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 平成 30 年 3 月 23 日、200 回目の絵画教室を開催

することが出来ました。ひとえに皆様のお陰です。感

謝の気持ちでいっぱいです。ありがとうございます。 

 思い返せば第 1 回目、今から 20 年前ですから臨床

美術士の免許もなく画家として絵が描けるというだ

けで、絵画教室を開催させていただきました。緊張し

ながらの実施で暗中模索の中手探り状態でした。 

 そんな中で、臨床美術士の資格が富山で取得できる

というので第 1 期生で免許を得ることが出来ました。

臨床美術に出会い目の前が開けたように思ったのを

忘れられません。私は臨床美術士の資質として自分と

対峙する自分を深く見つめる作業がとても重要だと

思っています。自分と向き合ったことがなければ他者

と向き合うことも出来ないだろうと思います。出来る

ように見えても表面だけのことになってしまうだろ

うと思います。臨床美術士は、患者さんやスタッフの

方々との関わりの中で成長していくものと学びまし

た。限られた時間の中で満足のいく仕事をするという

ことは大変難しいことですが、「あなたに会えて嬉し

い」と思えることを大事にし、目を合わせ、笑顔で接

し、話を聴き共感することを大事にしています。 

 芸術が人間に与える圧倒的な素晴らしさとそれに

比べて自分の非力さと自分の出来なさを深く自覚し

芸術が人間に与える圧倒的な素晴らしさとそれに

比べて自分の非力さと自分の出来なさを深く自覚し

ながら、日々の制作活動を通して創造の深みを体験

していく時、生きた感動ある言葉の使い手となって

いくことと思います。癒しの芸術を求めてこれから

も楽しみながら制作できる場をスタッフの皆様と作

り上げていきたいと思います。 

臨床美術士 後藤 千代子 

運 営 理 念 

こころを大切に新しい地域精神医療を目指して 

1． 患者様の安全と権利を護り、安心とやすらぎのある精神医療をチーム医

療によって実現します。 

2． 認知症及びうつ等ストレス性疾患その他精神疾患の治療と治療と啓発

活動を行い、偏見を除去することによって早期の診断・治療により患者

様やご家族等のこころを救います。 

3． 接遇を向上させ、快適で癒しの有る療養環境を提供します。 

4． 環境への配慮と「もったいない」という心で、医療の質を維持向上させ

ながら、地球環境の保全・コストの削減及び業務の効率化を行います。 

5． 地域への貢献の為、一市民として医療のみならず地域の発展に資する活

動に積極的に参加します。 

基 本 方 針 

《職  種》 看護師 

《勤務年数》 13 年 

《勤務場所》 精神科一般病棟 

《業務内容》 看護業務全般、看護教育 

《休日の過ごし方》 料理、サッカー観戦 

お仕事紹介 

スタッフ 
クローズアップ 

 私の勤務する 4 階病棟は保護室２床を持つ精神科一般病棟です。入院間もない方も多く急性期

病棟としての役割を持ち、その一方、高齢化社会に伴い統合失調症やうつ病を主疾患に認知症を

合併する患者様も多く入院されています。どの患者様にとっても不安や日常生活からの制限など

を感じる方も多くいらっしゃる事と思います。その為、私は常に患者様とのコミュニケーション 

を大切にし患者様自身を受け止め理解を深める努力をしております。 

４階病棟の、通称【サンサン通り】から見る北陸新幹線や富山湾、立山連峰はとても素晴ら 

しく患者様との会話も一段と弾みます。 

 また病棟スタッフに対しても業務が効率的に行えるよう多職種との連携をはかり、より良い 

看護が行える環境づくりに努めております。 

今後も患者様やスタッフに対し真摯に向き合い信頼関係を築いていきたいと思います。 

Chiyoko Goto 

共感 

大切 

することを 

に 

《上》入院患者様の描写を優しく

見守る先生。 

《左》作品「夢の鳥」（後藤先生制

作）。この日のデッサンのモチーフ

となった。 

看 護 師 長 

中 川 
な か が わ 

編集後記 
前号より、誌面のデザインをリニューアルしてお届けしておりますが、いか

がでしたでしょうか？来年度も、皆さまにより身近に感じていただけるよう

な誌面を目指して取り組んでいきたいと思います。（N.S） 

画家の後藤千代子先生に来院いただき、月 1 回
開催している。デッサン、塗り絵など患者さん
の状態に応じた絵画制作を実施。平成 11 年 9
月に開始され、今年 3 月で 200 回目を迎えた。 
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① たまねぎの薄皮をむき、根の部分を包丁でくり抜く。 

② たまねぎをラップで包んで皿に置き、電子レンジ（600W）

で 5分加熱する。 

③ 鍋に②、ベーコン、水、コンソメを入れ沸騰させ、塩とこし

ょうで味を整える。 

④ お皿に盛り付け、お好みでこしょうを振りかける。 

① 

② 

③ ④ ⑤ ⑥ 
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Pick Up！ 

 

「見える化」について 

応できることが目的です。沢山の業務の中から創り

出すのは難しいことです。 

また業務フロー図が適切でないと見える化のシ

ステムとしてもったいない場合もあります。病院と

しての業務フローはクリニカルパス、多職種がパス

を見ながら自分の役割、患者様の状況、全体の進捗

状況を理解することで、情報を共有し、その方の最

善な医療の提供ができると思います。情報を組織内

で共有できれば、現場の問題などの早期発見・効率

化・改善に役立てられると思います。標準化を通し

た管理や、個別の取り組みが、経営方針との整合に

より、組織のレベルアップができ、質の高い医療へ

つながると思います。 

部署紹介 

【材料／2人分】 

作 り 方 

話すことができる、と感じられるような空間を作

ることを心掛けています。 

《その他》 

病棟での心理療法プログラムの実施や、病院内

における研修等で心理学的知識の提供も行ってお

ります。 

 

 以上のような方法で、お一人お一人の悩みに患

者様と共に向き合っていきます。お会いした後に

少しでもホッと出来たり、話してみて良かった、

と思っていただけるような関わりが持てるように

これからも努めていきたいと思います。 

臨床心理士 佐々木 

臨床心理グループでは、患者様が抱える様々な

悩みに対して、カウンセリングや心理検査等の臨

床心理学に基づく技術を用いて、辛さの軽減や課

題解決に向けてのお手伝いをさせていただいてい

ます。 

《心理査定》 

 査定とは、検査を受ける人の立場に立って、そ

の人の特徴を評価しようとするものです。様々な

心理検査を通じてその人の特徴や課題の所在を明

らかにします。検査後は結果を見ながら話し合い

を行います。その際、課題だけを取り上げるので

はなく、その人が持つ特徴を悩みの解決に役立て

ることが出来ないか、という視点を大切にしてい

ます。 

《心理面接》 

 心理面接（カウンセリング）は、日時を決めて

守られた枠組みの中で行われます。どのようなこ

とを目標として話していくのかについては、患者

様との話し合いの中で決めていきます。安心して

話すことができる、と感じられるような空間を作

ることを心掛けています。 

《その他》 

病棟での心理療法プログラムの実施や、病院内

における研修等で心理学的知識の提供も行ってお

ります。 

 

 以上のような方法で、お一人お一人の悩みに

患者様と共に向き合っていきます。お会いした後

に少しでもホッと出来たり、話してみて良かった、

と思っていただけるような関わりが持てるように

これからも努めていきたいと思います。 

管理マネージャー 神保 

臨床心理グループの取り組み 

新たまねぎの丸ごとスープ 

管理栄養士        の        レシピ★ 
 

新たまねぎ  2個 

ベーコン   30g 

水      300ml 

コンソメ   固形 1個 

塩      少々 

こしょう   少々 

皆さんは“たまねぎ”と“新たま
ねぎ”の違いをご存知ですか？ 
私たちが一番よく使う、皮が茶

色のたまねぎは、収穫後、コンテ
ナなどに入れて乾燥させてから
出荷されています。一方、新たま
ねぎは、収穫してからすぐに出荷
しています。新たまねぎは乾燥さ
せずに出荷するため、水分量が多
いのが特徴です。そのため、辛み
を感じにくく、「甘い！」と感じ
る人が多いようです。 
今回は、そんな新たまねぎの甘

さが感じられるよう、まるごとス
ープにしました☺ 

当院では、目標の一つとして見える化に取り組ん

でいます。 

見える化とは大きく分けて 2 種類あると思いま

す。一つは可視化、もう一つはマニュアル化です。 

可視化は、今ある業務の無駄や問題点を見つけ出

し、合理的、効率的に行うものだと思っています。

データー分析、ベッドの回転率、稼働率、薬品の使

用状況、費用対効果、医療安全、5S、診療報酬、

IT 化等、業務の改善を図ります。私の部署では、

事務所内のレイアウトを見直し、書類の保管期限を

設定し、戸棚類を減らし移動させることで空間を確

保し、動線の効率を上げ、開放感のある環境を整え

ました。また各種規定の確認と見直し、委員会の開

催状況を一覧表として整備し、一目でわかるように

しました。 

今後の取り組みとしては、業務体制と負担軽減を

目指し、業務のマニュアル化と標準化を目指してい

ます。その人だけができる業務ではなく、誰もが対 

ステムとしてもったいない場合もあります。病院

としての業務フローはクリニカルパス、多職種がパ

スを見ながら自分の役割、患者様の状況、全体の進

捗状況を理解することで、情報を共有し、その方の

最善な医療の提供ができると思います。情報を組織

内で共有できれば、現場の問題などの早期発見・効

率化・改善に役立てられると思います。標準化を通

した管理や、個別の取り組みが、経営方針との整合

により、組織のレベルアップができ、質の高い医療

へつながると思います。 

《足踏み運動》 

図のように右足→左足の順番に①

から⑧の順に足踏みを行います。 

このとき同時に「1,2,3…」と数字

を声に出して数えていきます。 

⑧ の 次 は ① に 戻 り 、 数 字 は

「9,10,11…」と続けます。 

この調子で「40」まで数えましょ

う。 

コグニサイズ 
国立長寿医療研究センター開発 

作業療法士 岡元 

① 始めは座って行う。慣れてきたら

立って行っても OK！ 

② 足はおなかの高さまで高く振り上

げる。同時に大きく腕を振ると

good！ 

③ 慣れてきたら 3 の倍数では数字を

言わずに手を叩いてみましょう。 

④ さらに慣れてきたら、左足→右足

の順番で行いましょう。 

NOTE 脳トレ！ 

北川 

認知症予防の運動であるコグニサイズ。頭と体を同時に

使うことで、認知機能と身体機能を同時に鍛えられます。

今すぐ始められるコグニサイズをご紹介します。 

POINT！ 

《左上》カウンセリング室の様子。 

《右上》箱庭療法で使用するパーツも沢山揃っています。 


