☀デイケアコーナー☀

デイケアには「みどりのシンフォニー」という喫茶があり、メンバー
さんが週３日営業しています。メンバーは２０名とスタッフとで構成さ
れています。各種ドリンクやデザートがあり、デイケアのメンバーさん
やスタッフ、入院中の患者さまなどたくさんの方が利用されています。
今回、その喫茶で働かれているひとりのメンバーＯさん（30 代男性）の
お話を載せさせていただきます。以下０さんのお話です。
『喫茶は３年くらい前から始めました。スタッフの方からお誘いを受け
てすぐに始めてみました。最初、ホールの担当をした時、人と接するの
が苦手で苦労しました。お客さまが次々と入ってきて、ちゃんと回るの
か不安になりましたが、お客さまを待たせないように心がけました。や
り終えた後「あ～終わった。働いたな。」と感じました。
「働いている。
人の役に立っている。」という充実感がありました。やがて洗い物のスピ
ードが上がったり、接客もできて、自分の能力が上がったことがうれし
く思います。他のメンバーさんからドリンクつくりを教えてもらったり、
スタッフから声をかけてもらったり、みんなと世間話をするのも楽しい
時です。２年前から作業所にも通っています。喫茶と作業所で自分に自
信がついてきました。どんな仕事かまだはっきりしないですが、いずれ
一般就労してみたいと思います。』
いつもコツコツと頑張り屋の０さ
ん。少し控えめですが、真面目に一生
懸命取り組んでいる姿はすてきです。
ピアノもとっても上手なのでまた聴
かせてくださいね。

〒651-2403
神戸市西区岩岡町西脇 838 番地
TEL 078-967-1202(代)
FAX 078-967-3626
HP ｱﾄﾞﾚｽ http://www.tohokai.jp/
E－ｱﾄﾞﾚｽ office@tohokai.jp

２０１１年より年に１回デイケア利用者のご家族
を対象に家族会を行っています。毎年テーマをかえ
ており、今年は「デイケアプログラムの紹介」を行
いました。その他にも、ご家族同士でお話しする茶
話会やメンバーさんが作った自主作品（絵画、書道、
アクセサリーなど）を展示し観覧していただきまし

敷居の低い

癒しの場としての病院をめざして

た。メンバーさんからは「家族に活動を知ってもら
えるのは嬉しい」といった声があがっていました。

http://otkansanaot.blog.fc2.com/

さて突然ですが作業療法(OT)という
ものをご存じでしょうか。『聞いたこと
はあるけれど、そもそもどんなところな
んだろう…』
、『どんな活動をしているの
か気になる』といった疑問をお持ちの方
も中にはいらっしゃることでしょう。そんな
疑問にお答えすべく、当院の OT 室の普段の

クローバーだより

～私たちが大切にしている４つの「想い」～

◆精神科訪問看護への想い
精神障がいを持ちながら通院し、治療を受けられている方が、ご家庭や地域社会で安心して日常生活を送ることが
できるよう、スタッフが定期的に訪問し、病状や生活上の相談にのり必要な支援を行う
◆共に考え向き合う想い
日頃のちょっとした疑問や人に言いにくいような悩み事に対して人と上手く付き合えない、話せない、人前に出
ると緊張するなど精神科ならではの困ったことや悩み事を一緒に考え共に向き合う
◆その場を大切にする想い
落ちついた雰囲気での訪問を大切にする
◆信じる想い
利用者さんが地域で自立していけることを願い信じている気持ち
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ クローバー
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以上を大切にしてこれからもがんばっていきたいと思います。
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※児童・思春期外来

☆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： 春の訪れを告げる「啓蟄」という言葉は、冬眠中の虫が動き出すさまを表し、具体的には人々が
「さぁ、働くぞ」と意気込み始める日のことを意味します。当院もこの春より、ｍ-ECT や地域連携、病院
ホームページのリニューアルなど活発に活動を開始していきます。ご期待ください。

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。

「関サナＯＴブログ」始めました!!

今後も引き続き行っていきたいと考えておりますの
で、ご参加お待ちしています。

第１２０号）

医療法人 社団 東峰会
関西青少年サナトリューム

ふれあい家族デイケア

みどりのシンフォニーで働いて

関連
施設

（２０１５．３．１

様子や雰囲気を様々な人に知っていただくた
め『OT ブログ』なるものを始めております。
『関サナ OT ブログ』で検索すると当院の
OT ブログが見つかります。不定期更新で、
のんびりとやっていますが、ぜひ OT ブログ
をのぞきに来てください。

m-ＥＣＴ[修正型電気けいれん療法] 始めました

Ｈ２７年度開催の行事予定をお知らせします
～お問い合わせはソーシャルワーカー室(078-967-1202)まで～

ECT（電気けいれん療法）とは、脳に電気的刺激を加えて、脳にてんかん発作と同じような発作活動を起こし、
これによる神経生物学的効果を通して症状の改善を得ようとする治療法で、古くから行われてきた治療法の一つで

H２７年度『家族教室』予定
当院家族教室へは毎度多数のご参加をいただき、誠にありがとうございます。H27 年度につきましても、全５
回の家族教室を下記の通り開催いたします。昨年度とは、異なった内容となっている回もございます。多くの方

テーマ

講師

けいれん療法）と呼ばれる治療が主流です。
しかし、m-ECT は麻酔を行うため、安全面の確保が必要であり、実施可能な施設は限られてきていました。この

のご参加を心よりお待ちしておりますので、ぜひご家族・ご兄弟などお誘い合わせてお越しください。
日時

す。現在は、全身麻酔薬と筋弛緩剤を使用して、施術による苦痛や身体的けいれんを抑える m-ECT（修正型電気

場所

度、当院では明石医療センターの麻酔科と連携し、m-ECT を導入する運びとなりました。
この治療は難治性の統合失調症、うつ病、緊張病状態などの方に有効性が認められています。

H27

4 月

11

日

（土）

13：00～15：00

病気･薬のはなしと医師との懇談会

当院医師

m-ECT の死亡例は低く、通常手術の全身麻酔の危険率や抗うつ薬服用中の死亡率より低いとされています。
実施にあたっては、患者さん本人・ご家族様への十分な説明を行い、同意をいただいたうえで、事前の検査や麻酔
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地域生活を支える
～訪問看護・ヘルパー・デイケア～

働きたい気持ちを応援する
～就労支援の現場から～

科医の診察を行うなど安全には最大限の配慮を行い、経験を積んだ医師と看護師のチーム医療のもとに適切に実施

各スタッフ
就労支援施設の
方(調整中)

当院 OT 棟
ホール

します。
聞き慣れない治療法かと思いますが、ご不安なこと、ご不明なことがありましたら職員にお尋ねください。

ｍ-ECT の適応

家族が元気なうちにできること

司法書士

～成年後見制度と当事者の声～

(調整中)

ｍ-ECTの適応となるのは統合失調症、双極性障害、うつ病の方

兵庫県精神福祉
家族会連合会
家族相談員

で、以下のような状況にある場合です。

家族の体験談と
地域家族会の紹介

・ 病気のため動くことができない、食事が食べられないといっ
た切迫した状況

H27 年度『ご家族のための元気が出るプログラム』予定

・ 薬物療法などの他の治療法よりも、効果や副作用の面でECT

精神障害を持つ方のご家族にとって、「対応の仕方がわからない」「再発を予防するためにはどのように関われば
いいのか」…など心配の種は尽きません。このプログラムは、病気や障害の正しい知識を得るとともに、実際に体験す

の方が安全と考えられる
・ 過去にｍ-ECTで良い効果があった

る「困ったこと」への対処の仕方に焦点を当ててご家族同士のグループで話し合います。患者さんに対する関わり方
についてみんなでアイデアや工夫点を出し合って、ご家族自身が元気になることを目的としています。楽しい雰囲気
で進めていきますので、初めての方もどうぞお気軽にご参加ください。
日時
第１クール

①5 月 9 日（土）

第２クール

13：15～16：00

②5 月 23 日（土）
13：15～16：00

③6 月 6 日（土）

場所
④6 月 20 日（土）

13：15～16：00

13：15～16：00

⑤7 月 4 日（土）
13：15～16：00

※第 2 クールは秋に行います。日程が決まり次第お知らせいたします。

当院 OT 棟
ホール

※本プログラムは申込み制・定員制となっております。 第 1 クール申込み締切 4 月 3 日(金)

第５回家族教室

Ｈ2７.２.７開催

H27.2.7(土)、H26 年度第 5 回家族教室を開催致しました。今回は、
「家族の体験談と地域家族会の紹介」をテ
ーマに、兵庫県精神福祉家族会連合会(ひょうかれん)家族相談員の渡邊康之さんにお越し頂き、これまで渡邊さ
んが息子さんと歩んで来られた道のりや、現在息子さんと一緒に取り組まれていることなどを中心に講演をして
頂きました。参加された方々から、
「共感できることが多く非常に参考になった。
」
「自分たちだけではない。これ
からもがんばっていこうと思えた。
」など、嬉しいご感想も頂きました。
茶話会にも渡邊さんに入って頂き、参加されたそれぞれのご家族と
不安や悩み、そしてこれからの希望を共有できる場となりました。
次回の家族教室も、たくさんの方のご参加をお待ちしております。
次回の家族教室

テーマ：「病気・薬のはなしと医師との懇談会」
講師： 当院医師
日時：H27.4.11(土) 13:00～15:00
場所：当院作業療法棟 １階

連携医療機関のご紹介
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一般就労してみたいと思います。』
いつもコツコツと頑張り屋の０さ
ん。少し控えめですが、真面目に一生
懸命取り組んでいる姿はすてきです。
ピアノもとっても上手なのでまた聴
かせてくださいね。

〒651-2403
神戸市西区岩岡町西脇 838 番地
TEL 078-967-1202(代)
FAX 078-967-3626
HP ｱﾄﾞﾚｽ http://www.tohokai.jp/
E－ｱﾄﾞﾚｽ office@tohokai.jp

２０１１年より年に１回デイケア利用者のご家族
を対象に家族会を行っています。毎年テーマをかえ
ており、今年は「デイケアプログラムの紹介」を行
いました。その他にも、ご家族同士でお話しする茶
話会やメンバーさんが作った自主作品（絵画、書道、
アクセサリーなど）を展示し観覧していただきまし

敷居の低い

癒しの場としての病院をめざして

た。メンバーさんからは「家族に活動を知ってもら
えるのは嬉しい」といった声があがっていました。

http://otkansanaot.blog.fc2.com/

さて突然ですが作業療法(OT)という
ものをご存じでしょうか。『聞いたこと
はあるけれど、そもそもどんなところな
んだろう…』
、『どんな活動をしているの
か気になる』といった疑問をお持ちの方
も中にはいらっしゃることでしょう。そんな
疑問にお答えすべく、当院の OT 室の普段の

クローバーだより

～私たちが大切にしている４つの「想い」～

◆精神科訪問看護への想い
精神障がいを持ちながら通院し、治療を受けられている方が、ご家庭や地域社会で安心して日常生活を送ることが
できるよう、スタッフが定期的に訪問し、病状や生活上の相談にのり必要な支援を行う
◆共に考え向き合う想い
日頃のちょっとした疑問や人に言いにくいような悩み事に対して人と上手く付き合えない、話せない、人前に出
ると緊張するなど精神科ならではの困ったことや悩み事を一緒に考え共に向き合う
◆その場を大切にする想い
落ちついた雰囲気での訪問を大切にする
◆信じる想い
利用者さんが地域で自立していけることを願い信じている気持ち
訪問看護ｽﾃｰｼｮﾝ クローバー

中 田 栄 二

以上を大切にしてこれからもがんばっていきたいと思います。

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

担当医のご案内（３月）

月曜日

火曜日

水曜日

木曜日

金曜日

土曜日

狩場

鬼頭/西村

内藤

瀬川

佐伯

当番医

中井

村尾

瀬川/山崎

頼

／

朴/

内藤

※児童・思春期外来

☆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： 春の訪れを告げる「啓蟄」という言葉は、冬眠中の虫が動き出すさまを表し、具体的には人々が
「さぁ、働くぞ」と意気込み始める日のことを意味します。当院もこの春より、ｍ-ECT や地域連携、病院
ホームページのリニューアルなど活発に活動を開始していきます。ご期待ください。

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。

「関サナＯＴブログ」始めました!!

今後も引き続き行っていきたいと考えておりますの
で、ご参加お待ちしています。

第１２０号）

医療法人 社団 東峰会
関西青少年サナトリューム

ふれあい家族デイケア

みどりのシンフォニーで働いて

関連
施設

（２０１５．３．１

様子や雰囲気を様々な人に知っていただくた
め『OT ブログ』なるものを始めております。
『関サナ OT ブログ』で検索すると当院の
OT ブログが見つかります。不定期更新で、
のんびりとやっていますが、ぜひ OT ブログ
をのぞきに来てください。

