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毎年恒例のふれあいアート展を今年も 3 月 15、16、18 日に開催しました！今年はデイケアメンバーさんや
病棟患者さんから、全部で 320 点もの作品が集まりました。皆さんが活動に取り組んでこられた様子が目に浮
かび、見ていて感心するものが多かったです。デイケアではコースごとの作品も展示しました。それぞれのコー
スの特徴を活かした作品が出来上がっていました。
合わせて、カフェデイケアも開催しました。この日に向けてメンバーさんとスタッフとで協力して準備を行って

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。

きました。来てくださるお客さんに喜んでいただけるように、みなさん一生懸命活動に取り組まれていました。
当日は多くの方に来ていただき、カフェを楽しんでいただいたり、作品を手に取っていただけたりして、本当に

敷居の低い

癒しの場としての病院をめざして

うれしかったです。次回は 5 月の院内バザーにてお目にかかれると思いますので、皆さんとお会いできること
を楽しみにしています♪
今年も新採用者研修が始まりました。初日の 4 月 3 日は、全部署の採用者 27 名が参加しました。当院にとっ
て今年は変革の年であり、院長の講義の中でも、これまでの当院の歴史を社会情勢とあわせながら説明の上、今
後の当院の目指すところについて熱を持って伝えられていました。
看護部は今年度 6 名の新卒者が入職しましたが、当院では新人ですが看護師としては経験値の高い中途採用者
に優しく声をかけてもらいながら、共に学ぶという穏やかな雰囲気で研修を受ける事ができていたことが嬉しく
思いました。
今年の花見は 4 月 1 日に王子動物園と 4 月 5 日に姫路城に行ってきました！

新卒者については、当院で行う機会の多い看護技術についての研修もありま

王子動物園に行った日は花冷えというには寒すぎるくらいの日でしたが、温かい

したが、みんな穏やかな雰囲気ながらも真剣に取り組んでいる姿勢が印象的

服装で参加される方が多くいらっしゃいました。お弁当が美味しかったと好評で

でした。

した♪皆さん、パンダを見たりコアラを見たりと楽しく過ごしていらっしゃいま

5 月以降もフォローアップ研修をはじめ様々な研修が続いていきます。職種

したが、突然の雨のため、予定を早く切り上げてデイケアに戻って来られました。姫路城に行った日は暖かく、

関係なく、患者さんのことを第一に考えて関わる事ができる、そのためにチ

絶好の花見日和でした。姫路城の近くで食のイベントも開催

ームで取り組む姿勢を大切にできる職員に成長してもらえるよう期待して

されていたこともあり、平日でしたが大勢の方が花見に来ら

います。
（看護師長：福永）

れていました。動物園や好古園に行かれたメンバーさんもい
らっしゃいました。今年も綺麗な桜を見ることができ、とて
も有意義な時間を過ごすことができました♪（DC：今津）
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研修内容

4 月 3 日（水） 病院理念・概要

／

☆月曜日・木曜日の午前、金曜日の午後は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）
、水曜日午後の診察（岡本医師）
、木曜日午前の診察（赤堀医師）
、木曜日午後の
診察（中井医師）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：新元号「令和」がスタートしましたね。元号があるのは世界の中で日本だけだそうです。普段の
生活は変わらないですが、新しい時代の幕開けにわくわくしてしまいます。明日への希望と共に、１人ひと
りが大きな花を咲かせるという意味のように明るい時代になれば良いなと思います。
（広報委員：Ｙ）

開催日

研修内容

4 月 4 日（木） 医療安全

就業規則・個人情報保護

感染予防

師長挨拶・各病棟機能

褥瘡予防

看護部長挨拶・看護部理念・概要

金曜日

瀬川

開催日

人材育成制度、教育方針と教育活動

4 月 8 日（月） 精神医療
看護実技

関サナのど自慢大会

新採用者のご紹介

2019.3.9

３月９日に当院デイケア棟 1 階大ホールにて関サナのど自慢大会が行わ
れました。参加者は入院患者さん、デイケア患者さんで総勢２０名の方
4 月より常勤として勤務させていただきます岡本敦子です。約 5 年間病院
勤務から離れていた間に、新しい治療方法や精神福祉に関する法律の改正
など、また、医療現場の考え方も変化しており若干の戸惑いを感じており
ます。医師としてもまだまだ未熟ですので、皆様にご迷惑をおかけするこ
とが多々あると思いますが、よろしくご指導のほどお願いします。

が歌声を披露してくれました。100 名以上いる観客を前に一生懸命パ
フォーマンスを見せる姿には皆が笑い、感動し盛大な喝采がありました。
今回はスペシャルゲストとして中嶋看護部長を招き、私（道脇）とデュ
エットを披露し、大いに盛り上がりました。今後も皆が楽しんでもらえ
るレクを企画していこうと思います。（レク委員：道脇）

Atsuko Okamoto

春 の OT ミ ニ バ ザ ー

医師
岡本 敦子

2019.3.6

春の OT ミニバザーを 3 月 6 日に行いました。今回は、春・ひなまつりにちなんだゲーム、食べ物をご用意し
Ryuichirou Toudou

ました。約２５０食のいちごのレアチーズを手作りし、毎日、大量の給食を作ってくださる給食の方々の大変さ
を体験できました。普段、作業療法室に来ない方にもたくさん来て頂き、久しぶりにお会いした方ともバザーを

4 月よりお世話になっております藤堂龍一郎と申します。不慣れな環境で
ご迷惑をおかけすることも多々あるかとは思いますが、宜しくお願い致し
ます。

きっかけに、作業療法室に来てお話できたらと感じた１日でした。（OT：谷川）

医師
藤堂

龍一郎

OT ミニバザー

はじめまして、4 月より関西青少年サナトリュームで勤務させていただい
ています、赤堀紗季と申します。
これまで、総合病院でしか勤務経験がありませんので、精神科病院では不
慣れな部分も多くあり、いろいろな方にご迷惑をおかけしていることかと
思います。そんな中でも、スタッフの方々にあたたかく迎え入れていただ
き、心より感謝申し上げます。今後もまだまだ至らぬ点があるかと思いま
すが、遠慮なくお声掛けいただければ幸いです。
今後とも、患者さん、ご家族さん、そしてスタッフの皆さんのお役に立て
るよう、精進する所存ですので、なにとぞよろしくお願い申し上げます。
医師
赤堀

紗季

このたび、北 1 病棟の病室改装工事を行うこととなりました。
治療環境を整えるため、皆様により快適にお過ごし頂けるよう個室を増やすための工事です。
工事期間中は業者の出入り、作業音等でご迷惑をお掛けすることと思いますが、何卒、ご理解ご協力を賜りま
すようお願い申し上げます。

Saki Akahori

・工事期間：2019 年 5 月下旬～2019 年 11 月下旬（予定）
平日及び土曜日（日曜・祝日は休工）
・工事場所：北 1 病棟内 103、105、111、112、113、115 号室
工事場所には仮囲い（下図

精神保健福祉士
柳 奈穂

Naho Yanagi

ソーシャルワーカー室新人 PSW の柳です。
患者さんやご家族さん、職場の皆様から信頼される
PSW になりたいと思っていますので、ご指導のほど
よろしくお願い致します！
趣味は一眼レフカメラで写真を撮ることと、史跡巡り
の中でも特に現存天守のお城巡りをしています。お勧
めの観光地があれば教えて下さると嬉しいです。

部分）をして行います。

作業療法士
岩本

彩花

Ayaka Iwamoto

4 月より勤務している作業
療法士の岩本と申します。
笑顔で元気に頑張ります！
よろしくお願いいたします。

・作業時間：午前 8 時～午後 5 時
（時間が前後する場合があります）
工事に関するお問い合わせ等ございましたら事務所までご連絡ください。
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（広報委員：Ｙ）

開催日

研修内容

4 月 4 日（木） 医療安全

就業規則・個人情報保護

感染予防

師長挨拶・各病棟機能

褥瘡予防

看護部長挨拶・看護部理念・概要

金曜日

瀬川

開催日

人材育成制度、教育方針と教育活動

4 月 8 日（月） 精神医療
看護実技

