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〒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

昨年大好評だった紙相撲大会が、今年も開幕しました。
梅雨を吹き飛ばすように、みなさん元気いっぱいに
対戦されています。指先の運動や頭の体操にもなりますね。
思い思いの四股名をつけて、横綱を目指します！！

敷居の低い
４月から始まっているプログラムを紹介します。

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

第２回家族教室報告

おしゃべり広場

なごみ運動

毎週木曜日午後に行っています。
誰でも参加でき、自分が気になっていることを何で
も話せます。楽しい話は皆で笑い、
悩み事なら皆で考えています。
メンバーはそれぞれいろんな体験
をしてきているので、それがお互
いの役に立つ場となっています。

毎週火～金の午前中に行っています。
棒体操、タオルを使った体操をしたり懐かしい童謡
や歌謡曲を歌ったり
ゲームをしています。
１人では続かない運動も
みんな一緒であれば
続けられますね！

H27.6.13 開催

今年度 2 回目の家族教室は「地域生活を支えるサービス」というテーマで、ヘルパー・訪問看護・デイ
ケアの３つのサービスの担当者から、サービスの内容について講義してもらいました。
ヘルパーステーション木もれ日からは、どのようなサービスができるのか、逆にできないサービスは何
があるのかなど、実際にヘルパー業務をしている写真も交えてわかりやすく説明がありました。また一人
の利用者に対して、主治医や看護師、ヘルパー、ソーシャルワーカー、地域の支援者など多くの支えと連
携がとても重要なことだというお話もありました。

関連
施設

ひろばの紙面に時々登場させていただいたスモー

スモールステップ日記

ルステップ通信を毎号発行することになりました。

ひろばには今号より「スモールステップ日記」を時々連載いたします。スモールステップを卒業して現在はた

訪問看護ステーションクローバーからは、利用者がどういうところに困っているのか、訪問看護の業務
とはどのようなものかなど、とても丁寧な説明がありました。それ以外では具体的に訪問看護を利用する
ためにはどうすればいいか、というお話がありました。
デイケアセンターからは、利用時間や費用についての話、利用の流れについてのお話がありました。ま

らいている方と、支援スタッフの生のつぶやきを拾っていきます。
まずは・・「働いてからのほうが元気になった気がする」という声はよく聞きますが、「自分が働いたことで、
両親が元気になった。両親の体調がよくなった」お話を聞きました。ご本人の失業中、闘病中を一緒に支えてこ

た現在デイケアでは 4 コース（なごみ、ゆい、ひふみ、たつき）に分かれており、そのことについてもと
てもわかりやすく説明がありました。
また後半は希望者限定で、当院にあるデイケアを実際に見学してもらいました。ご家族からは「実際に

られたご両親のほっとしたお顔が目に浮かび、とてもうれしくなりました。

見学ができて大変良かった」と好評でした。

スタッフのつぶやきも一つ・・「働き始めて、相談することが苦手だった人が、
相談できるようになったんです！」完璧でないといけない！と頑張っていた方が
いろんな出来事を乗り越えながら、相談し、休みながら仕事を続けていけるように

☆次回の家族教室☆

なったそうです。次回は来年 1 月号予定。

日時：H27 年 9 月 5 日（土）
場所：関西青少年サナトリューム

外来再診

担当医のご案内（7 月）

13:00～
OT 室

テーマ：
「働きたい気持ちを応援する」

～就労支援の現場から～
診察時間
午前 9:15
～12:00
午後 13:00
～16:50

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/船山

当番医

頼

／

朴

内藤

※児童・思春期外来

山﨑(敦)

村尾

瀬川
山崎(哲)

☆火曜日、金曜日の午前は２診制になります。
☆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（山﨑(敦)医師）、木曜日午後の診察（山崎(哲)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： 最近、夕立ちという言葉よりゲリラ豪雨という言葉が当たり前になってきたように思います。もうす
ぐ夏本番！暑さに負けず夏を満喫したいですね。そのためにもこまめな水分補給で体調管理に気を付けましょう。

講師：未定
※参加費は無料です。
ぜひご参加ください！お待ちしています！

当院の患者統計

春のバザー開催報告

平成 26 年度に入院された患者さんの実数は 544 名でした。（前年度 601 名）退院数は 562 名（前年度 595
名）でした。入院部門ではやや前年に比べて数の上で減少していますが、退院支援に対する努力は継続的に行われ
ており、退院した方が入院した方を上回りました。

27.5.16 開 催

5 月 16 日土曜日に春の関サナ祭（バザー）が開催されました。今年は、週間天気予報では雨天という事で、芝
生広場で実施できるか、レク委員一同心配していましたが、皆様の祈りが天に届いたのか午後から晴れてくれま
した。

一方で、平均外来患者数は 118 名（前年度 121 名）で新規患者数は 311 名（前年度 275 名）でした。ここ
でも退院援助と地域支援強化の結果がみられ始めていると考えられます。

模擬店では、たこ焼き、たい焼き、ゼリー、ウィンナー、喫茶、ポップコーン、から揚げなど出店しました。
イベントでは明石のアイドル YENA☆(イエナ)の 6 人グループが来てくださいました。若くて元気で可愛い彼女

入院中の方の在院期間は３か月以内の方が最多で 22％、５年以上の長期入院となっている方が 35％と前年度

達のダンスと歌で、患者様も職員も元気をいっぱいもらいました。とても楽しい１日を過ごすことができました。

から増加していないことも、当院における退院への援助の結果であると考えています。
明石のアイドル YENA☆(イエナ)のみなさん
退院された方の疾患別割合では統合失調症圏 61％、気分障害圏 24％、神経症圏 7％と、また、在院中の方の
疾患別割合は統合失調症圏 82％、気分障害圏 9％、神経症圏 3％と、前年度と変わらない構成でした。

退院患者の疾病別割合

平成 26 年度実績（H26.4.1～H27.3.31）
入院 544 名 （前年度 601 名）
退院 562 名 （前年度 595 名）
平均外来患者 118 名（前年度 121 名）
新規登録患者 311 名（前年度 275 名）

夏祭り

症状性を含む器質性精神障害
精神作用物質による精神及び行動の障害

７月２５日（土）
17：00～19：30
皆様ぜひご参加ください

統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
気分（感情）障害
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害
生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群
成人の人格及び行動の障害

連携医療機関のご紹介

知的障害（精神遅滞）
心理的発達の障害
小児（児童）期及び青年期に通常発症する行動

平成 26 年 4 月 1 日

及び情緒の障害

～平成 27 年 3 月 31 日

在院期間別割合

在院患者の疾病別割合

〒651-2273
兵庫県神戸市西区糀台 5-6-3
神戸西神オリエンタルホテル 5F
TEL： 078-995-9485
ホームページ：http://kobakokoro.com
[診療科目] 心療内科・精神科・神経内科
[専門] 認知症・老年期精神障害・精神疾患一般
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西神オリエンタルホテル内に、２０１３年１１月に開院しました。新しく、落
ち着いた雰囲気のクリニックです。西神中央駅からすぐです。
精神科の幅広い病気の治療に加えて、姫路循環器病センター高齢者脳機能治療
室などの勤務経験を生かし、もの忘れ外来も行っています。
平成 27 年 4 月 1 日時点

平成 27 年 4 月 1 日時点

また、神戸市西区の嘱託医として、区役所での精神保健相談も担当しています。
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☆月曜日午後の診察（朴医師）、火曜日午後の診察（山﨑(敦)医師）、木曜日午後の診察（山崎(哲)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： 最近、夕立ちという言葉よりゲリラ豪雨という言葉が当たり前になってきたように思います。もうす
ぐ夏本番！暑さに負けず夏を満喫したいですね。そのためにもこまめな水分補給で体調管理に気を付けましょう。

講師：未定
※参加費は無料です。
ぜひご参加ください！お待ちしています！

