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第68回 八幡浜みなと祭

てやてや踊り競演大会

18日(火)は八幡浜市民総参加の秋祭り♪数
千人の踊り子による「てやてや踊り競演大会」
が開催されました。
今年も、くじらグループは総勢約110名で参
加しました。
「わっしょい くじら！わっしょい く
じら！」という掛け声で、八幡浜の町を盛り上
げました。沿道から応援してくださる方々へ、

てやてや踊り
競演大会

くじらグループ多機能型事業所KOHOLAで
焼き上げたクッキーをプレゼント♪今年も笑
顔で踊り切りました。

クジラグループ大漁旗

真網代くじらリハビリテーション病院

リハビリテーションマインドをもった

地域包括ケア病床を目指して
〜ときどき入院、ほぼ自分らしく在宅で〜
日本一長い佐田岬半島と夕日が美しい宇和海が眼前に広

また、地域住民のニーズを知るために計画的に医療機関・施設

がっており、みかん畑にも囲まれた自然豊かな風景から癒され

などの訪問を開始しました。患者様をご紹介して頂くために、病

る真網代くじらリハビリテーション病院は、10月から地域に寄

院長・医療情報課（地域連携）
・がん性疼痛看護認定看護師

り添う地域包括ケア病床をオープンしました。

と、介護施設・医院・診療所を訪問して、受け入れる患者様につ

地域包括ケア病床とは、急性期病院で治療し、症状が安定し

いて説明をしています。

たものの、在宅や施設へ復帰することへの不安がある患者様に

9月には医療資源の少ない伊方町でがんばっている3つの

対して医療やリハビリテーションを行う病床です。在宅療養中に

診療所に伺いました。難病の患者様の診療や家族も高齢化の

状態が悪化した場合の入院受け入れも行い、地域の様々な医

ための介護問題などについて聞くこともでき、先生達の温かさ

療機関や介護事業所等さらには、院内外の多職種と連携し、在

が伝わってきました。

宅での医療や暮らしをサポート致します。入院を受け入れる基

当院は療養病棟から、一部地域包括ケア病床の転換であ

準として、軽度な急性疾患（発熱、肺炎、脱水症状等）、介護施

り、在院日数が最長60日の制限が伴うため、看護の質の向上

設で受け入れ困難な医療依存度の高いレスパイト的入院があ

も求められます。患者様が早く元の生活にもどれるように看護・

り、
また新しく受け入れる疾患は、
がん・難病（ALS）等です。

介護の質の向上に向けて病院スタッフも共に学習会に励んで

平成28年4月からこの取り組みのためにシミュレーションを開

います。事例を積み重ねてよい対応ができるように頑張ります

始し、受け入れる患者様の基準などについて検討してきました。

のでよろしくご支援ください。
真網代くじらリハビリテーション病院
看護部副部長

青山 百合枝

学習会

リハビリの 様 子

問い 合わ せ先

症例検討会

真 網 代くじら
ン病 院
リハ ビリテー ショ
課
報
情
医療
☎089 4-28 -1123

診療所訪問

医 療 情 報 課スタッフ
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真網代くじらリハビリテーション病院

〜

患者様 共 歩 医療 〜
様・ご家族との情報共有」
を大切に、そして
「在宅生活を想定した介入」

地域包括ケア病床の開始に先駆け「がん患者リハビリテーション※」の
提供を今春より開始しました。
がんの知識・技術のステップアップとが

を実践し、
がん患者様・ご家族のADL・QOLの維持に寄与していける

んリハビリ領域のチーム医療実践を目指し、医師・理学療法士・作業療

ようチーム力向上、自己研鑽に邁進してまいります。

法士・言語聴覚士・看護師の6名でがんリハビリ研修（兵庫県）に参加

※がん患者リハビリテーション料とは、医師の指導の下、
がんリハビリテーションに関
する適切な研修を修了したリハビリスタッフが20分以上のリハビリテーションを行っ
た場合を1単位として、
1日につき最大6単位
（120分）
に限り算定できる。

しました。患者様及びご家族のQOL向上のために必要な、
がんによる
直接的な影響や手術療法、化学療法、放射線療法等による身体的な障
害並びにこれらに伴う運動療法や生活機能の低下に対する予防・改善
等を目的とした専門の知識と技術を学びました。
当院が行う
「がん患者リハビリテーション」は、在宅において緩和ケ
ア主体の治療を行っている進行がん又は末期がんの患者様等の症状
増悪や一時的休息のため短期間入院加療を行い、在宅療養を支援す
るための「がんリハビリテーション」
を提供することです。
開始して間もないがんリハビリテーションですが、
「 入院前に患者

研修会に参加したスタッフ

発表会

院内学術研究発表会
真網代くじらリハビリテーション病院

濱田 良子

看護師

今回は真網代くじらリハビリテーション病院と、
ウェル五反田居宅介
護支援事業所の合同発表で、約200名の職員が参加しました。
研究の質は年々上がっていますが、更なる質の向上と新たな課題へ
のチャレンジや改善を目指し、
また全国の各学会での発表ができるよ
う各部署取り組んでいきたいと思います。
真網代くじらリハビリテーション病院

第17回開催

1.｢提供単位数と看護必要度Ｂ項目の変化の検討｣
〜リハビリをすればするほどよくなるのか？〜
【リハビリテーション課】
理学療法士：山本尚弘、山下誠一郎、河村優仁
作業療法士：山住竜太
2.｢体位変換時の疼痛緩和に対する
スライディンググローブの有効性について｣
【Ａ-２病棟】
看護師：川口千鶴、准看護師：登口佳奈、
池田美紀
介

護：森本凌平、馬淵貴幸

3.｢リハビリテーション病棟のために栄養課ができること｣
〜残食調査の実施と今後の課題〜
【栄養課】
管理栄養士：河野陽子、栄養士：西園寺康代
4.｢居宅介護支援事業所における災害支援に向けた取り組みについて｣
【ウェル五反田居宅介護支援事業所】
介護支援専門員：佐々木夕希子、久保愛紀子、
清水貴江、
山本康、
中村聖、荒木孝宣
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看護師を 夢 見る少年・少女集まれ

川之石高等学校 実習生

〜看護学校では何をするの？看護師ってどんな仕事？〜

〜特別養護老人ホーム コンフォート神山「施設・介護実習」〜

8月13日（土）、真網代くじらリハビリテーション病院にて、
「看

川之石高等学校の福祉サービス科目を専攻している生徒3名

護師を夢見る少年･少女集まれ」
と題した中学・高校生対象の体験

が、特別養護老人ホーム コンフォート神山にて
「施設・介護実習」
を

会を開催しました!看護師を志望されている学生に対し、看護師と

行いました。

はどういう職業なのか、
どうすれば看護師になれるのか等の疑問

期間中には、自分たちで考えたレクリエーションを披露してくれ

を解決し、
これからの受験や就職に役立ててもらおうという取り

ました。3人で思考錯誤し作り上げた40分間。利用者様に笑顔で

組みです。

楽しんいただけるように、
「 手の指先体操」
・
「ジェスチャーゲー

今回が初の試みでしたが、中学・高校の５名の学生が参加されま

ム」
・
「すもう」等、一生懸命プログラムを考えたそうです。

した。実際に看護師の話を聴いたり、利用者様とふれ合ったりして、

実習中の心に残った出来事を聞いたところ、
「利用者様の笑顔」

将来自分が看護師になったときの想像が少しでも出来たのではな

や「利用者様が楽しそうに私に話しかけてくれたこと」等、利用者

いでしょうか？くじらグループは看護師を目指す学生をこれから

様と触れ合えたことが大きな経験となり、充実した実習になったよ

も応援していきます！！

うです。今回の実習をこれからの学習に活かしていただけたら嬉し
いです。

スケジュール

9:10〜 先輩看護師から体験談をきいてみよう

今回の経験を、
これから活かして
いきたいです！

（進学･受験、学校生活、就職活動、仕事内容等）

9:30〜 看護師になるための学校の紹介
10:00〜 看護師が働ける･活躍できる職場の紹介
11:00〜 手洗い体験

片山 葵

14:00〜 実際に働いてみよう！

Inte

GRO

UP

くじら病院

ort
p
e
R
rn

RA
KUJI

袋瀬 未貴
松浦 乃亜

山田 春菜（愛媛十全医療学院 作業療法学科

3年生）

患者様に
「ありがとう」
と言ってもらえたり、
笑顔を見せていただいたり、
毎日が楽しかったです。精神科に対しての印象が大きく変わり、
自分の知
識の幅が広がりました！大変だと思うこともありましたが、
楽しかったと思え
る実習でした。

阿部 真里亜

山田 春菜
くじら病院

阿部 真里亜（川崎医療福祉大学 リハビリテーション科

4年生）

実習当初は、
患者様の症状で
「良い面」
より
「悪い面」
に

くじら病院

目が行きがちで、
なかなかその人らしさや健康的な面を伸

萬家 一生（南愛媛医療アカデミー作業療法学科

ばすという考え方ができませんでした。
そんな時、
実習担当

3年生）

の職員が
「悪い所を直すことも必要だけど、
良い所を見つ

実習中の一番の思い出は、会話やオセロ、将棋、
パズル

けて一緒に伸ばしていける方がお互い楽しいよね」
とアド

などを、
たくさんの利用者様と行ったことです。実習終了間

バイスをして下さいました。
その言葉を受けて、
良い面を伸

近は、利用者様から
「おらんなったら寂しいわい」
といった

ばす関わりについて考える機会が増え、
患者様との関わり
の中でも、
それを意識することができるようになりました！

言葉をかけていただきました。
その言葉を聞いて、実習地が
萬家 一生
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くじら病院デイケアで良かったなと改めて感じました。

Watch!

News

くじらホスピタル CAFE OPEN!!
楽しみいただけるようになりました。

今まで、入院患者様の食事時間のみ利用していたカフェテ
リアが、6月よりCAFEとしてOPEN！

オープン当初は少なかった利用者様も、現在はCAFEとし
ての認知度も上がり、多くの方々にご利用いただいています。

昼食時間を除く9：00〜17：00を開放時間とし、入院患者様・
ご面会者様がご利用可能なスペースに生まれ変わりました。

お飲物も美味しいと大変好評です♪
今後も、患者様・ご面会者様にお寛ぎいただく場としてご

CAFE内にはコーヒーマシンを設置。ブレンド、カフェラ

提供して参ります。

テ、紅茶など10種類程度の飲物が、どれでも1杯100円でお

CAFE入口では、
オシャレでかわいい看板がお出迎え☆

CAFE内観

News

勝山彩友里先生のご紹介
■ご挨拶
いたり、外来通院でコントロールできていたりしていて、その

７月より新たにくじらホスピタルの一員に加えていただい

様子には毎日新鮮な感動を覚えています。

ております。
救急救命センターに力を入れている大学で研修をした課

まだ慣れないことも多いなか、院内のスタッフのみなさん

程では最悪の状態でしか診たことのなかった疾患の患者さ

に支えられて日々勉強をさせていただいております。
今後ともどうぞよろしくお願い致します。

んたちが、こちらでは困難ながらも短期の入院で家に帰れて

プロフィール
■所属学会
日本精神神経学会
■経歴
2012年 3月 日本医科大学卒業
2012年 4月 日本医科大学武蔵小杉病院
初期研修医
2014年 4月 日本医科大学付属病院
精神神経科 後期研修医
勝山彩友里先生
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第７回
上村弘光杯争奪
高校柔道大会

起工式
9月10日
（土）、快晴の中、特別養護老人ホー
ム「コンフォート松柏」の起工式がとり行われま
した。無事着工に至った安堵と喜びに溢れ、同時
にこれからの工事の安全を祈念して厳かに進め
られました。2017年4月の開設です。

小規模特別養護老人ホーム

コンフォート神山

新人介護職員定着促進プロジェクト

小規模特別養護老人ホーム
8月6日(土)、第7回目となる上村弘
光杯争奪高校柔道大会が八幡浜市民
スポーツセンターで開催されました。
当グループ故名誉理事長の名前が

コンフォート神山

では、愛媛県・公益財団法人介護労働安定センター

では重要であり、それが笑顔と活気とやる気につな
がるのだと教えていただきました。
研修後は、出勤時に職員同士でハイタッチを行い

の新人介護職員定着促進プロジェクトに取り組ん

「今日もよろしくお願いします」
と声をかけて勤務に

でいます。
まず講師の中田氏を交え、職場が抱えている課題

入っています。常に「人が人を育てる」
ということを

ついたこの大会。柔道の普及と地域

の話し合いをしました。中田氏の講義を受け、自分

忘れず「この職場でずっと働きたい」
とすべての職員

精神医療の発展に力を注いだことに

たちの仕事は素晴らしい仕事であるということを再

が思えるような職場作りに取り組んでいきたいと思

よる瑞宝双光賞叙勲を機に八西柔道

認識することがでました。
また、ねぎらう言葉が職場

います。

会・愛媛県柔道協会が企画し始まりま

小規模特別養護老人ホーム コンフォート神山施設長

した。

宇都宮 弓子

今年は県内外の男女合わせて31
チームが参戦！猛暑の中、大粒の汗を
流しながら「勝利」を目指し団体戦で
熱戦が繰り広げられました！
大会の主な結果は次の通り。
【男子】 優

勝

準優勝
【女子】 優

勝

準優勝

松山商業
西

条

宇和島東A
八幡浜

チ

編集後記に代えて、
八幡浜のローカルな情報をお伝えします。

ひと・もの・こと

くじらグループ内で2か所目の事業所で

八幡浜ツウ

す。高齢化率の高い当地域おいて認知症高齢
者の支援は必要不可欠です。オープンを機に地

005

域のニーズに応えたいと思っています。

八幡浜黒湯温泉 みなと湯

8月4日(木)、市民の期待を一身に受けて、港
まち八幡浜に中国・四国で初めての黒湯温
泉「みなと湯」がオープンしました！1994年の
掘削から約22年。湧出量の関係から一度は
断念されたこの事業、しかし！市民の念願が
叶って、待ちに待ったオープンとなりました。
「みなと湯」は、地下950mから湧き出した“美
人の湯”ともいわれる低調性アルカリ性冷鉱
泉のモール泉（黒湯）です。

くじらグループ広報誌

ヨダ認知症デイケアは真網代くじらリハ

ビリテーション病院「しおさい」に次いで

チヨダクリニック
【住 所】〒796-0000
愛媛県八幡浜市川通1455番地22
【電 話】0894-23-0011
【利用日】月・火・木・金・土曜日
（水曜・日曜・祝日・年末年始は休み）
【時 間】10：00〜16：00
【定 員】25名

こんにちは！

チヨダ認知症デイケアです。
くじらグループのfacebookにて、その他の写真もご覧いただけます
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