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加藤神社より復旧した天守閣を望む

　現在は子育て奮闘中で、なかなかゆっくり美術に触れる機
会がない毎日ですが、今回の患者さんの展示作品を観て、想
像力やアイデアの豊富さ、楽しさにワクワクしました。
　病棟での作業療法では、普段の患者さんの日常からはなか
なかわからない一面を見ることができます。それまで知らな
かった素顔に触れることで、患者さんの興味や関心、不安をも
知るきっかけになります。
　子育てもそうですが、患者さんの能力や魅力を引き出せる
看護を目標に、今後も精進していこうと思います。
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基本理念
Our Philosophy

社会医療法人ましき会は、患者さんとそのご家族に対し、
最善のプロフェッショナルサービスを提供し、 
精神科医療の責任ある担い手として、
地域の医療・福祉・文化に貢献します。

患者さんの権利と義務
Patient Rights And Obligations

1. すべての個人情報は守られます。
2. 医療上の情報について十分な説明を受けることができま

す。
3. 医療行為について自ら選択することができます。
4. ご自身の負担で、他の医療機関の医師の意見を聞くことが

できます（セカンドオピニオン）。
5. いかなる場合も人格的に尊重され、平等な医療を受けるこ

とができます。
6. 適切な医療のために必要な情報を伝え、主体的に治療に参

加してください。
7. 病状の改善及び共同生活を維持するため、規則や指示を

守ってください。
8. 医療にかかった費用を支払う義務があります。

職員の倫理
E t h i c s  O f  S t a f f

1. 益城病院の基本理念・行動指針を自己の行動規範とします。
2. 医の倫理を踏まえ、患者さんの権利を尊重し、希望のもてる

医療を行います。
3. 仕事に誇りをもち、全ての患者さんに公平・平等な医療を行

います。
4. 質の高い医療を提供するため、自己啓発に努め、自身の健

康増進に努めます。
5. 温和で謙虚､協調と礼節を重んじ､患者さんや地域からの信

頼を得るよう努めます。

5つの誓い
Five Oath

1. 私達は、精神科医療を通じて社会貢献に努め、社会医療法
人としての公益的使命を果たします。

2. 私達は、こころを病む人々に対し、尊厳を損なうことなく、
心身の健康づくりに努めます。

3. 私達は、こころを病む人々が、地域で安心して暮らせる環境
づくりに努めます。

4. 私達は、お互いの立場を尊重し、働きがいのある職場づくり
に努めます。

5. 私達は、医療の質を高めるため、日々、自己研鑽に努めま
す。
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　今回のテーマは「アール・ブリュットの取
り組み」です。美術に疎い私は、アール・ブ
リュットという言葉を初めて聞きました。担
当者から、「生の芸術」を意味する言葉であ
ると聞き、また、社会の動向や伝統、教育な
どに左右されず自身の内側から湧き上がる衝
動のままに表現した芸術作品であり、「障が
い者の表現」とも重なるところが大きいと説
明を受けました。
　少し調べると、19 世紀を通じて発生した
アカデミーの制度は正しい絵画技法を要求
し、その範疇にない芸術表現を二流の地位へ
と追いやったこと、19 世紀末になると、ア
カデミーに代表される既存の価値観から脱却
しようとして目を向けられたのが、それまで
の美の規範や社会の評価から距離を置くもの
であり、「精神病者の芸術」がその重要な一
部分となったことが分かりました。

　しかし、それらがどう描いてあるのか、も
う一つしっくりこない。ということで、実際
に作品を見てみました。「アール・ブリュッ
ト湧き上がる衝動の芸術」　小林瑞恵著。あ
あ、これがアール・ブリュットだ。「生の芸術」
だ。理屈はともかく、そう思いました。圧倒
されるような色彩、こだわり尽くされた力強
く細かい描写。飽きることない形の反復。描
きたいものだけを飽くことなく描きたいよう
に描いている。見ていて感じるのは、自分の
気持ちの中に幼い頃からあった、でも表現で
きなかった衝動を代わりに描き出してくれて
いるようなここちよさ。
　皆さんも、一度「アール・ブリュット ( 当
院の患者さんの作品の世界 ) をのぞいてみま
せんか。美術の知識がなくても十分に楽しめ
る芸術作品です。

院長　渡邊 信夫

「アール・ブリュット」
の世界とは？
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犬飼記念美術館における患者さんの作品展示

　今回、アール・ブリュットの取り組みとして、患者さんの表現
力を活かすことに重点を置きました。作品の制作にあたって
は、構想と大枠だけを伝えました。それぞれ自由に創作しても
らうことで、思ってもみない個性の発見もありました。美術館
での1ヵ月間の展示を見学されたご家族や一般の方、また、職
員から、患者さんが持つ表現力に驚嘆の声が上がりました。
　美術館に展示したことで作品にスポットが当たり、患者さん
が以前より生き生きと創作に取り組む姿があり、大変嬉しく思
います。

理事　田中 洋子
生の芸術の取り組み

精神科デイケア 
作業療法士　本村  一生

患者さんちぎり絵作品

ましまる君の手編み

今回の作品の取り組み

　芸術と言うほど大層なことではないのですが、1980年
代半ば、院内の患者さんで不思議なちぎり絵を制作する
若者がいました。懸命に制作する作品は周りを驚かせ、主
治医も絶賛しました。ちょうど、山下清画伯のちぎり絵が
評判になっていたころです。また、院長から「画伯」と呼ば
れていた患者さんは、水彩絵具で油絵のような作品を描
いていました。このように、障がい者の中には内面から出
てくる自由な創造性を作品として表現する人たちがいた
のです。
　アール・ブリュットは後年になって、精神療法として精神科病院などでも多く取り入れるように
なり、美術館では2010年、M嬢のコラージュ・ビーズ作品、編み物など非凡な才能を発見し、作
品展示を行っています。DDCやPDC、院内作業療法にも積極的な取り組みをし、支える環境作
りに力を入れています。美術館創立15周年記念では作品展示を1ヵ月行いました。地域の方や
ご家族など多くの来館があり、既存の芸術とは違う絵画や工芸品には驚きの声がありました。認
められる喜びと創作意欲、自立へのつながりがあると信じています。院内でも、「生のアートイン
ギャラリー」と「風の架け橋」に患者さんの作品を展示しています。患者さんの内なるものの発露
としての作品、どうかご覧ください。

※

※DDC=認知症デイケア PDC=精神科デイケア

特 集 アール・ブリュットの取り組み
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01_館内メイン会場
02_旧益城病院のクリスマス
03_フェルト三角布と
      手形切り絵のツリー

04_俳句と切り絵
05_陶芸と切り絵

01

03

02

04 05

患者さんの作品

犬飼記念美術館における患者さんの作品展示

　今回、アール・ブリュットの取り組みとして、患者さんの表現
力を活かすことに重点を置きました。作品の制作にあたって
は、構想と大枠だけを伝えました。それぞれ自由に創作しても
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れていた患者さんは、水彩絵具で油絵のような作品を描
いていました。このように、障がい者の中には内面から出
てくる自由な創造性を作品として表現する人たちがいた
のです。
　アール・ブリュットは後年になって、精神療法として精神科病院などでも多く取り入れるように
なり、美術館では2010年、M嬢のコラージュ・ビーズ作品、編み物など非凡な才能を発見し、作
品展示を行っています。DDCやPDC、院内作業療法にも積極的な取り組みをし、支える環境作
りに力を入れています。美術館創立15周年記念では作品展示を1ヵ月行いました。地域の方や
ご家族など多くの来館があり、既存の芸術とは違う絵画や工芸品には驚きの声がありました。認
められる喜びと創作意欲、自立へのつながりがあると信じています。院内でも、「生のアートイン
ギャラリー」と「風の架け橋」に患者さんの作品を展示しています。患者さんの内なるものの発露
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※DDC=認知症デイケア PDC=精神科デイケア

特 集 アール・ブリュットの取り組み
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06_俳句
07_短歌
08_ピンク濃淡紙でバラの切り絵
09_ちぎり絵と点描等
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08

患者さんの作品
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10_点描で仕上げた赤富士
11_和紙を丸めた鬼の面
12_丸シートアート

13_折り紙の鞠
14_お菓子箱のコラージュ
15_壺をデザインした切り絵
16_アイロンビーズ

10

12

11

13 14

15 16

患者さんの作品
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07_短歌
08_ピンク濃淡紙でバラの切り絵
09_ちぎり絵と点描等
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08

患者さんの作品
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デイケアの1日

ボッチャ

テーブルゲーム
映画鑑賞・ホットタイム

フリー・
フラワーアレンジメント

ボッチャ 書道・ペン字・陶芸

俳句を作ろう・
陶芸

デイケア新聞・
陶芸

テーブルゲーム
映画鑑賞・ホットタイム

グラウンドゴルフ

テーブルゲーム
映画鑑賞・ホットタイム

ウォーキング・
生活習慣病教室

やりがいを合言葉に、みんなで楽しむ
デイケア科 科長　山下 義晴

●規則正しい生活リズムを身につける
●人との付き合い方を学び、仲間をつくる
●社会人として必要な生活習慣を身につけ、
　社会的自立の準備をする
●自分のペースや病気との付き合い方を知る

　当院のデイケアでは、チーム医療を念頭に各
職種の専門スタッフが在籍し、規則正しい生活
習慣の維持向上、対人交流や趣味の拡大など利
用者さんの自立サポートに努めています。
　幅広いニーズに応えることができるよう、ご
自身の目標に合ったグループ選択を可能にし、
個別支援により、「再発予防」「就労・復職」「地域
生活の安定」「家事や生活力の向上」「楽しみや
生きがい探し」などを目的とした多彩なプログ
ラムを実施しております。
　一人暮らしを目標とされている方には、「一人
暮らし応援隊」「料理教室」の他、「就労グルー
プ」「SST」「マナー教室」など就労支援につなが
る活動も積極的に取り入れ、また、スポーツも、
ソフトなものからハードなものまで取り揃えて
います。そして、精神面では“ゆとり”をテーマに
「ヨガ」「リラクゼーション」など、メンバーひとり
ひとりが主体的に、「やりがい」を持てるデイケ

アを心がけ、何よりも、「また来たい」と思っても
らえる雰囲気づくりを目指しています。
　これからも、スタッフ自らがやりがいを感じ、
楽しみながら、メンバーさんそれぞれに寄り添う
時間を作り、その輪の中に入り、共に考え前進す
る、そんなデイケアでありたいと思います。
「やりがい」と「みんなで楽しむ」を合言葉に…。

01
精神科デイケア

令和4年 5月

午前の活動

午後の活動

精神科デイケア　
月間プログラム　

体力測定＆
サーキットトレーニング

Freeスポーツ
音楽鑑賞

Freeスポーツ
音楽鑑賞

テニス・
ハンドベル

Freeスポーツ
音楽鑑賞

創作カフェ・
心理教育グループ

創作カフェ・
心理教育グループ

創作カフェ・
就労グループ

ミニバレー
カラオケ

ミニバレー
カラオケ

音楽鑑賞・
生活指導全体会

音楽鑑賞・
生活指導Ｉハウス21

デイルーム卓球大会 抹　茶

フリー・映画鑑賞・
フレッシュグループ

フリー・映画鑑賞
フレッシュグループ

フリー・映画鑑賞
フレッシュグループ

フリー・映画鑑賞
フレッシュグループ

フリー・リラクゼーション
SSTグループ

音楽鑑賞・
生活指導Ｉハウス10

音楽鑑賞・
生活指導Ｉハウス11

誕生日会

フリー・リラクゼーション
SSTグループ

フリー・リラクゼーション
マナー教室

歌を唄おうテーブルゲーム
映画鑑賞・ホットタイム

ブレインエクサイズ＆
デイケアミーティンググラウンドゴルフ

テーブルゲーム
映画鑑賞・ホットタイム 脳トレ・栄養教室

脳トレ・1人暮らし応援隊

ミニバレー・ヨガ

ミニバレー・ヨガ

※

※SST=ソーシャルスキル・トレーニング
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精神科デイケア1日のタイムスケジュール

“人との交流を通して、自分なりの生活が築けます”TODAY

9:00

8:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

9：00～９：45

10：15～11：30

15：00

15：15

朝の会までに来院してバイタルチェックを
済ませてもらっています。

９：45 朝の会

12：15～13：45 自由時間

13：45～15：00 午後の活動
ミニバレー・カラオケ・マナー教室など

11：45 昼  食

掃  除

夕の会

バイタルチェック

午前の活動
グラウンドゴルフ・書道・音楽鑑賞など

他の利用者やスタッフと、ウォーキングやテーブルゲーム、
卓球などをして各々の時間を過ごされています。

毎日違ったプログラムを用意しています。

本人らしさと安全性を重視した多彩なデイケア
プログラムで、在宅生活の維持とステップアップを
サポートします。

テニス

お料理
教室

抹茶
教室

バスハイク
花見

デイケアの1日

ボッチャ

テーブルゲーム
映画鑑賞・ホットタイム

フリー・
フラワーアレンジメント

ボッチャ 書道・ペン字・陶芸

俳句を作ろう・
陶芸

デイケア新聞・
陶芸

テーブルゲーム
映画鑑賞・ホットタイム

グラウンドゴルフ

テーブルゲーム
映画鑑賞・ホットタイム

ウォーキング・
生活習慣病教室

やりがいを合言葉に、みんなで楽しむ
デイケア科 科長　山下 義晴

●規則正しい生活リズムを身につける
●人との付き合い方を学び、仲間をつくる
●社会人として必要な生活習慣を身につけ、
　社会的自立の準備をする
●自分のペースや病気との付き合い方を知る

　当院のデイケアでは、チーム医療を念頭に各
職種の専門スタッフが在籍し、規則正しい生活
習慣の維持向上、対人交流や趣味の拡大など利
用者さんの自立サポートに努めています。
　幅広いニーズに応えることができるよう、ご
自身の目標に合ったグループ選択を可能にし、
個別支援により、「再発予防」「就労・復職」「地域
生活の安定」「家事や生活力の向上」「楽しみや
生きがい探し」などを目的とした多彩なプログ
ラムを実施しております。
　一人暮らしを目標とされている方には、「一人
暮らし応援隊」「料理教室」の他、「就労グルー
プ」「SST」「マナー教室」など就労支援につなが
る活動も積極的に取り入れ、また、スポーツも、
ソフトなものからハードなものまで取り揃えて
います。そして、精神面では“ゆとり”をテーマに
「ヨガ」「リラクゼーション」など、メンバーひとり
ひとりが主体的に、「やりがい」を持てるデイケ

アを心がけ、何よりも、「また来たい」と思っても
らえる雰囲気づくりを目指しています。
　これからも、スタッフ自らがやりがいを感じ、
楽しみながら、メンバーさんそれぞれに寄り添う
時間を作り、その輪の中に入り、共に考え前進す
る、そんなデイケアでありたいと思います。
「やりがい」と「みんなで楽しむ」を合言葉に…。

01
精神科デイケア

令和4年 5月

午前の活動

午後の活動

精神科デイケア　
月間プログラム　

体力測定＆
サーキットトレーニング

Freeスポーツ
音楽鑑賞

Freeスポーツ
音楽鑑賞

テニス・
ハンドベル

Freeスポーツ
音楽鑑賞

創作カフェ・
心理教育グループ

創作カフェ・
心理教育グループ

創作カフェ・
就労グループ

ミニバレー
カラオケ

ミニバレー
カラオケ

音楽鑑賞・
生活指導全体会

音楽鑑賞・
生活指導Ｉハウス21

デイルーム卓球大会 抹　茶

フリー・映画鑑賞・
フレッシュグループ

フリー・映画鑑賞
フレッシュグループ

フリー・映画鑑賞
フレッシュグループ

フリー・映画鑑賞
フレッシュグループ

フリー・リラクゼーション
SSTグループ

音楽鑑賞・
生活指導Ｉハウス10

音楽鑑賞・
生活指導Ｉハウス11

誕生日会

フリー・リラクゼーション
SSTグループ

フリー・リラクゼーション
マナー教室

歌を唄おうテーブルゲーム
映画鑑賞・ホットタイム

ブレインエクサイズ＆
デイケアミーティンググラウンドゴルフ

テーブルゲーム
映画鑑賞・ホットタイム 脳トレ・栄養教室

脳トレ・1人暮らし応援隊

ミニバレー・ヨガ

ミニバレー・ヨガ

※

※SST=ソーシャルスキル・トレーニング
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デイケアの1日

一日でも長く在宅生活が送れるように02
認知症デイケア 主任　前田 真有美

●認知症による症状の改善や緩和、
　生活の安定を図ります。
●残存能力の活性、維持により日常
　生活のしづらさの改善を図ります。
●身体機能の維持改善や活動性の
　改善を図ります。

　認知症デイケアは、症状緩和や生活の安定を
図ること等を目的に、体操などの身体活動、書
道・貼り絵・園芸などの余暇活動、外出活動など
様々な活動を実施しています。できなくなって
いることにとらわれず、本来の自分自身『元気』
を取り戻してもらいたい思いで一人一人に寄り
添います。
　現在、2つのユニット（つくしの会・コスモス
会）に分かれています。
　つくしの会は、日常生活に支援が必要な方が
多いため、身ぶり手ぶり、絵や文字などを使用
し、できるだけ安心・安全に過ごせるよう環境に
配慮しています。懐かしい音楽は、いきいきとし
た表情で自然と歌い出される方も多いため、音
楽鑑賞や合唱として取り入れ人気の高い療法の
一つです。
　コスモス会は、自宅から来られる方、歩行が自
立している方が多いのが特徴です。体育館でグ

ラウンドゴルフをしたり、散歩に行ったりと、しっ
かり身体を動かします。楽しみながら自分の持っ
ている力を発揮できるよう、『自分でできること
は自分でやる』を合言葉に、職員は見守ることを
心掛けています。それぞれ活動を通し自分ので
きる事を発見したり、ほめられたり、励まされた
り、それらが人との交流につながっています。
　今後も、人とのふれあいの場を通じてその方
に応じた活動に寄り添い、職員も一緒になって
楽しみながら、笑顔があふれるデイケアになる
よう日々取り組んでいきます。

認知症デイケア

令和4年 5月 音楽鑑賞 創作活動 茶話会

創作活動

体力測定

リラク
ゼーション

フラワー
アレンジメント

趣味の時間

茶　道

室内ゲーム

散　歩

ビデオ鑑賞

音楽鑑賞

レクリエーション

散　歩

散　歩

リラクゼーション

園　芸
喫茶活動

音楽活動
創作活動

レクリエーション

軽スポーツ（体育館）

創作活動
散　歩

リラクゼーション

喫茶活動
つくしの会

コスモス会

園　芸
ビデオ鑑賞

ビデオ鑑賞
軽スポーツ（体育館）

認知症デイケア　
つくしの会・コスモス会  

月間プログラム　
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認知症デイケア1日のタイムスケジュール

“認知症の方が1日でも長く在宅生活を送れるように。”
TODAY

9:00

8:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

8：45～

10：30～

15：30～

９：30～ 手洗い・うがい・健康チェック 

12：00～ 昼　食

13：45～ 午後の活動

午後のお茶タイムと
帰宅準備

朝の送迎

午前の活動

頭の体操、パワリハ、ラジオ体操、音楽活動、散歩
食事誘導（手洗い・排泄誘導・訓練）

毎日違ったプログラムを用意しています。

医師の指示のもと、機能訓練やレクリエーションを通して
看護師・作業療法士・精神保健福祉士・公認心理師などが、
ご家族とともにご利用者の支援を行います。 

フラワー
アレンジ
メント

16：00～ 帰りの送迎

クリスマス
創作

血圧・脈拍・体温・
医師による診察

順番にお迎えに行きます

服薬・歯磨き･排泄誘導・午睡

※食事管理が必要
　な方の対応可能

ストレッチ体操、室内ゲーム、屋外活動、カラオケ、創作、園芸、
フラワーアレンジメント、季節行事など

コスモス会

コスモス会コスモス会

つくしの会

つくしの会
屋上

青空ラジオ
体操

焼き芋会 おてもやん
秋祭り

デイケアの1日

一日でも長く在宅生活が送れるように02
認知症デイケア 主任　前田 真有美

●認知症による症状の改善や緩和、
　生活の安定を図ります。
●残存能力の活性、維持により日常
　生活のしづらさの改善を図ります。
●身体機能の維持改善や活動性の
　改善を図ります。

　認知症デイケアは、症状緩和や生活の安定を
図ること等を目的に、体操などの身体活動、書
道・貼り絵・園芸などの余暇活動、外出活動など
様々な活動を実施しています。できなくなって
いることにとらわれず、本来の自分自身『元気』
を取り戻してもらいたい思いで一人一人に寄り
添います。
　現在、2つのユニット（つくしの会・コスモス
会）に分かれています。
　つくしの会は、日常生活に支援が必要な方が
多いため、身ぶり手ぶり、絵や文字などを使用
し、できるだけ安心・安全に過ごせるよう環境に
配慮しています。懐かしい音楽は、いきいきとし
た表情で自然と歌い出される方も多いため、音
楽鑑賞や合唱として取り入れ人気の高い療法の
一つです。
　コスモス会は、自宅から来られる方、歩行が自
立している方が多いのが特徴です。体育館でグ

ラウンドゴルフをしたり、散歩に行ったりと、しっ
かり身体を動かします。楽しみながら自分の持っ
ている力を発揮できるよう、『自分でできること
は自分でやる』を合言葉に、職員は見守ることを
心掛けています。それぞれ活動を通し自分ので
きる事を発見したり、ほめられたり、励まされた
り、それらが人との交流につながっています。
　今後も、人とのふれあいの場を通じてその方
に応じた活動に寄り添い、職員も一緒になって
楽しみながら、笑顔があふれるデイケアになる
よう日々取り組んでいきます。

認知症デイケア

令和4年 5月 音楽鑑賞 創作活動 茶話会

創作活動

体力測定

リラク
ゼーション

フラワー
アレンジメント

趣味の時間

茶　道

室内ゲーム

散　歩

ビデオ鑑賞

音楽鑑賞

レクリエーション

散　歩

散　歩

リラクゼーション

園　芸
喫茶活動

音楽活動
創作活動

レクリエーション

軽スポーツ（体育館）

創作活動
散　歩

リラクゼーション

喫茶活動
つくしの会

コスモス会

園　芸
ビデオ鑑賞

ビデオ鑑賞
軽スポーツ（体育館）

認知症デイケア　
つくしの会・コスモス会  

月間プログラム　
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人気メニューランキング

うな丼 27 票うな丼 27 票

ご飯部門
BEST３

麺・パン部門
BEST３

サンドイッチ
27 票

サンドイッチ
27 票

肉うどん & ハンバーガー
20 票

肉うどん & ハンバーガー
20 票

ちゃんぽん
16 票

ちゃんぽん
16 票

カレー 25 票カレー 25 票 祭り寿司 22 票祭り寿司 22 票

主菜部門
BEST３

刺身 33 票刺身 33 票
天ぷら & チキン南蛮

25 票
天ぷら & チキン南蛮

25 票 唐揚げ 20 票唐揚げ 20 票

益城病院

みんなが
選んだ

栄養管理科　科長　井上さとみ

入院患者さんの投票で2022年度「益城病院人気メニューランキング」が決定しました！
上位ランキングには、昔から提供しているオーソドックスなメニューが多かったようです。
これからも患者さんに喜んでもらえるよう、新しいメニューの開発やレベルアップに取り組んでいきます。
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食を通した健康の話題が多い家庭環境で育ち、成長ととも
に自然に料理や栄養に関心が向きました

Q1　管理栄養士の仕事を選んだ理由は？

地域の方々がレストランやパン購入にみえるなど、地域に開放された
病院であること、緑の多い開放的なスペースやイルミネーションの点灯
など、地域に根付いた病院だということです。また、栄養管理科は長く
勤める職員が多く、皆さん明るく優しいので相談しやすい環境です。

Q1　益城病院・栄養管理科の魅力は？

配膳を間違えないように、また、味付けや硬さ、盛り付けに気を付けて
います。病棟訪問に行った際に患者さんからの感想や意見を聞き、職
場に持ち帰って次に繋げています。

Q2　病院給食の調理師として心がけていることはなんですか？

患者さんから「美味しいよ。」と笑顔で声を掛けてもらった時です。

Q3　やりがいを感じるのはどんな時？

自分自身もレベルアップして、これからも患
者さんに喜ばれる食事作りをしていきます。

Q5　今後の夢について
       教えてください。

患者さんにも評判が良いのですが、何と言ってもぜんざいです。団子
が柔らかくて美味しいし、小豆とのバランスが絶妙です。

Q4　益城病院のメニュー、あなたの一推しは？

行事食の多彩な取り組みと、病院の食事とは思えないよう
な先進的な食事の提供、機能的な新調理機器などがあり、
刺激的です。また、スタッフは温かく、休憩時間は食べ物や
お店、子育てなどについて明るい声が響きます。

Q2　益城病院の栄養管理科に入職して良かった
       と思うことは？

食べること＝楽しみや安らぐものだと思っています。季節感
や食べやすさ、食事の雰囲気などを大切にしています。

Q３　食についてのこだわりは？

チーム医療の取り組みに、やりがいを感じています。食事療
法の大切さを念頭に、食事時間には今以上に病棟を訪れ、
患者さんの意見に耳を傾け、疑問にはわかりやすく答えて、
他職種との連携をより大事にしていきます。

Q4　これから、どんなことを目指したいですか？

主任 湯原 陽子

スペシャリストのたまごに聞きました！
第7回 栄養管理科

Specialist
調理師 増田 美沙

第7回　

管理栄養士

コ・メディカルのお仕事

7

人気メニューランキング

うな丼 27 票うな丼 27 票

ご飯部門
BEST３

麺・パン部門
BEST３

サンドイッチ
27 票

サンドイッチ
27 票

肉うどん & ハンバーガー
20 票

肉うどん & ハンバーガー
20 票

ちゃんぽん
16 票

ちゃんぽん
16 票

カレー 25 票カレー 25 票 祭り寿司 22 票祭り寿司 22 票

主菜部門
BEST３

刺身 33 票刺身 33 票
天ぷら & チキン南蛮

25 票
天ぷら & チキン南蛮

25 票 唐揚げ 20 票唐揚げ 20 票

益城病院

みんなが
選んだ

栄養管理科　科長　井上さとみ

入院患者さんの投票で2022年度「益城病院人気メニューランキング」が決定しました！
上位ランキングには、昔から提供しているオーソドックスなメニューが多かったようです。
これからも患者さんに喜んでもらえるよう、新しいメニューの開発やレベルアップに取り組んでいきます。
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ただの「物忘れ」は物事の詳細が思い出せず、認知症
に伴う「物忘れ」は出来事を丸ごと忘れてしまうと一
般的には言われますが、認知症の場合、様々な能力
の衰えが同時進行することが多いのが特徴です。認
知症初期は、アルツハイマー型だけでなく他の認知
機能低下をきたす病気との鑑別が難しいこともあ
り、ご自身や家族で思い込んだり悩んだりすることな
く、ぜひ医療機関で診察を受けてください。

「第6回 アルツハイマー型認知症について」
副医局長　吉村 裕子

心の病気や不調など、私たちにとって身近な問題について、
精神科の専門医がアドバイス！

こころ
相談室

Q1 ただの物忘れとアルツハイマー型
認知症を見分ける方法は？

Q３
予防と症状改善のために
気を付けるべきことは？

認知症でもほかの疾患でも「症状によって難しくなっ
たことを周囲が補う」ことで日常生活は継続できるは
ずです。ただ、認知症の場合、自分ができていない
事・変化している事を自覚できていない場合が多く、
混乱しやすくなったり気分変化や行動変化で周囲が
支援しづらかったりする場合もあります。初期から介
護や医療のサービスを取り入れていくことをお勧め
します。

Q４ 発症しても日常生活は
続けられますか？

認知症になったらすべてがわからなくなるわけでは
決してありません。状況の把握やこれから何が起き
るかを考えることが苦手になって、漠然とした不安を
常に抱えている方も多いようです。関わるポイント
は、「まずは見守り、穏やかに伝え、本人の気持ちを考
えつつ、必要な手伝いはさりげなくする」でしょうか。
いつも気がけることは難しいですが、ひとりで抱え込
まず、なるべく多くの人と一緒にチームで支えていき
ましょう。

Q５ 認知症患者への対応の
ポイントは？

認知症は、現在のところ残念ながら薬物治療で完治
が期待できる疾患ではありません。ご本人が維持し
ている力を存分に発揮しながらはつらつと生活でき
るよう、環境や周囲のかかわりを整えることが、気分
の安定にも機能維持にもとても大事なことなので
す。早期発見によって、生活環境の調整や薬物療法、
身体機能の維持、合併症のコントロールや予防など
に早く取り組むことができます。

Q２ 早期段階で発見が大切だと
言われる理由は？

　

運動・他者との交流・適度な睡眠は非常に重要なポイ
ントであることが、最近の研究でも確認されていま
す。運動は散歩程度で十分ですし、他者との交流は、
いわゆる「おしゃべり」が大事です。

We l l   v o l .712



猫が好きです。猫を飼ってみたいと思っている方も多いと思うので、猫との
生活のメリットをごく一部ですが挙げてみました。

猫と暮らしていくため、猫が少しでも快適に楽しく暮らせるよう、私も日々頑張ろう、と思います。

キャンプ飯でハマった
　　　　アウトドアスパイス

紹介します。

SP
ICE

リハビリテーション科　作業療法士
斉藤 直人

コロナ禍になって職場の先輩方とキャンプをやり始めました。開放空
間でのひと時は最高です！！まだ初心者で、キャンプグッズを集めるの
に必死の時期ですが( ^^) 食事前の薪割り・火起こし・テント張りなど
ありますが、最大の楽しみがキャンプ飯です。焚き火の音、川のせせら
ぎ、澄んだ空気、いい景色を眺めながらの食事は格別です。食べると

いうことよりも雰囲気がすごく大切だと感じています。肉料理を作ることが多いのですが、そこで使
用するアウトドアスパイスにハマっています。数種類のスパイスがブレンドされたこの香辛料、肉以外
にも魚やスープなど様々な料理に使えます。現在はキャンプだけでなく自宅で料理をすることも増
え、よく使用しています。現在５～６種類を揃え、気分によって使い分けています。家でのちょっとした
食事に変化をつけてみてはいかがでしょうか？？？

・かわいくてふわふわでやわらかい生き物が、そばにいてくれる。
・全身で気持ちを伝えてくれる。うれしい時はバターンと倒れてお
腹をみせたり、しっぽをふるわせたり、喉を鳴らしたり、目を輝かせ
て伝えてくれるのが、たまらなくかわいくて癒されます。
・自立しており、人に要求があるときにしか寄ってこないので、良い
距離感を保てます。
・毎日規則正しい生活ができています。衛生面を考え猫のために
掃除を頑張ることができます。

精神科医　渡邉鮎子

私の一推し　「猫」との生活

CA
T

わたしのイチ推し!
当院スタッフがはまっているものなどを紹介するコーナーです。

スタッフの意外性を新発見できるかも⁉

ただの「物忘れ」は物事の詳細が思い出せず、認知症
に伴う「物忘れ」は出来事を丸ごと忘れてしまうと一
般的には言われますが、認知症の場合、様々な能力
の衰えが同時進行することが多いのが特徴です。認
知症初期は、アルツハイマー型だけでなく他の認知
機能低下をきたす病気との鑑別が難しいこともあ
り、ご自身や家族で思い込んだり悩んだりすることな
く、ぜひ医療機関で診察を受けてください。

「第6回 アルツハイマー型認知症について」
副医局長　吉村 裕子

心の病気や不調など、私たちにとって身近な問題について、
精神科の専門医がアドバイス！

こころ
相談室

Q1 ただの物忘れとアルツハイマー型
認知症を見分ける方法は？

Q３
予防と症状改善のために
気を付けるべきことは？

認知症でもほかの疾患でも「症状によって難しくなっ
たことを周囲が補う」ことで日常生活は継続できるは
ずです。ただ、認知症の場合、自分ができていない
事・変化している事を自覚できていない場合が多く、
混乱しやすくなったり気分変化や行動変化で周囲が
支援しづらかったりする場合もあります。初期から介
護や医療のサービスを取り入れていくことをお勧め
します。

Q４ 発症しても日常生活は
続けられますか？

認知症になったらすべてがわからなくなるわけでは
決してありません。状況の把握やこれから何が起き
るかを考えることが苦手になって、漠然とした不安を
常に抱えている方も多いようです。関わるポイント
は、「まずは見守り、穏やかに伝え、本人の気持ちを考
えつつ、必要な手伝いはさりげなくする」でしょうか。
いつも気がけることは難しいですが、ひとりで抱え込
まず、なるべく多くの人と一緒にチームで支えていき
ましょう。

Q５ 認知症患者への対応の
ポイントは？

認知症は、現在のところ残念ながら薬物治療で完治
が期待できる疾患ではありません。ご本人が維持し
ている力を存分に発揮しながらはつらつと生活でき
るよう、環境や周囲のかかわりを整えることが、気分
の安定にも機能維持にもとても大事なことなので
す。早期発見によって、生活環境の調整や薬物療法、
身体機能の維持、合併症のコントロールや予防など
に早く取り組むことができます。

Q２ 早期段階で発見が大切だと
言われる理由は？

　

運動・他者との交流・適度な睡眠は非常に重要なポイ
ントであることが、最近の研究でも確認されていま
す。運動は散歩程度で十分ですし、他者との交流は、
いわゆる「おしゃべり」が大事です。
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文化部　犬飼　翠
茶房「茉莉花（ジャスミン）」が
5月16日オープンしました！

　旧益城病院の跡地には内科のひろやすク
リニックと犬飼記念美術館があり、クリニック
の患者さんや美術館の見学者、益城病院にゆ
かりの深い方々など、多くの人が訪れていま
す。かねてから、「以前のようにパンが買いた
い」「ちょっと一息つける喫茶コーナーがあれ
ば嬉しい」などの声が上がっていましたが、こ
の度、茶房「茉莉花(ジャスミン)」がオープン
し、旧「ジャスミン」のファンからも期待が集
まっています。

　美味しいコーヒーや抹茶、軽食も用意し、
パン工房「まりも」のパン販売もしています。
レトロな雰囲気のスピーカーから流れる音楽
を聴きながら、癒しの空間で一服いかがで
しょう。皆さま、気軽にお立ち寄りください。

茶房 茉莉花 (ジャスミン)
住所　熊本県上益城郡益城町惣領1530
営業　10：00～16：00(不定休)　
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益城病院の跡地には、今もバラ園があり
ます。このバラ園は2012年1月に68本の

バラを植えてスタートし、熊本地震を乗り越え、
今でも約120本が美しい花を咲かせています。
　私たちが毎日目にしている新しいバラ園は、
2019年に当院が惣領から馬水の地へ移転し
たのに合わせて造られました。今では83本・約
40種類に増えています。植栽されたバラは四
季咲きの品種がほとんどで、年間を通して繰り
返し咲くのが特徴で、開花時期には患者さん
や来院者など多くの目を楽しませてくれます。
　2020年の創立70周年を記念してバラの苗

をお配りしました。時を刻むかのように毎年開
花の報告が届きます。
　バラを見事に咲かせるには、消毒や肥料やり
など一年を通して目が離せませんが、バラ園の
手入れをしていると、通りがかりの方から育て
方についてのお尋ねなどよく声をかけていただ
き、会話がはずみます。また、「散歩する時はい
つも立ち寄って見る憩いの場ですよ。きれいに
手入ができていますね」との嬉しい声も聞かれ
ます。今年も、初夏の日差しを浴びて一番花が
勢いよく咲いています。ぜひお越しください。

旧

■益城病院バラ園

■旧益城病院バラ園　

益城病院のバラ園 総務課　阿蘇品 直文

文化部　犬飼　翠
茶房「茉莉花（ジャスミン）」が
5月16日オープンしました！

　旧益城病院の跡地には内科のひろやすク
リニックと犬飼記念美術館があり、クリニック
の患者さんや美術館の見学者、益城病院にゆ
かりの深い方々など、多くの人が訪れていま
す。かねてから、「以前のようにパンが買いた
い」「ちょっと一息つける喫茶コーナーがあれ
ば嬉しい」などの声が上がっていましたが、こ
の度、茶房「茉莉花(ジャスミン)」がオープン
し、旧「ジャスミン」のファンからも期待が集
まっています。

　美味しいコーヒーや抹茶、軽食も用意し、
パン工房「まりも」のパン販売もしています。
レトロな雰囲気のスピーカーから流れる音楽
を聴きながら、癒しの空間で一服いかがで
しょう。皆さま、気軽にお立ち寄りください。

茶房 茉莉花 (ジャスミン)
住所　熊本県上益城郡益城町惣領1530
営業　10：00～16：00(不定休)　
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熊本保健科学大学作業療法実習（1名）
九州看護福祉大学精神看護学実習（10名）

ナミセ キョウスケ

浪瀬 喬丞
2022/3/1

Ｄ病棟
准看護師

❶ゴルフ、料理、お酒が好きです。
❷患者さんに対するこころの
ケアは、すべての患者さん
に通じるものであり自身の
スキルアップにもつながる
と思いました。

❸コロナで精神科実習が中止
となり、看護師としての実
務経験も少ないので、ご迷
惑をおかけしますがよろし
くお願いします。

ヤマモト ヒロミ

山本 博美
2022/3/1

Ｂ病棟
看護師

❶子供と遊ぶこと。
❷前職で精神疾患をお持ちの
方と接する機会があり、よ
り深く精神科看護の分野を
学びたいと思ったことが
きっかけです。

❸精神科は初めてなので、と
まどいと不安がありますが
前向きにチャレンジしてい
こうと思いますので宜しく
お願いいたします。

シマダ マコト

嶋田 誠
2022/3/1

Ｂ病棟
准看護師

❶ドライブ、ツーリング
❷益城病院で多くの事を学ん
で自分のスキルアップを目
指したいと思っており志望
いたしました。

❸わからない事だらけでご迷
惑をおかけするかと思いま
すが一つ一つの事を一生懸
命頑張っていきたいと思い
ます。よろしくお願いしま
す。

クロヤマ サトミ

黒山 公美
2022/3/1

診療部
臨床検査技師

❶庭の手入れ、家庭菜園
❷検査技師に復職したいと考
えたときに益城病院とご縁
があり、スタッフの皆さんの
あたたかい雰囲気に触れて
一緒に働きたいと思いまし
た。

❸頑張りますので、よろしくお
願い致します。

セノウエ ユウ

瀬上 裕
2022/3/1

事務部
事務

❶我が家の犬、猫たちを愛でるこ
と。

❷患者さんのため様々な事に取り
組んでいる益城病院で一緒に
お仕事をさせていただきたい
と思いました。

❸精神科でのお仕事は初めてのた
め、日々勉強を欠かさず患者さ
んやご家族が安心して受診して
いただけるよう環境作り、対応
を心がけていきたいと思ってい
ます。よろしくお願いします。

オオシオ イッタ

大潮 一太
2022/4/1

医局
精神科医

❶音楽鑑賞、ドライブ
❷急性期から慢性期まで様々
な疾患の診療にあたってい
る病院だったので。

❸皆様のお役に立てるよう頑
張ります。

ウエノ タツロウ

上野 達郎
2022/4/1

医局
精神科医

❶一人旅、サウナ
❷吉村先生に憧れて。
❸のんびり頑張ります。

タカシマ リョウ

髙島 諒
2022/4/1

医局
精神科医

❶サッカー（観戦）
❷精神科で初めての外勤先と
なりますので精一杯頑張り
ます。

❸これからも御指導御鞭撻の
程宜しくお願いいたしま
す。

オオヤマ トオル

大山 徹
2022/4/1

医局
歯科医

❶YouTube鑑賞、テニス
❸４月から、月曜の歯科を担
当させていただきます。

　よろしくお願いします。

コジマ タク

小島 拓
2022/4/1

医局
歯科医

❶音楽鑑賞、ゴルフ
❷大学病院より週一、水曜日
に診療させて頂きます。

❸１年ぶりに戻って参りまし
た。また宜しくお願いしま
す。

ニシゴオリ チカ

西郡 知加
2022/4/1
事務部
事務

❶家庭菜園
❷今までの事務経験を活かし
医療事務を取得しスキルＵＰ
を目指したいと思い、また、
患者さんのお世話ができた
らと思い志望しました。

❸憧れだった病院勤務ができ
て大変嬉しく思います。初め
てですが早く仕事を覚え一
生懸命頑張りますのでよろ
しくお願いします。

フクモト マリン

福本 真倫
2022/4/1
Ｄ病棟
看護師

❶映画、ドラマを観ること
❷授業で精神科、認知症看護に興
味を持ったのがきっかけです。
病院全体の温かい雰囲気をみ
て志望しました。

❸分からない事ばかりなので、ご
迷惑をおかけすることもあると
思います。1日でも早く仕事を覚
え迅速に笑顔で対応ができるよ
うに頑張りたいと思います。ご
指導よろしくお願いします。

コウジ チヒロ

小路 千洋
2022/4/1

Ｃ病棟
看護師

❶スポーツ、Ｅスポーツ
　姪や友達の子どもと遊んで、素
直な笑顔に癒されること。
❷今までの看護師の経験を活か
して益城病院に関わる方や地
域へ少しでも貢献できればと
思い志望しました。
❸精神科の現場で働く事は初め
てですが、少しでも患者様に寄
り添った看護ができるように
関わっていこうと思っておりま
す。宜しくお願いします。

ムカラミ セイイチ

村上 誠一
2022/4/11
施設管理

事務

❶魚釣り、ゴルフ、漫画、
　Netｆlix
❷益城病院のＧ１、Ｍ１での経
験、熊本地震と復興の経験
を活かし、またお役に立て
ればと思います。

❸益城病院に関わる皆さん
が、安心・安全・快適である
よう素早い対応を心がけま
す。

区  分

外来患者延人数

（うち新規患者人数）

平均外来患者人数

新入院患者人数

退院患者人数

在院患者延人数

平均入院患者人数

平均在院日数（単位:日）

3,109

42

115.1

28

38

6,265

202.1

189.8

1月

3,008

56

115.8

35

31

5,517

197.0

167.2

3,525

59

130.6

28

34

6,105

196.9

196.9

3,406

64

117.4

39

35

5,839

194.6

157.8

2月 3月 4月

病院等行事
2022年1月～4月

外 

　来

入 

　院

診療実績 単位：人 実習生受け入れ実績
R
4 １月

フリガナ

氏　名
入職年月日

所　属

職　種

❶趣味・特技

❷志望理由

❸ひとこと
職 員 往 来
2022年1月5日～2022年4月1日

新しい職場でがんばっています。よろしくお願いします。

7日

11～21日

15日

21～3/7

1日

１～15日

17日

1日

責任者・事務当直者勉強会（毎月）

現場から見直す精神科の感染対策（ｅラーニング：全職員）

CVPPP院内研修

2020年4月医療法改正に伴う診療放射線の安全管理の理解（ｅラーニング）

新入職員研修

身につけておきたい医療現場の個人情報保護と情報リテラシー（ｅラーニング：全職員）

PSW勉強会

新入職員研修

院　内

日本精神科看護協会福岡県支部筑後地区災害看護web研修（金子元子）

第68回熊本県基幹型認知症疾患医療センター事例検討会（web：15名）

令和3年度地域精神保健福祉医療担当者自殺対策企画Web研修（大宮理絵）

第2回病院経営管理研修会（web：部門長等）

全国病院広報実務者研修（web：2名）

2022年診療報酬改定と精神科病院の経営戦略セミナー

熊本県精神科救急病棟研究会（5名）

令和3年度熊本県四病院団体合同研修会（web：犬飼邦明）

九州アルコール看護研究会（小田泰徳）

九州看護福祉大学看護福祉学部看護学科精神看護学看護統合演習講師（梅田亮一）

地域移行とＤＰＡ治療を考える会web研修

院　外
5日

5日

17日

25日

26日

27日

4日

11日

12日

15,19日

26日
4月

3月

2月

4月

3月

2月

1月

研 修 　 院 内 勉 強 会
院　内

１月
４月
 

 
4日 年頭式

  1日 辞令交付式、鯉のぼり掲揚式
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熊本保健科学大学作業療法実習（1名）
九州看護福祉大学精神看護学実習（10名）

ナミセ キョウスケ

浪瀬 喬丞
2022/3/1

Ｄ病棟
准看護師

❶ゴルフ、料理、お酒が好きです。
❷患者さんに対するこころの
ケアは、すべての患者さん
に通じるものであり自身の
スキルアップにもつながる
と思いました。

❸コロナで精神科実習が中止
となり、看護師としての実
務経験も少ないので、ご迷
惑をおかけしますがよろし
くお願いします。

ヤマモト ヒロミ

山本 博美
2022/3/1

Ｂ病棟
看護師

❶子供と遊ぶこと。
❷前職で精神疾患をお持ちの
方と接する機会があり、よ
り深く精神科看護の分野を
学びたいと思ったことが
きっかけです。

❸精神科は初めてなので、と
まどいと不安がありますが
前向きにチャレンジしてい
こうと思いますので宜しく
お願いいたします。

シマダ マコト

嶋田 誠
2022/3/1

Ｂ病棟
准看護師

❶ドライブ、ツーリング
❷益城病院で多くの事を学ん
で自分のスキルアップを目
指したいと思っており志望
いたしました。

❸わからない事だらけでご迷
惑をおかけするかと思いま
すが一つ一つの事を一生懸
命頑張っていきたいと思い
ます。よろしくお願いしま
す。

クロヤマ サトミ

黒山 公美
2022/3/1

診療部
臨床検査技師

❶庭の手入れ、家庭菜園
❷検査技師に復職したいと考
えたときに益城病院とご縁
があり、スタッフの皆さんの
あたたかい雰囲気に触れて
一緒に働きたいと思いまし
た。

❸頑張りますので、よろしくお
願い致します。

セノウエ ユウ

瀬上 裕
2022/3/1

事務部
事務

❶我が家の犬、猫たちを愛でるこ
と。

❷患者さんのため様々な事に取り
組んでいる益城病院で一緒に
お仕事をさせていただきたい
と思いました。

❸精神科でのお仕事は初めてのた
め、日々勉強を欠かさず患者さ
んやご家族が安心して受診して
いただけるよう環境作り、対応
を心がけていきたいと思ってい
ます。よろしくお願いします。

オオシオ イッタ

大潮 一太
2022/4/1

医局
精神科医

❶音楽鑑賞、ドライブ
❷急性期から慢性期まで様々
な疾患の診療にあたってい
る病院だったので。

❸皆様のお役に立てるよう頑
張ります。

ウエノ タツロウ

上野 達郎
2022/4/1

医局
精神科医

❶一人旅、サウナ
❷吉村先生に憧れて。
❸のんびり頑張ります。

タカシマ リョウ

髙島 諒
2022/4/1

医局
精神科医

❶サッカー（観戦）
❷精神科で初めての外勤先と
なりますので精一杯頑張り
ます。

❸これからも御指導御鞭撻の
程宜しくお願いいたしま
す。

オオヤマ トオル

大山 徹
2022/4/1

医局
歯科医

❶YouTube鑑賞、テニス
❸４月から、月曜の歯科を担
当させていただきます。

　よろしくお願いします。

コジマ タク

小島 拓
2022/4/1

医局
歯科医

❶音楽鑑賞、ゴルフ
❷大学病院より週一、水曜日
に診療させて頂きます。

❸１年ぶりに戻って参りまし
た。また宜しくお願いしま
す。

ニシゴオリ チカ

西郡 知加
2022/4/1
事務部
事務

❶家庭菜園
❷今までの事務経験を活かし
医療事務を取得しスキルＵＰ
を目指したいと思い、また、
患者さんのお世話ができた
らと思い志望しました。

❸憧れだった病院勤務ができ
て大変嬉しく思います。初め
てですが早く仕事を覚え一
生懸命頑張りますのでよろ
しくお願いします。

フクモト マリン

福本 真倫
2022/4/1
Ｄ病棟
看護師

❶映画、ドラマを観ること
❷授業で精神科、認知症看護に興
味を持ったのがきっかけです。
病院全体の温かい雰囲気をみ
て志望しました。

❸分からない事ばかりなので、ご
迷惑をおかけすることもあると
思います。1日でも早く仕事を覚
え迅速に笑顔で対応ができるよ
うに頑張りたいと思います。ご
指導よろしくお願いします。

コウジ チヒロ

小路 千洋
2022/4/1

Ｃ病棟
看護師

❶スポーツ、Ｅスポーツ
　姪や友達の子どもと遊んで、素
直な笑顔に癒されること。
❷今までの看護師の経験を活か
して益城病院に関わる方や地
域へ少しでも貢献できればと
思い志望しました。
❸精神科の現場で働く事は初め
てですが、少しでも患者様に寄
り添った看護ができるように
関わっていこうと思っておりま
す。宜しくお願いします。

ムカラミ セイイチ

村上 誠一
2022/4/11
施設管理

事務

❶魚釣り、ゴルフ、漫画、
　Netｆlix
❷益城病院のＧ１、Ｍ１での経
験、熊本地震と復興の経験
を活かし、またお役に立て
ればと思います。

❸益城病院に関わる皆さん
が、安心・安全・快適である
よう素早い対応を心がけま
す。

区  分

外来患者延人数

（うち新規患者人数）

平均外来患者人数

新入院患者人数

退院患者人数

在院患者延人数

平均入院患者人数

平均在院日数（単位:日）

3,109

42

115.1

28

38

6,265

202.1

189.8

1月

3,008

56

115.8

35

31

5,517

197.0

167.2

3,525

59

130.6

28

34

6,105

196.9

196.9

3,406

64

117.4

39

35

5,839

194.6

157.8

2月 3月 4月

病院等行事
2022年1月～4月

外 

　来

入 

　院

診療実績 単位：人 実習生受け入れ実績
R
4 １月

フリガナ

氏　名
入職年月日

所　属

職　種

❶趣味・特技

❷志望理由

❸ひとこと
職 員 往 来
2022年1月5日～2022年4月1日

新しい職場でがんばっています。よろしくお願いします。

7日

11～21日

15日

21～3/7

1日

１～15日

17日

1日

責任者・事務当直者勉強会（毎月）

現場から見直す精神科の感染対策（ｅラーニング：全職員）

CVPPP院内研修

2020年4月医療法改正に伴う診療放射線の安全管理の理解（ｅラーニング）

新入職員研修

身につけておきたい医療現場の個人情報保護と情報リテラシー（ｅラーニング：全職員）

PSW勉強会

新入職員研修

院　内

日本精神科看護協会福岡県支部筑後地区災害看護web研修（金子元子）

第68回熊本県基幹型認知症疾患医療センター事例検討会（web：15名）

令和3年度地域精神保健福祉医療担当者自殺対策企画Web研修（大宮理絵）

第2回病院経営管理研修会（web：部門長等）

全国病院広報実務者研修（web：2名）

2022年診療報酬改定と精神科病院の経営戦略セミナー

熊本県精神科救急病棟研究会（5名）

令和3年度熊本県四病院団体合同研修会（web：犬飼邦明）

九州アルコール看護研究会（小田泰徳）

九州看護福祉大学看護福祉学部看護学科精神看護学看護統合演習講師（梅田亮一）

地域移行とＤＰＡ治療を考える会web研修

院　外
5日

5日

17日

25日

26日

27日

4日

11日

12日

15,19日

26日
4月

3月

2月

4月

3月

2月

1月

研 修 　 院 内 勉 強 会
院　内

１月
４月
 

 
4日 年頭式

  1日 辞令交付式、鯉のぼり掲揚式
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（広報委員:A（精神科救急）病棟 看護師 志水真依）
加藤神社より復旧した天守閣を望む

　現在は子育て奮闘中で、なかなかゆっくり美術に触れる機
会がない毎日ですが、今回の患者さんの展示作品を観て、想
像力やアイデアの豊富さ、楽しさにワクワクしました。
　病棟での作業療法では、普段の患者さんの日常からはなか
なかわからない一面を見ることができます。それまで知らな
かった素顔に触れることで、患者さんの興味や関心、不安をも
知るきっかけになります。
　子育てもそうですが、患者さんの能力や魅力を引き出せる
看護を目標に、今後も精進していこうと思います。

〒861-2232
熊本県上益城郡益城町馬水123

付属施設
■熊本県認知症疾患医療センター

■高齢者グループホーム「ふるさと」

■指定相談支援事業所「アントニオ」

■訪問看護ステーション

■居宅介護支援センター

■就労継続支援Ｂ型事業所「ましきの風」
　パン工房「まりも」、清掃・院庭管理「クリーンサム」

　洗濯作業 「あひるのしっぽ」、軽食・喫茶「風のテラス」

■共同住居「iハウス」

■宿泊型自立訓練事業所「コスモ」

■育児室「あんふぁん」

■犬飼記念美術館
　「こころと心のミュージアム」

■ひろやすクリニック　

　熊本県上益城郡益城町惣領1530
　TEL 096-286-3636

■特別養護老人ホーム 花へんろ

　熊本県上益城郡益城町惣領1670
　TEL 096-287-8706

■養護老人ホームAKAI花へんろ

　熊本県上益城郡益城町赤井1800
　TEL 096-286-2075

関連施設

精神科・心療内科・小児科・歯科

外来電話受付時間（月曜～金曜）
午前 9：00～12：00　午後 13：30～17：00

検索益城病院

表紙タイトル：Ｗｅｌｌ（うぇる）　“植える”にちなみ地域に根を張り、健やかな生き方をサポートしたいという願いを込めています。
表紙撮影：阿蘇品 直文　　発行：社会医療法人ましき会  益城病院  広報委員会
写真：つくしの会の大桜 発行日：2022年6月13日

花へんろ

ひろやすクリニック

グランメッセ熊本

ましき野入口

セブンイレブン

犬飼記念美術館 茶房茉莉花（ジャスミン）

ダイソー

県庁

九州自動車道　益城熊本空港ICより車で約5分／阿蘇くまもと空港より車で約15分／JR熊本駅より車で約40分
産交バス木山線中惣領バス停で降り、徒歩15分。
中惣領バス停より木山・広安循環線バス左回りで3つ目益城病院前停留所有。

セブンイレブン

コスモ

益城熊本空港 IC
熊本益城大津線

小
池
竜
田
線

益
城
菊
陽
線

熊本高森線

桜木東小学校

桜木中学校

九
州
自
動
車
道

235

36

28

陸上自衛隊
健軍駐屯地

232

熊本市電

東
バ
イ
パ
ス

健軍電停

57

GS
GS

惣領神社

惣領郵便局

096-286-3611

Facebookは
こちらから▶

ホームページは
こちらから▶

内科・消化器内科・循環器内科・
呼吸器内科・糖尿病内科


