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山間盆地として有名な広島県三次（みよし）
市の『高谷山展望台』は、秋から早春に発生
する濃い霧が市街地を覆い、『霧の海』が広
がることで知られています。
この写真は霧の海展望台（高谷山）から撮影
しました。雲海が動き、まるで生きているよう
に刻 と々景色（山々）が変化していきます。
自然が生きている感じがして、感動しました。

三次の『霧の海』
三次市街を覆う神秘的な自然現象

写真・文：施設課 主任　青木　潤

新年あけましておめでとうございます病院長
年頭所感

患者さま、ご家族の皆さまにおかれましては、長期
間にわたり、来院時の検温や面会制限に対し、ご協
力をいただきましたことに心より御礼申し上げます。
引き続き、感染予防対策に努めてまいります。

患者さまとご家族の皆さまの不安や心配を少しでも和
らげ、安心していただける機会を設けられるよう、
遠隔オンライン面会を開始いたしました。
少しの時間ではありますが、久々の面会に嬉しさで
笑顔が溢れる方、安心して涙を流される方、
様々ではありますが、皆さまに喜んでいただける様子
をうかがえることが、私ども職員の喜びでもあります。
また、昨年は同グループのグループホームやまびこの
里が開設 1 周年を迎え、ともに連携を深め、医療と

介護サービスを展開することが地域医療の発展につな
がるものと信じております。

2022年 11月には、精神科デイ・ケア、認知症デイ・ケア、
疾患別リハビリの患者さま・利用者さまにより快適に
使用していただけるように『新西館』の完成を予定し
ております。

広島県呉市焼山南1丁目8-23〒737-0924

0823-33-0511TEL

0823-34-1366FAX

（
代
表
）

インスタグ
ラムで

当院の情報
を

発信してい
ます！

公式ウェブサイト Instagram

FreshFresh フレッシュフレッシュ 当 院 新 入 職 者 紹 介 好きな食べ物 好きな音楽
よく見るTV マイブーム
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2病棟所属／看護師

伊藤　学 いとう まなぶ
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お笑い
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オムライス・いくら

4 病棟所属／看護補助

大谷　月 おおたに るな

堂村 璃羽
世界の果てまで
イッテQ！
携帯ゲーム
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海老料理・チーズケーキ

2病棟所属／看護師

小島 紀代美 こじま きよみ

BUMP OF CHICKEN

サッカー中継
おかえりモネ
ドライスワッグ作り
レモン水
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桃・寿司・ロールキャベツ

3 病棟所属／看護補助

小谷 亜理沙 こたに ありさ

岸 洋佑
ZIP!!・アニメ

ディズニー関係のゲーム
ポケモンGo・あみもの
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ズッキーニ

地域移行連携室所属／精神保健福祉士

宮﨑 千穂 みやざき ちほ

J-POP（邦楽）
朝ドラ・情報番組
つり番組・自然など
朝ドラ おかえりモネ を
欠かさず観ています
朝ドラ おかえりモネ を
欠かさず観ています
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カレーライス・メロンパン

4 病棟所属

窪田 弘幸 くぼた ひろゆき

高橋 真梨子
主にスポーツ
プロ野球・プロゴルフ・相撲

（テレビ番組を観る）
昭和のクルマといつまでも
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2022年11月
リニューアルオープン

（予定）

外観完成予想イメージ外観完成予想イメージ

利 用者さまが快適に過 ごしていただくために

写真は完成予想イメージ写真は完成予想イメージ 写真は完成予想イメージ写真は完成予想イメージ

（僕のヒーローアカデミア）

本年もどうぞよろしくお願い
申し上げます。

「やまデイ」では、日中いろ
いろな活動を提供するとと
もに、他の利用者の方々・
職員との交流を通し、安心
して穏やかに過ごせる居場
所づくりを目指します。

「精神科デイ・ケア」では、
同じ悩みを抱えた人たちが
助け合い、支え合いながら、
さまざまなグループ活動を通
して生活面や対人面を改善
し、再発の防止につとめます。

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、手品を楽しんだり、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♪

新西館1階 新西館3階

認知デイ・ケア

3 病棟

精神デイ・ケア
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す で に 認 知 症 は
身 近 な 病 気 で す

不 安

　　　知症の人と接していると、徘徊、
　　　健忘、抵抗・拒否など周辺症状
ばかり注目してしまうことがあります。
認知症の人が考えていることや悩んで
いること、不安に思っていることなど、
認知症の人の心情はあまり注目されて
いないように感じるのは自分だけで
しょうか。今回のテーマは「不安」です。

　　　方頃、何人かの認知症の患者さ
　　　まが不安そうな表情でスタッフ
ステーション前に来られ、扉や窓をノッ
クされます。患者さまから「ここはど
こでしょうか？」「夕飯は来るのでしょ
うか？」など多くの質問をいただきま
す。さらに「手元にお金がないです。
どうしようか。お金引き出せますか？」
「家族はここにいることを知っています

か？」など様々な不安の訴えが聞かれ
ます。時には、現状と合わない不安の
訴えが聞かれることがありますが、病
棟スタッフが話をうかがい、できる範
囲ですが対応する事で不安な表情が和
らぐ場合があります。
　　　
　　　は、わからないということに不
　　　安や恐怖を感じます。認知症の
人も、わからないことに強い不安を抱
いています。しかし、そのことを周囲
に訴えても、「認知症だから説明して
もわからない」「伝わらない」といった
ような認知症に対する間違ったイメー
ジから適切な対応ができていない場合
があります。
その様な状況になると、認知症の人の
不安は増し、認知症の周辺症状が悪化

します。私が思う適切な対応とは、認
知症に対する間違ったイメージを持た
ず、普段通り説明や会話をして対応す
ることです。

　　　段通り対応するということは認
　　　知症の人の人格や尊厳を尊重し
守ることにつながると思います。
認知症であっても「一人の人」として
接することが大切です。

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
認知症について
考えていきましょう。
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紅葉狩り
ドライブ

クリスマスパーティークリスマスパーティー

すみれユニットで紅葉を見に野呂山までドライ
ブに行って来ました。真っ赤に色付いた紅葉、
青い空と瀬戸内の海、景色が見えた瞬間、皆
さま「わぁっ！」と声を出されていました。ビ
ジターセンターでお土産を買い、野呂山ドライ
ブを満喫することが出来ました。

12 月に入り、やまびこの里でも各ユニットでクリスマスパーティーを開催さ
せていただきました。1 階ではスタッフによるハンドベル演奏を披露♪少な
い時間で特訓を重ねた甲斐あって、演奏後入居者さまから「80 点！」
「100 点！」と嬉しい言葉と拍手に包まれました。2 階ではスタッフが指揮
者となり、入居者さまにハンドベルを演奏していただきました。黒子のスタッ
フも入居者さまも一生懸命♪皆の力が一つになり素敵な演奏となりました。
両ユニット共、クリスマスソングを歌ったりケーキを食べながら談笑したり、
とても楽しく過ごしました。スタッフにとっては皆さまの笑顔が一番のクリ
スマスプレゼントです。幸せな一日をありがとうございます！

鮭は昔から「薬食い」とも言われ、
かぜ予防の食材として親しまれてきま
した。
鮭の色素であるアスタキサンチンは、
抗酸化作用がありインフルエンザ予防
の効果もあると言われています。また、
ビタミン Dを多く含み、骨の強化だけ
でなく免疫機能の調整に働きます。

①里芋は1cm 幅の輪切りに、鮭は4等分に
　切りペーパータオルに並べて水けをきり、
　塩・こしょうをふる。

③色付いたら裏返し、ほぐしたまいたけを入れ
　て焼く。塩（少々・分量外）をふり、みじん
　切りにしたパセリをふる。

②みじん切りにしたにんにくとオリーブオイルを
　フライパンで温め、①を並べて焼く。

風邪予防レシピ
管理栄養士オススメ 今の時期に摂取したい栄養素がたくさ

ん含まれています。
里芋のヌメヌメとした質感を作ってい
るムチンは、粘膜を潤して細菌が侵入
するのを防ぎます。
マイタケのβ―グルカンは免疫細胞を
活性化して、カラダを守る機能を高め
ます。

【作りかた】【材料（3人分）】

・里芋 150ｇ
120ｇ
100ｇ

・鮭切身
・まいたけ

1片・にんにく
適量・パセリ
少々・塩・こしょう

大さじ2・オリーブオイル

鮭と里芋の
ガーリックソテー

した。
鮭の色素であるアスタキサンチンは、
抗酸化作用がありインフルエンザ予防
の効果もあると言われています。また、
ビタミン Dを多く含み、骨の強化だけ
でなく免疫機能の調整に働きます。

風邪予防レシピ

【材料（3人分）】

・里芋
鮭切身

鮭と里芋の
ガーリックソテーガーリックソテー
鮭と里芋の
ガーリックソテー

今回の看護研究学会は、コロナ禍の現
状をふまえ、参加者は発表者のみ、感
染対策を実施して開催となりました。
発表した演題は「認知症治療病棟に
おける超過勤務時間減少への取り組
み―「協働受け持ちシステム」が生
み出す連携・協働の効果̶」です。「協
働受け持ちシステム」とは、入院され
ている患者さまを看護師同士がペア
になり受け持つ方法のことです。さら
に、作業療法士や精神保健福祉士な
ど、他の職種とも協力して患者さまを
受け持つことで、効率的で質の高い
看護の提供を目指します。
認知症治療病棟を開設してから、慣

日本精神科看護協会日本精神科看護協会

（皮なし・骨ぬき）

今年は寅年生まれのスタッフが 12 人揃いました。
より良い医療を提供するために 2022 年の目標を宣言します

れない業務や看護師の人数の変化に
より超過勤務時間が増加しました。
超過勤務時間を減少させるため「協
働受け持ちシステム」を考案し、運用
しました。運用した結果、超過勤務
時間が徐々に減少していきました。そ
の経過を振り返り、看護研究発表を
行いました。
他の病院の看護研究発表も聞くこと
ができたので、とてもよい刺激となり
ました。今後もよりよい看護を提供
するために看護研究を続けていきま
す。

3病棟（認知症治療病棟）

看護師長 新内　裕

看護研究学会看護研究学会で発表を行いましたで発表を行いました（広島県支部）（広島県支部）

寅年

絶景に感動！絶景に感動！
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毎日笑顔

一攫千金

健康第一

健康第一 報恩謝徳 悟りを開く

感謝笑顔！

一期一会

挑 戦

探究心

家内安全


