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JPOP、クラシック、ジャズJPOP、クラシック、ジャズ
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amazon primeで映画をみることamazon primeで映画をみること
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岡田 浩一
おかだ ひろかず

事務部所属／事務次長

イタリアン
GReeeeN、米津玄師
バラエティ
ダイエット、自分磨き
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池内 恵里香
いけうち えりか

2 病棟所属／看 護 師

寿司
J-POP
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YouTubeで動画を見ることYouTubeで動画を見ること
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分石　亮
わけいし りょう

作業療法科所属／作業療法士

魚介類全般
Acid Black Cherry
鉄腕 !DASH!!
庭の草むしり
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井上 好美
いのうえ よしみ

4 病棟所属／看 護 補助

めったに見られない

東京タワーから眺める 富士山
5年前の東京での正月。東京タワーから富士
山の方向を見た景色です。快晴に恵まれ、
かなりはっきりと富士山を眺めることができ
ました。正月、車が少なく、道路の混雑も
なく、驚くほど早く目的地に着くことができ
ました。帰省のため人があまりいないので
しょう、静かな町に様変わりしていました。

激動の 2020年が終わり、新しい年を無事迎えること
ができましたが、“新型コロナウイルス”という新た
な問題を抱え、入院患者さま、ご家族の方の面会す
ることもできない寂しい気持ちを思うと心が痛みます。
また、ご自宅で過ごす時間が増えるなどの生活環境
の変化等で、大きなストレスを抱えておられると思い
ます。しかしながら、コロナ禍において新しい習慣
の流れや良い変化があったことも事実です。前向き
に、でも頑張り過ぎず、安心に過ごせる工夫も大切
にしなければなりません。

社会全体が重苦しい雰囲気の中、医療に従事する者
としてさまざまなことを考える機会となっています。

文・写真：細川 哲也先生

いつ収束を迎えるか出口が見えにくい状況ですが、
私たちの医療・介護の世界はさまざまな専門職の集
まりです。各専門スタッフが高いスキルを持ち、チー
ム一丸となって地域の皆さまに安全な医療・介護を提
供できるよう取り組んでまいります。このコロナ禍を
地域の皆さまと一緒に乗り切りたいと願っております。

本年もどうぞよろしくお願い申し
上げます。

新年あけましておめでとうございます病院長
年頭所感

各部署でクリスマス会を楽しみました各部署でクリスマス会を楽しみました

地域の皆さまが安心して当院をご利用し
ていただけるよう、いろいろな情報や
お知らせを掲載していきます！
ぜひ、ご覧ください。

それぞれの部署でクリスマス会
が行われました。スタッフも患者
さまも帽子をかぶってクリスマス
の雰囲気に。クリスマスソングに
合わせて、歌ったり、ゲームで遊

んだり、ケーキを味わったり、
患者さま・利用者さまもスタッフ
も一緒に楽しむことができまし
た。それぞれの部署でこころ温ま
るひとときとなりました♪

精神科
デイ・ケア

認知症
デイ・ケア 病棟2 病棟3 病棟4

当院のホームページが
新しくなりました！（サーモン以外）

（いい音楽なら何でも）



は身近な病気です認知 症すでに
Vol.2

健忘
記憶障害の一種。一定期間
の記憶を再生できない症候。

　　　回のテーマは「健忘」です。認
　　　知症の前段階（軽度認知障害）
からよくみられます。認知症による健
忘は特徴的です。長い記憶（長期記憶：
何十年も前の記憶等）よりも短い記憶
（短期記憶：数十秒から数十分・数日
の記憶）が失われやすいと言われてい
ます。記憶の一部がわからないという
よりも人や物事そのものを忘れてしま
う事が多いようです。

　　　院に入院中の患者さまにもみら
　　　れます。「よくわからなくなっ
た。」「頭がおかしくなってしまった。
どうしたらいいのかわからない。」「私
は何をしていたのでしょうか。」と苦悶
の表情でナースステーションに来られ
る患者さまもおられます。患者さまの

話を伺うと、記憶を呼び起こせない事
で不安になるようです。さらに、周囲
の人に何度も同じことを聞いてしまい、
患者さま同士でトラブルになる事もあ
ります。

　　　知症と診断されると、「認知症」
　　　という言葉のイメージから、周
囲の人々に「何を話しても覚えていな
いから意味がない」という様に思われ
（勘違いや思い込み）、認知症の人が周
囲から孤立してしまう場合も少なくあ
りません。

　　　知症による健忘は、先ほど述べ
　　　たような特徴はみられるものの
再生できる記憶も確かに存在します。
また、「何度も繰り返し聞く」という事

けんぼう

2021 年の抱負（目標）を教えてください2021年の抱負（目標）を教えてください
2021年に年男年女となるスタッフ、一人ひとりに聞きました

廿日市市立友和小学校の６年生を対象に

「看護師の職業について」

精神科デイ・ケアでカップケーキをつくりました精神科デイ・ケアでカップケーキをつくりました

消防避難訓練消防避難訓練

当日は、朝からサンタの帽子をかぶり、
クリスマス雰囲気の中、クリスマスケー
キ作りやサンドイッチバイキングを味わい
ました♪　うちわでもの送りゲームや的当
てゲームなどで盛り上がった後は、クリス
マスソングに合わせてプレゼント交換。
入居者さま、スタッフも笑顔あふれる賑
やかな会となりました。

クリスマス会を楽しみました☆彡

講義中、「注射をする時の気持ちを教えてください」「ドラマ
で見る手術は本当にあるのですか」など、子どもらしい質問
がありました。講義が終わり、「漁師になります」「アーチェリー
の選手になってオリンピックに出ます」と笑顔で話してくれる
子ども達の中に「看護師になります」と言う女の子達がいて、
嬉しかったです。ランドセルが少し小さく見える子ども達の
後ろ姿は、夢や希望に満ちていました。キャリア教育の経験
と、学校教育の空気感に癒された貴重な時間でした。

 「厨房から煙が出ている」という設定で、消防避難訓練を行
いました。初期消火の練習や、患者さまを1階まで誘導、動
けない患者さまを担架で運ぶ病棟スタッフ、実際に患者さま
も避難していただきました。スタッフ54名、患者さま59名、
計 113 名が参加し、火災発生から、避難終了まで 7 分 34
秒でした。こういった訓練を行うことにより、万が一の事態
に備え、適切に動けるようにしたいと考えております。

 4 病棟で「やけやま神社まつり」と題して、
まつり気分を楽しんでいただきました。療
養生活の中でも季節を感じ、 少しでも豊か
な時間を過ごしていただけたらという思い
から作業療法科と協力し、 出店や鳥居、 さい
銭箱を用意し、 神主（？）にお祓いもしても

精神科デイ・ケア“調理プログラム”でカップケー
キを作りました。管理栄養士が立ち会いのもと、
利用者さまは材料をこねるところからはじめまし
た。こねるのはなかなか大変な作業でしたが、苦
労した分、できあがったケーキは美味しかったよう
です☆当日は広島国際大学の看護実習と重なって、
利用者さまのケーキ作りを手伝ってくれました。

広島医療秘書こども専門学校の
学生さんが実習に来られていました!
広島医療秘書こども専門学校の
学生さんが実習に来られていました!

広島医療秘書こども専門学校 医療秘書科 大谷 莉子

実習期間とても充実し貴重な経験となりま
した。受付にも立ち患者さまへの対応など、
実際に体験することによって理解する事、 学
ぶ事が数多くあり、 今後の学校での 2 年次
のコース選択や就職活動に生かしていきた
いと思いました。将来、患者さま一人ひとり
に寄り添い、臨機応変に動くことのできる
医療事務員になれるよう取り組んでいきた
いと思います。

完成

をおこないましたをおこないました

やけやま神 社まつり4病棟

健康第一 時々、ひと休み。
突っ走る傾向なので
時々立ち止まり、
心に余裕を持って
いきたいです。

万能一心
を心がける

健康管理に
気をつけて
感染予防に
心がけたい
です！

何事にも穏やかさを
せっかちな性格のため
いつもせかせかして
いるので、2021年は
仕事もプライベートも
　ゆったりと穏やかに
　過ごしたいです。

因果応報
今あるのは過去の結果
健康であるのも然り
それを弁えて、
1年後の自分に
会うために

逆風張帆
ぎゃくふうちょうはん

は、認知症の人にとって「その時一番
重要と思った事」を訴えているとも受
け取る事ができます。なるべく周囲の
人々が、その様な勘違いや思い込みを
持たずに関わる事で、認知症の人の不
安な気持ちが少し薄れていくかもしれ
ません。認知症の人が記憶を再生しや
すく「わかる！わかる！」と共感の持
てる「昔の話」をしてみたり、「昔の
写真」を見ながら思い出話に花を咲か
せるのも良いかもしれません。認知症
の症状は千差万別です。

（スーパー大辞林 3.0 より）

3病棟（認知症治療病棟）
看護師長 新内　裕

これからも一緒に
考えていきましょう。

日々学び

一日一生
仕事もプライベートも
一日一日を大切に
過ごしたいです

ゆとりある生活を!!
時間に余裕を持って行動

前後裁断
過去も未来も関係なく、
今集中する。今できること
に集中して取り組ん
でいきたいです。

らいました。おみくじで大吉が出て喜ばれる
方、 出店のゲームで声をあげて楽しんでいる
方、 カラオケ大会で熱唱してくださる方な
ど、 それぞれ楽しんで頂けたのではないか
と思います。4病棟では引き続き、 季節毎に
レクリエーションを行っていきます。

し、ゆとりのある
生活ができる年に
したいです。

〈副看護部長　村中 淳子〉

出張講義を行いました
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