と も し び
広報委員会
編集

病院向けだと言われています︒ 月下
旬には診療報酬が ほぼ決定される 訳で
すが︑今が正念場です︒

すが誰れが読んでも わかり易く︑ また
実践の現場ですぐに 活用できる手 引書

は少なかったそうで す︒そこで両 先生
は都立松沢病院勤務 時代︑恩師で ある
林暲︵あきら︶先生 のもと新しい 時代

の精神医学を学び︑ また看護者の 指導
にも当たってこられ た経験をもと に︑
両毛病院において他 の病院がまだ 取り

が不自然と も思える大人数を 引き連れ
て突然訪問し︑温家宝首相とのツーショッ

ては基地問 題であいまいな姿 勢をとり
続け︑アメ リカの不信感を増 強させて
います︒中 国に対しては︑小 沢幹事長

民主党の政 策実行方法に賛成 ︑反対が
結構はっき りしてきたように 思われま
す︒対外国 対策︑特にアメリ カに対し

少し遅く なりましたが︑皆 さん明け
ましておめでとうございます︒
昨年の政 権交代から約半年 が過ぎ︑

か︒
診療報酬に関 しては︑医科点 数とし
て全体で０．１ ９％の増加が政 府で認

力の一極集中と 言うべきで︑民 主主義
の根幹に関わる ことではないで しょう

いと言い始めて います︒国民か らの要
望や要求をうけ る窓口を幹事長 室に一
本化してしまっ たことも問題で す︒権

では目標の無駄 探しにはとうて い追い
つかないことが はっきりし︑マ ニフェ
ストにあげてい た約束が現実的 ではな

のぼり︑あわて た民主党は﹁事 業仕分
け﹂と称して無 駄を見つけよう と躍起
になりました︒ しかしこの仕分 け作業

拝読したいと想い 原本を探してみ まし
たが手にすることは出来ず︑病棟にあっ
たコピーされた物 を拝読しただけ でし

本多誠司先生が共 著され﹃精神障 害者
看護の手引﹄を出 版されたという 事を
教えていただきま した︒そこで︑ ぜひ

から創立 周年事業では︑当 時院長で
あった秋山洋一先 生と副院長であ った

を知ったのが今から 年前︑ 両毛病院
創立 周年記念事業で記念誌 の編集を
担当している時で した︒先輩職員 の方

やっと手元に届くのかという想いと
年前のことを思い出しました︒
私が﹃看護の手 引﹄という本の 存在

越年会での院長挨 拶の中で﹁精神 障害
者看護の手引を再 版して職員に配 付し
ます﹂という話を 聞いた時︑あの 本が

今から 年前︑この本を刊行 された
両先生の精神科医療 に対する熱意 をこ
の本から感じ取りな がら︑私も患 者さ

や事故の防止につい てなど︑病院 職員
として知っておかな ければならな い事
項であり︑とても参考になりました︒

今でも十分に通用す る内容だと思 いま
す︒とくに第１部の 病棟の雰囲気 や看
護者としての態度︑ 第３部の生活 療法

は︑患者さんに対す る看護の取り 組み
方や患者さんの処遇 についての記 載は

抗精神病薬が開発さ れ︑刊行当時 とは
薬の種類も使われ方 も変わってい る部
分はありますが︑看 護の分野に関 して

精神科の医療も他の 診療科同様に 日進
月歩であり︑治療薬 に関して現在 では
副作用の少ない新し いタイプの非 定型

まとめたものが﹃精 神障害者看護 の手
引﹄と聞いています︒
今回 年振りにこの本を開い てみて

組んでいなかった生 活療法や開放 看護
などを導入するため の指導書とし て︑

ト写真を全 員撮ってくるなど 意味不明
な行動をし ています︒また訪 問が基地
問題でゆれ ている時期と重な ったこと

められました︒ しかしこの金額 は国庫
の負担金として は１６０億円に すぎま
せん︒再診料の 格差是正など中 医協で

た︒それが今回︑ 元職員の小島幹 子さ
んが大切にされて いた原本を病院 に贈
呈されたことと︑ 定子奥様︵故洋 一先

日夜に行われた両毛病院

もタイミン グが悪いと感じた 国民も多
かったのではないでしょうか︒
国内に目 を向けると︑いわ ゆる﹁政

審議されていま すが︑精神科に 関して
は精神療養病棟 における重症度 別点数
配分︑精神科デ イケアの早期地 域移行

んのために少しでも お役立に立て るよ
うに頑張りたいと思います︒

月

治とカネ﹂ の問題が広がって います︒
各政治家の 政治資金管理団体 の経理担
当者が事情聴取を受け︑一部逮捕となっ

生の奥様︶のお声がかりもあって 年
ぶりに再版し復刊 されたものが今 ︑手

薬剤課

支援策など病院 経営に直結する 内容が
盛り込まれてい ます︒精神科に おいて

昨年

あの﹃看護の手引﹄が再版

第３１７号 院長 秋山 一郎

2

た人もいま す︒自民党時代に 民主党が
批判してき た﹁カネ﹂問題を ︑今は全

に言われはじめ ました︒当初各 省庁か
らの予算要求は 史上最高の９５ 兆円に

マニフェスト 違反という問題 も盛ん

発行所

元にあるのは感慨無量です︒
年前の昭和 年当時にも︑すぐれ
た精神科看護学の 教本はあったそ うで

18

両毛病院

対１の看護基準を新設 する話もあり
ますが︑これは 民間病院ではほ とんど
無理な基準が設 定され︑国公立 や総合

12

第０２７号

く逆の立場 で批判を受けてい ます︒ど
の政党にな っても大差がない というこ
とでしょうか︒

院 長 通 信

平成２２年 ２月１０日
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49

49

平 成 と も し び
第０２７号（１）

35

70

13

13

13

去る 月 日︑駒生球場にて日精看
ソフトボール大会が 行われた︒我 らが
両毛ボンバーズは︑ ブローニュの 森ソ

し まったのです︒しか し︑転んでも た
だでは起きないのが私 達︒ 月６ 日︑
病 院の中庭で小さな院 内文化祭を催 す

た ︒世間の例にもれず ︑私達両毛病 院
も 新型インフルエンザ の煽りを受け て

﹁今回の文化祭は中 止です︒﹂私 達
は この日︑衝撃的事実 を聞くことと な
り ました︒文化祭３日 前の出来事で し

た曇 り空でしたが︑日光 に到着する 頃
には ︑日差しが車窓から 射し込んで ︑
歓迎してくれているかのようでした︒

う患 者さんもいましたが ︑説明する と
その 後は切符を入れるの を楽しんで い
るよ うでした︒出発時は どんよりと し

いつ もとは違いバスでは なく︑鉄道 を
利用 しての旅でした︒自 動改札に戸 惑

月 日〜 日にかけて︑患者さん
８名 と職員２名にて︑日 光霧降方面 へ
一泊 旅行に行って来まし た︒今回は ︑

﹁田沼 もこんなにきれいな んだね︒﹂
とうっとり顔でした︒
いざ おそばやさんへ︒古 民家風の造

も﹁楽 しみだね︒﹂﹁うれ しいね︒﹂
と笑顔 ︒途中の山々は︑里 に下りてき
た紅葉 が︑まるで日光と見 紛うほど︒

ない患 者さんばかりでした ので︑行く
気十分 ︑食べる気十分︒車 中での会話

小春日和の 月 日︑患者さん６名︑
職員２ 名で佐野市の蓬莱山 方面におそ
ばを食べに出発進行
日頃︑外食をし

水がおいしいとそばもおいしい

フトボールチームと の交流試合を はじ
め︑ライバルチーム や地元チーム との

ことになりました︒
綿あめやマスの塩焼 きの屋台︒ボ ウ
リング︑輪投げ︑フリスビーなどのゲー

り︑今 は見なくなった土間 ︒﹁昔はみ
んなこんな造りだったね︒懐かしい︒﹂
と患者 さん︒天ぷらそばを 注文し︑待

電車での晩秋の日光への旅

練習試合を行い︑万 全の体制で今 大会
に臨んだ︒
優勝を目指し︑気 合いと適度な 緊張

ム 大会︒本番の文化祭 とは程遠いも の
ホ テルに到着すると︑ 浴衣を個々 に
で したが︑屋台への長 い行列や随所 で 選び ︑部屋に入りました ︒その後温 泉
沸き上がる歓声がそこにはありました︒ に入 り︑夕食まで部屋で くつろぎま し

つこと 分︒蓬莱山の湧き出る名水で
打った 一〇〇％地粉そば︒ 挽きたて︑

祭

感が混じり合う中迎 えた初戦︒少 々動
きに硬さがみられる ものの︑要所 を抑
え勝利する︒勝てば 決勝進出が決 まる

た︒ 夕食は︑バイキング で︑和洋中 の
料理 や様々なデザートが 揃っており ︑

打ちたて︑茹でたてのそれはもう︒
﹁そば の味がする︒﹂﹁お いしい︒﹂
と︑いつもは早食べの患者さんも︑ゆっ

化

第２戦は︑終盤に一 度は勝ち越す も︑
すぐに追いつかれる 苦しい展開︒ まる
で昨年行われたＷＢ Ｃ決勝の日本 対韓

患 者さんと職員の大輪 の笑顔で︑小 さ
い 会場は溢れかえった のです︒新型 イ

どれ もこれも食べたくな るようで︑ 選
ぶのに一苦労のようでした︒
帰 りは︑東武日光駅周 辺の土産物 屋

ミ ニ 院 内 文

国戦を思い出される 様な一戦とな る︒
大会規定の制限時間 が迫る中︑両 毛ボ

ン フルエンザがどんな に猛威を振る お
う と︑私達の文化祭へ の情熱を消す こ
とはできません︒

リハ課

26

!!

11
看護課

き︑帰路に就きました︒

看護課

くり味わっていました︒
復路 の途中︑道の駅のお しゃれ空間
でコー ヒーブレイク︒８人 で季節の移

20

ろいを 感じながら︑おいし く楽しい時
間を共 有し﹁また日帰りド ライブに来
たいね ︒﹂と︑うれしい言 葉をいただ

19

いね ﹂等の言葉も聞かれ ︑今後もこ の
よう な旅行が企画してい けたらと思 い
ました︒

11

両 毛 旋 風

ンバーズはチーム一 丸となった継 ぐ攻
撃で見事決勝点を挙 げ勝利し︑決 勝戦
進出を果たした︒こ の勝利で波に 乗っ

こうしてミニ院内文 化祭は︑大盛 況
の内に幕を閉じました︒

等を 散策し︑そば屋で昼 食を摂り︑ 帰
りの 帰途につきました︒ 患者さんか ら
は︑ ﹁いつもと違って︑ 電車の旅も い

よりも大きく優勝の 原動力となっ た︒
来年の大会も持ち前 のチームワー クで

は圧され︑白旗を挙 げた︒これに より
両毛ボンバーズが頂点に立った︒
両毛ベンチからの 声援はどのチ ーム

15

両毛旋風を巻き起こし︑連覇を目指す︒
リハ課

20

11

10

!!

た両毛ボンバーズは 勢いそのまま に決
勝戦に臨んだ︒初回 に打者一巡の 猛攻
で︑一挙に大量得点 を奪う勢いに 相手

平成２２年 ２月１０日
と も し び
平 成
第０２７号（２）

同 好 会 紹 介 ︵４ ︶

け てください︒一緒に 楽しい時間を 過
ごしましょう！

の 交流が持てればと感 じています︒ ゴ
ル フに少しでも興味の ある方は︑同 好
会 メンバー︑もしくは 程島まで声を 掛

ル フを通じて先輩方や 他の病院スタ ッ
フ の方々とも交流を持 つことが出来 ま
し た︒これからもゴル フを通じ︑沢 山

意 義な時間だと感じて います︒私は ゴ

でア ーチを作り始め︑３ 病棟の患者 さ
ん達 を招き入れました︒ アーチをく ぐ

台の ハーレーに乗ったサ ンタクロー ス
がやってきました︒
サ ンタ達はハーレーか ら降りると 手

去る 月 日の昼下がり︑快晴の空
の下 ︑エンジン音を轟か せながら数 十

ハ ーレ ー そ り で ツー リ ン グ

一病棟 のシンケンジャー︑ ２階病棟の
軽やか なダンス︑３階病棟 の素敵な白

趣向を凝らした催しが披露されました︒
両毛 コーラスの歌声に始 まり︑我が
栄養課 のポニョも無事に終 わると︑第

昨 年 の 月 日 ︵ 金︶ に ク リ ス マ ス
演芸会 が盛大に行われ︑各 課それぞれ

主 役 は だ ぁー れ

納得できる内容とは 行かないもの の︑
パーティーの方々と 楽しくラウン ドす

声が聞こえました︒ なんと恵一先 生が
チップイン・イーグ ルを決めたと ころ
でした︒自分自身のプレーはというと・・・

当日は天候に恵ま れ︑私は全４ 組中
第２組目でスタート しました︒２ ホー
ル目を終えた時︑後 の組から大き な歓

全員が院長杯に向けて日々練習を行い︑
優勝トロフィーに名 前を刻むため 努力
し︑この日を迎えました︒

ました︒
乗 り終えた患者さん達 は興奮しな が
らも ︑普段見られないよ うな笑顔を 浮

と風 を切り︑その姿は見 ていた患者 さ
んや 職員から歓声と拍手 が沸き起こ り

また がったり︑サイドカ ーに乗った り
して院庭をツーリングしました︒
患 者さん達を乗せたハ ーレーは颯 爽

スマス 演芸会を過ごすこと ができまし
た︒
栄養課

浪五人 男﹂見ごたえのある 演技に会場
から大 きな拍手が贈られ︑ 素敵なクリ

そうに 食べている姿がとて も印象的で
した︒
演芸 会の大トリは︑毎年 恒例の﹁白

しょう︒﹂と患者さん達を誘いました︒ の美しいハーモニーが響き渡りました︒
する と︑十数名ほどの患 者さんがハ ー
サン タクロースも登場し ︑お菓子の
レー 乗車を希望して︑サ ンタの後ろ に プレゼ ントがあり︑患者さ んがおいし

ると ︑一人一人サンタか らお菓子の プ 雪姫︑ 管理棟の心が癒され るハンドベ
レゼントを手渡しされました︒その後︑ ルの演 奏と続きました︒そ して医局の
サン タ達は﹁一緒にハー レーに乗り ま コーラ スでは︑院長先生と 副院長先生

看護課

る事が出来ました︒ 今年の優勝は 中村
先生で見事優勝トロ フィーを手に され
ました︒来年こそは私が優勝トロフィー

かべていました︒
年 に一度のワイルドな サンタクロ ー
スの クリスマスプレゼン トを患者さ ん

利に貢献出来るよう 頑張りたいと 思い
ます︒そして︑勝ち 負け以上に他 の病
院の方々との交流は私にとって大変有

看護課

は心から楽しんでいたようでした︒

に名前を刻める様に 密かに決意・ ・・
その他ゴルフ同好 会の活動は毎 月恒
例の定例会コンペ︑ 他の病院との 対抗

18

※サ ンタさんの正体はモ トショップ コ

12

戦コンペと年々増え ています︒特 に対
抗戦コンペは過去２ 回開催されて いま
すが両毛病院が連勝 中です︒今年 の春

13

グ レのボランティアの 皆様でした ︒
ありがとうございました︒

12

には第３回目のコン ペが行われま すの
で私も両毛病院チー ムの一員とし て勝

減っているものの︑ ゴルフ好きが 集ま
り︑盛り上がりは年 々増していま す︒

12

ゴルフ同好会

16

昨年︑ 月１日毎年恒例の 院長杯ゴ
ルフコンペを行いま した︒今回で ５回
目となり︑参加人数 名と年 々人数が

平成２２年 ２月１０日
平 成 と も し び
第０２７号（３）

日︵金︶マリアージュ仙水に

永 年 勤 続 表 彰 者
月
18

ん

な

の

声

今回は 月９日に行われた 月生まれ
の誕生会に参加 された患者さん の声を
12

当たってよかった︒﹂

Ｓさん

Ｔさん

Ｗさん

﹁普通だった︒ ビンゴゲームで ３等が

かった︒﹂

﹁もう少しにぎ やかな方が良か った︒
もっと他の人と しゃべれば良か った︒
ビンゴゲームに もっと賞品があ れば良

しかった︒﹂

﹁ケーキがおい しかった︒ビン ゴが楽

紹介します︒

12

み

いて謝辞があり ました︒皆さん ︑おめ
でとうございます︒

院長より表彰状 ならびに記念品 が授与
されました︒ま た永年勤続者の 代表者
から受賞のお礼 とこれからの決 意につ

て︑開院記念式 典及び越年会が 行われ
ました︒式典で は永年勤続者表 彰式も
行われ︑表彰を 受けた職員は秋 山一郎

12

﹁今度はフライ ドチキンとフラ イドポ

テトが食べたい︒ボウリングがしたい︒﹂
Ａさん

Ｙさん

﹁何も当たらなか ったけど︑ビン ゴが
おもしろかった︒﹂
ご意見・ご感想 を下さった皆さ ん︑
ありがとうございました︒

編集後記

年末にその年の世相を漢字一文字
で表す﹁今年の漢字﹂が清水寺で
発表されます︒昨年は党新政権の
誕生︑新型インフルエンザなどで
新
｢ と
｣ いう 文 字 が 選ば れ ま した ︒
今年はどんな漢字一文字が選ばれ
るのかわかりませんが︑昨年より
は 良い年に なって欲 しい もので す︒

病

院

℡〇二八三︲二二︲六一五〇

栃 木 県 佐 野 市堀 米町 一六 四八

毛

連 絡 先
医療法人秋山会

両

〒327-0843

平成２２年 ２月１０日
平 成 と も し び
第０２７号（４）

