
新入職員の紹介
2020年４月に当院には、歯科医師、後期研修医、看護師の

計６人の職員が入職しました。
皆様にはいろいろお世話になるかと思います。宜しくお願いします。

　今号ではその内、２人の職員の自己紹介を掲載します。

　熱心で親切な先輩医師や各職種のスタッフに指導してもらい、
少しずつ患者さんを担当しながら、上級医のもと診療にあたって
います。精神科は慣れないことの連続で、長期間入院されている
患者さんもいらっしゃり、すぐには良くならないこともありますが、
それでも患者さんが良くなっていく姿を見れるときは嬉しいもので

す。精神科は他の科よりも患者さんのお話を聞くことが重要な科であり、病歴だけではなく、
その人のこれまでの人生や人間関係をも聞き、総合的に判断して、診療していく科です。
検査だけで診断がつくことはなく、それはそれで難しいですが、逆に魅力でもあります。
今後3 年間の研修で精神科診療の基本を学びたいと思っています。宜しくお願いします。

後期研修医 西川　直人 

　この４月から入職しました、土居野いろはです。私が目指す、‘笑
顔を忘れず、そして何より患者様の思いに近くで寄り添い信頼して
もらえる看護師’になれるよう日々頑張ります。先輩方から、多く
の技術や知識を学んで身につけたいと思います。趣味はスポーツ
観戦です。よろしくお願い致します。

看護師 土居野いろは 
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♥基本方針
　１、 「心の病」の予防、治療、リハビリに取り組みます。
　２、 人権を尊重し、安全・安楽・信頼の医療に努めます。
　３、 地域と連携し、誰でも安心して暮らせる地域づくりに努めます。

♥病院理念
　その人らしく生きられるように
　　　　　　　共に支えあいます
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　病棟での入院治療が、人生を振り返っ
た時に、その方にとって「良い時間だっ
た。」と思ってもらえることが私の目標で
す。そのために病棟スタッフそれぞれの
関わりが、その方の心配事や、困り事を
軽減できる「治療薬」になる！そんな支
援を目指しています。そこには、ただ単
に関わるのではなく、医学的な根拠を
もって相手を理解し、精神看護の専門性を高める必要があ
ります。そのため、病院の協力を得て精神科認定看護師の
資格を取得し、日々の実践と院内教育を頑張っています。
　また、心の健康に関する課題は病院の中だけではありま
せん。地域の心の健康にも目を向け、暮らしやすい地域づ
くりに貢献できるような取り組みも実践したいと考えていま
す。些細な事でも、心の健康に不安があれば、是非林病院
に相談して下さい。

主任・精神科認定看護師　髙木　俊輔  

　あっという間に２年目を
迎えました。１年目は慣れ
ないことや覚えることがたく
さんで大変でしたが、患者
さんや上司たちに助けられ
ながら現在に至っています。
１年を振り返って、患者さん
と外出して誕生日を祝おう
と計画を立て、買い物・外食が出来たことや、
単身生活に向けて不安が強い患者さんと一緒に
不安に寄り添いながら退院支援が出来たことが
印象に残っています。
　２年目の目標は看護の専門性を高めること
で、特に疾患や薬の理解、コミュニケーション
スキルの向上などに取り組んでいきたいと思い
ます。

看護師　荒木　莉歩   

　林病院の南２病棟は60床の開放の
精神療養病棟です。主に退院支援病棟
としての役割を持ち、病状安定の治療
を行いながら、自宅や施設への退院に
向けての生活リハビリや社会復帰への
リハビリを行っています。
　その人らしい生活が出来るような個
別援助と、今回ご紹介しているような
グループワークでの集団リハビリも取
り入れながら、スタッフも一緒になって
リハビリを行っています。よりその人ら
しい生活に向けての支援が出来るよ
う、「リカバリー」の思考や「ストレン
グス（本人の強み）」を活かした援助を
取り入れながら、その人に寄り添った
医療退院支援に取り組んでいます。

南２病棟師長　

武田　大介  

　病棟では、職員のリカバリー学習会を開催しています。「リカバリー」とは、
精神障害の当事者が語り、考案されたものです。
　リカバリーとは、日本語に訳すと「回復」という意味ですが、単なる回復と
は意味が異なります。「一人一人が人生の目標や方向性を見出すこと」「満足感
を持って生きる力」といった、一度投げてしまった自らの人生を再び自分の手
の中に取り戻し、さらに新しい自分なりの人生を構築していく事を求めていく事です。リカバリーの主役（意思決
定する人）は、患者さん本人です。私たちは、患者さんのリカバリーを促進できるように、学びを深めています。

～その人らしさに寄り添った
　　　　　　　　　退院支援を～

開放精神療養病棟（南２病棟）の
紹介

職員も学びを深めています。

　病棟では、現在男性の患者さん９名と多職
種職員７名でグループワークを行っています。
会の内容はメンバーで今してみたい事、昔の
夢、最近あったちょっといいことなど一定の
テーマに沿って皆が自由に発言します。もち
ろんやりたいことで出来ることがあれば皆で計画し、実現します。今年に入って
初詣や外食、昔遊びや誕生日会をしました。このグループワークでは発言しやす
い空気と、しなくてもいい空気を大切にしています。少しずつですが患者さんの
発言や思いを引き出すことができ、全く話している姿を見たことのない患者さん
の発言や笑顔が見ることが出来てきています。これからも患者さんと職員共に
意欲や喜びを共有できるグループワークでありたいと考えています。

病棟グループワーク活動

　病棟では、園芸や手芸、スポーツ、俳句、パソコン、生き物を育てるなど様々
な作業療法を行っています。作業を通し、集える場を設けており、個別に買
い物、料理など生活に密着した内容なども行っています。
　作業療法では、患者さんを“生活”の視点からみていきます。退院後に日々
どう生活するのかと結び付け、入院中に体験して頂いています。そして患者さ
んの健康面や本来持っている力を見つけ、そこを伸ばしていくことを大事にしています。
　ケアをするというよりもマラソンの並走のように“一緒にする”といった関わりを今後も大切にしていきたいです。

退院後の生活を見すえた病棟作業療法病棟看護師より

　１月は病棟内に鳥居を準備し初詣、３月は雛人形をみんな
で作ってひな祭り、夏場多くの患者さんが大好きなかき氷、秋
はお寿司レクとスポーツ大会、12月はクリスマス会など、四季を感じる事の出来るレク
レーション、作業や身体を動かすことで適度な疲れを感じることが出来るレクリエーショ
ン、何よりもみんなで楽しむことで笑顔があふれるレクリエーショを担当者が中心とな
り企画しています。
　年齢層や入院期間がちがっても、多くの方が楽しめる企画を今後も考え行っていきた
いと思います。

毎月の職員企画

南２病棟のスタッフ一同。写真中央は病棟医・清光医師
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　地域サポートセンターは、地域で生活している方の医療上、生活上の困難・危機に対して、タ
イムリーに支援すること、支援の狭間を作らないことを目的として設置し、林病院の地域医療部
門の力を結集してワンストップの支援を行っています。未治療や治療中断などの医療的介入を必
要とする方から、困っているけど自ら支援を求められずすぐに支援に繋がらないという方など、
医療や支援者と関わり・接点を持つことが必要という方に支援していきたいと思っています。
　そのため自ら受診・相談を希望している方とは異なります。これまでもご家族・関係機関など
様々な方からの相談に対して、面談や訪問などを通じて次へのサポートへつないできました。ご
自身では困り感を訴えられず、当院スタッフの気付きから「困っているようだけど、この方の支
援をどうしていけばよいか」と相談が持ちかけられることも多くあります。相談に対して、地域
医療部門の各スタッフが集まり、週 1 回カンファレンスを行い、どのような支援が各部署で可能
かを話し合い、支援方法を検討します。ご家族だけで医師との面談にきてもらうことや往診に
つなげることも行っています。看護師やソーシャルワーカーが訪問を行い、関係作りからはじめ
生活状況を把握し福祉サービスにつなげ、保健師や包括支援センターなど関係機関と連携する
こともあります。
　そして、ご本人が医療やサービスに繋がればサポー
トセンターから次の支援者に引き継いでいきます。緊
急度なども様々ですが、困ったことがあれば「林病
院に相談先があったはず、何か変わるかも！！」と相
談してもらえるように今後も活動を続けていきたいと
思っています。支援が必要な方は、ご相談下さい。

精神保健福祉士　堀家　康子

～支援が必要な方、ご相談下さい～
地域サポートセンタ

ーの紹介

岡山駅よりタクシー約10分
山陽本線（赤穂線）西川原駅より南へ徒歩13分
岡山駅東口バスターミナルより岡電バス「藤原団地行」、
宇野団地入口で下車。西へ徒歩約2分
岡山駅東口バスターミナルより宇野バス「東岡山線」、
林病院入口で下車。西へ徒歩約2分

林病院へのご案内
入院対応
入院のご相談は、地域連携室へご連絡ください。
夜間・休日も対応しています。
TEL：086-272-8811

外来通院
外来通院の相談は「林病院けやき外来」へ
ご連絡ください。
　9：00～17：00　月曜～金曜　
　9：00～12：30　土曜

デイケア・ナイトケア
9：00～20：00　月曜日～土曜日

重度認知症患者デイケア（わたぼうし）
9：30～15：30　月曜日～土曜日　

診察のご案内
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