について説明

ました。自ら学び、早く仕事を覚えられるよう、チームの一

して頂き、南国病院のビジョンや人事ポリシーについて学ぶこ

人となれるように頑張ります。

とができました。患者ファーストで行動し、相手の立場を尊重

③ 医療安全について、指さし呼称やフル

しながら法人の期待やルールを理解し、責任感を持って行動

ネームの照合がとても大事だと思いま

できる、南国病院の期待的人材像でもあるような看護師にな

した。思い込みはすごく怖いですし、重

りたい、と思いました。

大な事故に繋がることもあるので気を

接遇の講義では、挨拶や笑顔が大切だということを改めて感

付けていきたいです。

じました。働いていく上で社会人・組織人としての自覚を持ち、

④ 手洗いの演習で、手首や爪を洗ったつ

挨拶や笑顔を念頭に置いて、プラスの印象を相手に与えられ

もりでしたが、洗い残しがありました。演習

るような行動を取っていけるよう日々精進して参ります。

で丁寧に洗っても残っていたので、日常

また、３日間の新人集合研修会を通して学ばせて頂いたこと

業務をしている時はもっと洗い残しがある

を活かしていけるよう、精一杯努力致します。とても有意義な

のではないかと思います。丁寧な手洗い

３日間となりました、本当にありがとうございました。

を心がけたいです。
⑤ 接遇の講義では改めて、人と人と
の関係を良くしていくことが大切だ
と学びました。これからも「笑顔」と
「挨拶」、「感じの良さ」を大切にし
て行きたいです。
次項へ続く

時計や指輪は、外しておきましょう！
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訪問看護ステーションおおそね

地域連携・医療相談室

保健師・看護師 廣田 富美

社会福祉士・精神保健福祉士 土居 尚子

４月１日から、新人集合研修に参加しました。

２０２０年度新人集合研修会に参加させて頂きました。研修

研修では、病院についての説明や、安

で一番印象に残っていることは、ＢＬＳ研修の中で医療従事者

全管理、感染管理、情報管理に関す

ではない私が本来決して触ることのない高価な医療機器（名

ること、救命救急処置技術や電子カ

前は忘れてしまいましたが…）を触らせてもらったうえに訓練

ルテシステム及び、接遇について講

用の人形に挿管？させて貰ったことです。壊したらどうしようと

義を受けました。

ドキドキでしたが、２度と出来ない

病院についての説明では、病院の理念「①安全で質の高い医

体験をさせて貰いました。人形

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

相手にもドキドキでしたが、患者

療を提供します。③専門性を追求し自己研鑽に努めます。」

さんに医療行為をされている

を再確認しました。この理念や方針などを記入した用紙は、日

方々は本当に神経をつかう大変

頃、名札と一緒に身につけています。

なお仕事をされているんだと改

また、感染対策では正しい手洗いにつ

めて感じる時間でした。今回院

いて、汚れが落ちたか確認できる方法を

長先生から病院の理念・方針を説明して頂いたことで、南国

使い、手洗い体験をしました。念入りに

病院の一職員として働く上で念頭に置かなければならないこ

洗ったつもりでも、確認してみると汚れが

とを自覚することができました。患者さんのご家族さんや関係

残っていることを経験しました。

機関とも関わることが多いので接遇にも充分に配慮し業務に

接遇の研修では、改めて笑顔と挨拶を丁寧に、感謝の気持ち

あたっていきたいと思います。講師をし

や敬意を払うことの大切さを振り返りました。

て下さった皆様本当にありがとうござい

今回学んだことを活かして、自己研鑽に努め丁寧な看護に取

ました。

り組んでいきます。どうぞよろしくお願いいたします。

資格取得奨励制度を活用して
①所属・職種

②入職日

③抱負

谷口 祐香
２０１９年度

①２病棟 看護師

②２０１９．４．１

③今回２年目となり、看護師としてまだまだ未熟ですが、この１年間先輩達の指導や励ましが
あったことで、今回看護師の資格を無事取得する事ができました。
また、新たな気持ちで、看護師として責任感をもち働いていきたいと思います。

皮膚に刺激を与えないよう、優しく拭き取りましょう！
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髙橋 佳奈
①３病棟 看護師

②２０１９．４．１

③平成３１年４月より３病棟に配属となり、早くも１年が経ちました。神経難病というのも初めての経験で覚え
ることは多く、仕事に慣れることで精一杯でした。しかし、師長さんや主任さんを初め、先輩看護師さんに指
導して頂いたことで今では変則勤務も始まり少しずつ自分でできることも増えてきました。またまだ学ばなけ
ればならないことも多いですが、「患者さんの気持ちに寄り添う」を第一に気を引き締めて成長していきたい
と思います。

２０２０年度

上地 彩映
①２病棟 看護師

②２０２０．４．１

③４月１日より２病棟に配属なりました上地彩映です。趣味はテニスです！私は、場を明るくしたり、人を笑
顔にすることが大好きです。そのため、患者様に力を与えられ少しでも笑顔を増やせるような看護師になり
たいと思っています。初めて経験することばかりで、不安と焦りの中ですが、サポートしてくれる優しい先輩方
と言葉を発することはできなくても、微笑んでくれる患者様がいます。だから、毎日頑張れています。
１日も早くチームの戦力にされるよう、日々努力し成長していきたいと思います。

谷岡 梨奈
①３病棟 看護師

②２０２０．４．１

③４月から看護師として３病棟に配属になりました谷岡梨菜です。
私は、患者さんだけでなく患者さんのご家族にも安心して頂ける看護がしたいと思っています。父が入院し
た際に、専門知識がなく心配ばかりしていた母と私の不安に対して、嫌な顔ひとつせず対応してくれた看護
師さんの存在がとても心強かったからです。
父も看護師さんとの何気ない会話を喜び、良い気分転換にもなっていました。
看護師として、ただ業務を行うだけでなく、あの時の看護師さんのように患者さんやご家族に安心して頂け
る看護を提供できるように努力して行きたいと思います。
原 桃香
①５病棟 看護師

②２０２０．４．１

③４月１日より５病棟に配属となりました看護師の原桃香です。私は、患者さんを第一に考え、患者さんと
そのご家族の気持ちに寄り添えるような温かい看護師になりたいと思っています。働き始めたばかりで、毎
日不安や緊張でいっぱいですが、優しい先輩方からたくさんのご指導をいただき、１日でも早く業務をこな
せるように頑張って行きたいと思います。知識や技術はまだまだ未熟ではありますが、ご指導のほど宜しくお
願い致します。

菌が付きやすくなるので、しっかり乾燥させましょう！
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新たなスタート

医療安全対策室主任の抱負
医療安全対策室主任 石谷 豪
４月１日より医療安全対策室に配属となり戸惑いの多い中、先輩方の指導を受けながら医療安全がどのよう
なものなのかを一から学び直しています。安全対策室は病棟のように患者様と接する事は少ないですが患者
様に安心安全で質の高いサービスを提供するため、様々な報告を基に事例分析し同じ事が繰り返されないよ
う改善策を考えマニュアルを見直しています。
療養環境のラウンドや対策を立てることも大切な業務ですが、スタッフにも危機意識をもって業務に取り組め
るように事例分析会や危険を予測できるトレーニングなどを積極的に取り入れ医療安全の向上と維持に活かそうと思っています。
そしてできるだけ多くのスタッフと意見を交換して自らの病棟での勤務経験を活かしながら患者様やスタッフ皆様のお役に立ちたい
と考えています。まだ不慣れな点も多くありご迷惑をおかけしますが、これからもよろしくお願い致します。

ニューフェイスの紹介
①所属・職種

②入職日

③抱負

鍋島 彩乃

正木 小百合

①５病棟 看護補助者

①栄養課 栄養士

②２０２０．４．１

②２０２０．４．１

③４月から当院の５病棟に配属となりました鍋島彩乃と申しま

③家族が入院し（他の病院ですが）、病院の皆様に大変お世

す。

話になった事が動機で、元々給食関係の仕事をしていたことも

精神科での勤務は初めてです。学ぶ事や分からない事がたく

有り、病院給食の仕事に挑戦することにしました。

さんあり、スタッフのみなさんにはご迷惑をお掛けすることもある

要領が悪く、職場の皆様に迷惑をかける事がまだまだ多いで

と思いますが、少しでも早く業務になれて貢献できるよう頑張っ

すが、たくさんのあたたかいアドバイスやサポートを頂き、感謝し

て行きたいと思います。いつまでも初心を忘れず、患者さんの

つつ１日１日頑張っています。

力になれればと思っています。宜しくお願いします。

患者様のために、安全でおいしい給食作りに励みたいと思いま
す。
よろしくお願い申し上げます。

廣田 富美

土居 尚子

①訪問看護ステーションおおそね 保健師・看護師

①地域連携・医療相談室 社会福祉士・精神保健福祉士

②２０２０．２．１

②２０２０．３．１１

③南国市へ、２月に転居してきたばかりです。

③以前は、介護福祉士として認知症高齢者方の介護や精神

保健師の勤務歴が長く、訪問看護の経験は、数年しかありま

科単科の病院でソーシャルワーカーとして勤務しておりました。

せん。

初めて関わる領域でもあり、分からない事も多く、手探りの状態

地域と業務に早く慣れて、利用者様に寄り添い、信頼される看

で、ご迷惑をおかけすることも多々あると思います。先輩方に

護が笑顔でできるよう努めます。どうぞよろしくお願いいたしま

相談しながら、ソーシャルワーカーとして貢献できるよう頑張っ

す。

て参りますのでよろしくお願い致します。

手洗い後は、手を乾燥させないと、手荒れの原因になります！
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第２３回 スピリットアート(高知県障害者美術展)
2020.1.23（木）～2.2（日）
高知県立美術館

主催：高知県障害者美術展実行委員会・高知県

第２３回スピリットアートに出展して
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
今年もスピリットアートに出して入賞をもらいました。最初はどういう

入選
「 私の頭の中 」

ものをつくっていこうかとアートの山中先生と話しをしながら取り組
み、どのようにしていくのか、どんなものがいいのかなどを参加者で話
しをしながら作成しました。参加者もどのようなものを作っていくのか
議論を重ねていき、イメージしながら討論していました。その結果か
ら作品のタイトルが「私の頭の中」というタイトルになり、自分たちの考
えなどを表現した作品になりました。今回のスピリットアートでは入賞
することができ、メンバーも喜んでおり、「よかった」と感想を言う方が
大半でした。また来年もスピリットアートで入賞できるように日々の作
品作りに向けて参加者みんなで協力して作品作りに励んでいきたい
と思っています。

診療支援部リハビリテーション課
精神科作業療法室 作業療法士 今城 恵理
今年も５病棟としてスピリットアートに出展しました。今年は、１年以上かけてお
花紙を丸めてきたものを使用して、曼荼羅の絵を作りました。３点出展し、１点入
選することが出来ました。多くの患者さんが作業され、細かなところに細かなもの
を貼り付けていく大変な作業でしたが、根気よく行ってもらったおかげで大作が３
点もできました。入選した１点は「万華鏡」という題名をつけ、色鮮やかな色彩の
作品となりました。絵柄には銀杏やキノコ、ブドウなど秋の絵柄があり、何色が良
いかと相談しながら色を決め、丸めたお花紙を一つずつ貼り付けていきました。
背景となる色も全て同じ色にせず、半分半分色を変え、ともて鮮やかな物になり
ました。必要な色がないときには、白色の丸めたお花紙に絵の具で色を付けたり
もしました。サイズとしては大きな物ではなかったですが、細かな作業が多かった
こともあり貼る際には苦労したり、苦戦したりしましたが仕上がると、皆さん「綺麗や
ね」との感想が聞かれました。また、県立美術館へ見学に行った際も、「うちのが
一番綺麗」という患者さんかのコメントももらうことが出来ました。大変な作業でし
入選
「 万華鏡 」

たが、完成し、入選したときの達成感は計り知れないものになったと思います。来
年は、ここまでの大作は難しいかもしれませんが、できる限りいいものが出来るよう
にしていけたらと思います。

ハンドクリームやローションで、皮膚の保湿も忘れずに！
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発熱や咳、のどの痛みなどの風邪様の症状が出た時

風邪症状の初期は、自宅療養に専念して下さい！
●

風邪も新型コロナウイルス感染症も症状はよく似ており、多くは自分の免疫力で治ります。
（新型コロナウイルス感染症も８割は１週間程度で治ります。）

●

風邪は普通２～３日程度で治りますが、新型コロナウイルス感染症は１週間程度、長引くことが特徴です。

●

風邪も新型コロナウイルス感染症も治療薬はなく、自分の免疫力で治ります。初期は原則として新型コロナウイ
ルス感染症の検査はできません。受診による感染の危険性も高まります。仕事は休み、休養、睡
眠、水分補給をして自宅療養に専念にして下さい。

●

家族に感染させないよう注意して、体温や症状を記録しておいて下さい。

●

風邪の症状や３７.５℃以上の発熱が４日以上続く場合に相談

●

強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）がある場合は直ちに相談

●

高齢者や持病がある方、妊娠中の方は、同症状が続く場合に相談

●

症状が強く我慢できない場合は事前に電話相談してから受診して下さい。

電話相談

相
談

かかりつけの

病院・診療所
電話連絡をして頂き
マスク着用の上、お越し下さい

受
診

かかりつけの

病院・診療所

高知県新型コロナウイルス
健康相談センター

０８８-８２３-９３００
指示に従って受診

帰国者・接触者外来
危険！

３つの「密」を避けましょう！
①換気の悪い密閉空間
②多数が集まる密集場所

③間近で会話や発声をする密接場面

洗い残しの多い部分 ①指先

②指の間 ③親指 ④手首
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感染予防のために正しい手洗いをしましょう！

● 石けんを直接付

けると、手荒れす
るので流水で！

① 流水で、汚れを洗い流しましょう

② 石けん液を適量、手の平に取り出 ③ 手の平と手の平を擦り合わせ、よ
す
く泡立てる

④ 手の甲をもう片方の手の平で、も ⑤ 指を組んで、両手の指の間をもみ ⑥ 親指をもう片方の手で包みもみ
み洗う（両手）
洗う
洗う（両手）

● 指先・爪の間を念

入りにこすります

⑦ 指先をもう片方の手の平でもみ
洗う（両方）

⑧ 忘れずに、両手首まで丁寧にも
み洗う

⑨ 流水で、よくすすぐ
● 石けん成分が残

ると手荒れの原
因になります

● しっかり拭き取り、乾燥させましょう

⑩ ペーパータオルで、よく水気を拭
き取る

● ご家庭では、タオルの共用は避け、一人一人個別にしましょう
● 手荒れは、感染リスクが高まります。保湿ケアをしましょう

特に、利き手の親指は、洗い残しのない様に、気を付けましょう！

ホームページもご覧ください

診療のご案内
◆脳神経内科
診療科目

http://www.nankoku-hp.or.jp/

◆精神科

リハビリテーション科
◆内

科

◆消化器内科

◆放 射 線 科
月～金
診療時間
土
診療科／曜日

午
前

午前

8:30

～

12:30

午後

1:30

～

5:00

午前

8:30

～

12:30

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

健康診断
人間ドック

脳神経検診、消化器検診

面会時間

午前 9:00 ～ 午後 9:00

月

火

水

木

脳神経内科

吉村

中澤

吉村

中澤

精神科

藤田

玉元
10：00～11：30

石田

玉元

上村 ※４
もの忘れ専門外来

消化器内科
内科

速瀬

速瀬

麻植(啓)

速瀬

速瀬
麻植(淳)

脳神経内科
午
後

備
考

南
理国
念病
院
の

基
本
方
針

金

土
中澤
吉村 ※１
中澤
速瀬
※２
麻植(啓)※３

吉村

精神科

玉元
赤松

玉元

玉元
13：30～14：30

河合

石田

消化器内科
内科

速瀬

麻植(淳)

麻植(啓)

麻植(啓)

速瀬
麻植(淳)

※１.吉村医師の土曜日の診察は第１、第３土曜日です。
※２.速瀬医師の土曜日の診察は第１、第３、第５土曜日です。
平成22年4月1日改訂
※３.麻植(啓) 医師の土曜日の診察は第２、第４土曜日です。
※４.上村医師(もの忘れ専門外来)の診察は第２、第４金曜日です。
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。

■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)

46床
56床
60床

■認定・指定
日本神経学会准教育施設
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、
日本精神神経学会精神科研修施設
地域の医療と福祉に貢献します。
日本老年精神医学会認定施設
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 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
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 ■診療実績 2019年度
を前提として診療を行います。
外来患者数
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
(内新患数)
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。 １日平均入院患者数
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 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
への奉仕者としての自覚を持ちます。

24,295
1,185
117
5,737
4,773
6,000

訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝおおそね訪問者総数

南国市コミュニティバス
「大篠農協前」

発行元/医療法人つくし会 南国病院
発行責任者/中澤 宏之（院長）

タマイ
センター

ドコモショップ

大埇交差点

〒783-0004
高知県南国市大埇甲1479番地3
電 話 (088)864-3137
ＦＡＸ
(088)863-3070 （代表）
ＦＡＸ
(088)802-8618 （地域連携・医療相談室）
http://www.nankoku-hp.or.jp/

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

南国市コミュニティバス
「大徳寺通」

在宅医療
支援センター

名
名
名
名
名
名

