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デイケアでは４月にお花見に出かけました。明石公園、石ヶ谷公園、
金ヶ崎公園へ行きました。おいしいお弁当や桜餅を食べたり、散策
したり、ボールで遊んだり、お昼寝したり・・・。
のんびりときれいな桜を見ることができ、満喫することができました。

３月２７日、第５回ピアノリサイタルがデイケアセン
ターで行われました。１２名の方々が日頃の練習の成果

ここで一句、メンバーさんからの俳句をご紹介します。

青空をそっと見上げた満開の 桜の花も散る時を知り K.Y.

を披露されました。有名な作曲家（ショパンやベートー
ベンなど）から歌謡曲にいたるまでいろんなジャンルの
演奏を聴くことができました。

敷居の低い

広報誌へのご意見・ご希望を上記
E-ﾒｰﾙ･FAX でお寄せ下さい。

癒しの場としての病院をめざして

大変盛況でたくさんの方々が来てくれました。そんな中
で演奏するのは緊張もするだろうし、とても勇気のいる

2014 年度新採用者研修

ことだと思います。どの方も素晴らしい演奏でした。心
に残るピアノリサイタルでした。

4 月 2 日より 2014 年度の新採用者研修が始まり
ました。今年度は医師、看護師、エイド、ヘルパー、

デイケアのプログラムの一つにひふみセラピーというものがあります。
毎週月曜日の１時からやっています。仲間づくりや、自分の状態や気持
ちを見つめ、表現することを目的にみんなでワークをしたり、おしゃべ
りをしたりしています。今回は「今の気分」を粘土で表現するというワ
ークをし、みんなで共有し合いました

関連
施設

OTR、PSW、放射線技師、事務職員ら総勢 28 名が研
修に参加しました。
病院長からは精神医療の歴史と現状について、

サクラの花が咲いたと思ったら花吹雪、チュー
リップの色がさまざまに揺れる街角を通り、毎日
Small Steps通信～明石より
通勤しています。おかげさまで就労支援スモール
ステップが開所し、6 月で 1 年を迎えます。医療法人東峰会が就労に向けての支援を開始したことで良かっ
たと思うことがいくつかあります。
一つは、仕事をすることで元気になっていくみなさんといろいろな体験ができていることです。
「くらし
にはたらくピース」を合言葉にがんばっていますが、ほんとうに仕事はすばらしいリハビリテーションだと
感じます。
もう一つは、地域の連携の大切さが身に染みてわかってきたことです。一人の人が働けるようになるため
にはたくさんの周りの応援がいります。声掛けの一つ一つ
が利用者さんを励ましていることが良くわかります。
この春 2 人の方がスモールステップを卒業し、就職しまし
た。それがなによりうれしいことです。そして、4 月から
相談支援事業「Small Steps かなえ」が開所しました。
よりよい支援ができるよう、スタッフ一同たゆまず努力し
ていく所存でございます。関係者のみなさんのご協力、
お力添えをお願いします。
スモール

外来再診
診察時間
午前 9:15
～12:00
午後 13:00
～16:50

そして当院の行動基準である
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について話がありました。

1 列目 看護部長・看護師長、後列 新採用者

参加者からは「世界情勢から当院の歴史までわかり
やすく教えてもらえた。」
「一日も早く仕事を覚えて役
にたちたい。
」などと感想がでていました。
研修はこれからも続いていきます。
今回の学びを活かして、また初心を忘れずこれからの

日 程
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研 修 内 容
○病院理念・概要
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日 程
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○看護部長挨拶
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○スキルトレーニングⅡ
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○行動制限最小化研修Ⅱ

○看護記録
○看護業務
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○他部署研修 訪問看護

○感染褥瘡予防

○人材育成制度
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○他部署研修 デイケア

○他部署研修 ＯＴ室

○看護部理念・概要

○教育方針と教育活動

研 修 内 容

○他部署研修 ＰＳＷ室

○看護師長挨拶・各病棟機能

☆火曜日午前の外来再診は鬼頭医師と西村医師の２診制となります。
☆初診の方は原則としてその日の初診担当 Dr が診療にあたります。
（曜日により常勤医をふりわけています）
☆月曜日午後の診察（朴医師）
、火曜日午後の診察（中井医師）、木曜日午後の診察（山崎医師）は予約制です。
☆木曜日午後瀬川医師の診察は予約制（14：00～15：00）となります。※予約票が必要です。
☆※児童・思春期外来は毎週月曜日午後です。
（担当：内藤医師、※完全予約制）

編集後記；今年も新採用研修をのぞいてきました。新人のさわやかで活気のある姿をみると、こちらも元気
になってきます。この 4 月には診療報酬や精神保健福祉法そして消費税の改定があり、改定作業で病院事務
も大変でしたが、おかげで乗り切ることができました。

研 修 内 容

○セルフケアモデル

○就業規則・個人情報保護

中井

②真摯

現場での活躍を期待しています。

月曜日
朴/

①安全

○看護倫理

○接遇研修

新採用者紹介
医

相談支援事業所開設しました!!

局

「計画相談支援」というサービスが開始されたのはご存じですか？
障害福祉サービスを利用するにあたって、
「どのようなサービスがどのくらい必要なのか」
、「どこの事業
を選ぶのか…。
」を一緒に考えて、その人に合った必要なサービスが提供されるように、相談支援専門員
が各事業所との連絡調整などを行います。
当法人では、現在２か所の相談支援事業所があります。どうぞお気軽にご相談ください。

作業療法室
作業療法士

医師

河 村

北 池

麻美子

Mamiko Kawamura

初菜子

関西青少年サナトリューム
（相談支援事業所 栞 ）

H anako Kit aike

しおり

住 所 神戸市西区岩岡町西脇 838
（関西青少年サナトリューム

4 月からお世話になっている河村麻美子です。
毎日戸惑ってばかりですが、周りの方々と協力
しながら診療活動を行っていきますのでよろし
くお願いします。

T E L

実習でもお世話になりましたが、４月から働かせ

078‐967‐5550

ていただいています。笑顔でがんばります。
スモール

よろしくお願いします。

ステップ

Small Steps
住 所 明石市相生町 2‐2‐12

就労支援事業所

ＰＳＷ室

耕太郎

紗 綾

デイケア体育館にてお楽しみ会が開催されました。ボランティアさん
にお越しいただき、三線にウクレレ、歌にピアノ演奏と盛りだくさんの
ステージを披露して頂きました。当日は 130 名ほどの参加があり、会場
は大盛況！ また、今回より豪華賞品が当たる抽選会も行われ、
「おたの
しみ」満載なイベントとなりました。

Saaya Miyamoto

Koutaro Mori

違う業界からの転職で、この 4 月に入職しまし

Small Steps の精神保健福祉士として働く事にな

た。わからないことばかりですが、精一杯頑張り

りました、宮本紗綾です。憧れの職場で働けるこ

ピアノ奏者

ますのでよろしくお願いします。

ととなり幸せです。これから様々な事を吸収して

デイケアのボランティアに来
ていただいている永野先生と
当院スタッフのセッションで
キャッツ、アニー、レミゼラ
ブルなどミュージカルナンバ
ーを披露していただきました。

成長したいと思います。よろしくお願いします。

デイケアセンター

精神保健福祉士

吉 野

かおり（中央）

永野先生

Kao ri Yo shino
精神保健福祉士

玉 田

尚 美（左）

N a o mi Tamada
4 月 1 日からデイケア
センターに入職しまし
た玉田です。
一生懸命頑張っていき
たいと思いますので、
どうぞよろしくお願い
します。

デイケア配属になりました吉野かおりです。
精神保健福祉士としては、新米ですが、メン
バーさんに少しでも頼って頂けるような相
談員になれるよう頑張りますのでよろしく
お願いします。

KKK 第 3 ビル 1 階

H26.3.15 開催

お楽しみ会

精神保健福祉士

宮 本

かなえ

T E L 078‐915‐1355

Small Steps

精神保健福祉士

森

ｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰ室内）

精神保健福祉士

樫 詰

文 乃（右）

Ay ano Kasidume
はじめまして。
4 月からデイケアセンタ
ーに配属になりました。
ご迷惑をおかけする
こともあるかと思いま
すが、一生懸命頑張りま
すので、皆さんよろしく
お願い致します。

家族教室
今回の家族教室では、西村医師から病気のしくみ
についての簡単な講義の後に、ワールドカフェとい
う対話方法を真似て、お茶やお菓子を楽しみながら、
ご家族から挙げてもらったテーマに沿った茶話会を
５つのグループに分かれて行いました。ワールド
カフェ風では活気ある雰囲気で話し合われ、それぞ
れのグループ発表も、初めてとは思えない話しぶり
でご家族が発表してくださいました。

三線・ウクレレ奏者

前田さん

他の精神科病院で看護師をされ
てる前田さんには、沖縄民謡や
サザエさんなどの演奏を披露し
ていただきました。

H26.4.12 開催
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金曜日

土曜日

狩場

鬼頭/西村

内藤

瀬川

佐伯

当番医

※児童・思春期外来

村尾

瀬川/山崎

頼

③癒し

④効率

について話がありました。

1 列目 看護部長・看護師長、後列 新採用者

参加者からは「世界情勢から当院の歴史までわかり
やすく教えてもらえた。」
「一日も早く仕事を覚えて役
にたちたい。
」などと感想がでていました。
研修はこれからも続いていきます。
今回の学びを活かして、また初心を忘れずこれからの

日 程
４／２

研 修 内 容
○病院理念・概要

日 程
４／16

／

○精神科医療

日 程
５／８

○看護部長挨拶

４／25

○医療安全

５／１

５／15

○スキルトレーニングⅡ

６月

○行動制限最小化研修Ⅱ

○看護記録
○看護業務

○スキルトレーニングⅠ

○他部署研修 訪問看護

○感染褥瘡予防

○人材育成制度

４／10

○他部署研修 デイケア

○他部署研修 ＯＴ室

○看護部理念・概要

○教育方針と教育活動

研 修 内 容

○他部署研修 ＰＳＷ室

○看護師長挨拶・各病棟機能

☆火曜日午前の外来再診は鬼頭医師と西村医師の２診制となります。
☆初診の方は原則としてその日の初診担当 Dr が診療にあたります。
（曜日により常勤医をふりわけています）
☆月曜日午後の診察（朴医師）
、火曜日午後の診察（中井医師）、木曜日午後の診察（山崎医師）は予約制です。
☆木曜日午後瀬川医師の診察は予約制（14：00～15：00）となります。※予約票が必要です。
☆※児童・思春期外来は毎週月曜日午後です。
（担当：内藤医師、※完全予約制）

編集後記；今年も新採用研修をのぞいてきました。新人のさわやかで活気のある姿をみると、こちらも元気
になってきます。この 4 月には診療報酬や精神保健福祉法そして消費税の改定があり、改定作業で病院事務
も大変でしたが、おかげで乗り切ることができました。

研 修 内 容

○セルフケアモデル

○就業規則・個人情報保護

中井

②真摯

現場での活躍を期待しています。

月曜日
朴/

①安全

○看護倫理

○接遇研修

