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　子育てをしながら働き続ける事は大変なことです。

当院ではそんな職員を支援しようと平成4年に民家

を改修し院内保育所の運営が開始されました。この

たび老朽化に伴い、新築工事が行われ完成しました。 

　保育所の工事期間中も子ども達は、保育士達とと

もに、現場に散歩に行き「もうすぐ出来上がる！！」と

楽しみにしていました。そして、10月、待ちに待った

新しい保育所ができました。建物の中に入ると、玄関

にはオレンジ色の靴箱があり小さな靴がかわいく並

んでいます。部屋には大切な子ども達が冬に寒くない

ように床暖房も完備されました。かわいいアンパン

マンのカーテンもついています。子どもの身長に合わ

せた手洗い場や小さなトイレもできました。 

　現在、0～2歳児の元気一杯の乳幼児たちが入所

しています。引越し直後の子ども達は嬉しくて仕方

ないようでなかなか落ちつけませんでした。しかし

1週間もするとすっかり慣れ、広い空間の中でのび

のびしていたようです。異年齢の集団の中で、小さな

年齢の子も上の子の動作から様々なことを習得して

います。先日立ち寄った際も1歳になったばかりの子

どもがスプーンを使って上手に食事をする姿にびっ

くりしました。母親からは、「保育士さん達も優しくて

安心して働ける。子ども達にとって快適な設備の提

供に感謝している」という声が聞かれています。 

　子ども達が健やかに育つように、また子育てをし

ながら働く職員が安心できるように、これからも応援

していきたいと考えております。 
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てんてん祭り2008の報告！ 
 

てんてん祭り実行委員一同 

　今回で3回目となる共和病院文化

祭てんてん祭り２００８は、１０月１１日（土）

に開催することができました。当日

天候も心配されましたが、開催セレ

モニーの時にはすっきり晴れて、大

変多くの方にご来場頂きました。中

庭駐車場には、焼きそば、焼き鳥、

豚汁などの模擬店が立ち並び、多目

的ホールでは患者様及び職員による

ダンスや病棟対抗のカラオケ大会な

どの様々な企画があり、みなさんに

楽しんで頂けたと思います。 

　さて、今回のテーマは「彩

る（いろどる）」。てんてん祭

りを開催するにあたって、患

者様、地域の方々で共和病院

を彩っていこう！という意味

などが込められています。

そのテーマに沿った

「彩り企画」の

中で大盛況だった

のは、てんくん・

てんちゃんの貼

り絵とぬり絵

です。受付け

に設置され

た貼り絵用

の大きなてんくんとてん

ちゃん。貼り絵を通じて

の患者様と地域の方々

との共同作業。閉会の

時には立派な１つの作品

に仕上がりました。ぬり

絵は、祭り当日も含め集

まった作品は１００枚以上。

患者様や来場者の方々

が熱心に色をぬり、会場

となった会議室も見事に

彩られました。 

　今回、実行委員として

参加して、いつもよりも

輝かしい患者様の笑顔

をたくさん見ることがで

き、てんてん祭りの素晴らしさを実感

することができました。また来年の

てんてん祭りに向けて、一人でも多く

の方々の笑顔が増えるよう頑張って

いきたいと思います。 

　最後になりましたが、当日ご来場頂

いた皆様、そしてスタッフとしてご協

力頂いた皆様、大変ありがとうござい

ました。心より感謝の意を申し上げ、

てんてん祭り２００８のご報告とさせて

いただきます。 



　山の木々が赤や黄色に衣替えをし、すっかり秋本番になり
ましたね。秋と言えば、読書の秋、旅行の秋など楽しみが
多い時期ですが、私はやはり食欲の秋です。サツマイモや
クリなどおいしいものが満載ですね。うちでは毎年この時
期になると、秋刀魚を七輪で焼きます。あの煙にそそられる
香ばしい香りがますますお酒をおいしくしてくれますね。 

　さて、朝晩めっきり寒くなりましたが、風邪はひいてないで
しょうか？インフルエンザの予約はお済みでしょうか？風邪の
予防には十分な睡眠と栄養です。そして何よりも大切なのは
手洗いうがいです。これから寒さがどんどん増してきます。
衣類の調節を上手に行いながら楽しい秋を満喫し、冬に備
える準備も徐々に行っていきましょう。　   　　　      （M.A） 

　私たちリハビリテーション課職員は、理学療法士5名、

作業療法士8名、言語聴覚士2名、助手4名で患者様・

利用者様のリハビリテーションに関わり、日々奮闘して

います。  

　その業務内容は、医療保険による病棟業務・外来業

務、介護保険による病棟業務・外来業務・通所業務・

訪問業務など多岐にわたり、提供内容は精神科領域・

身体障害領域を網羅し、勤務場所もＣ館4階フロアー・

各病棟・在宅・各プログラムの開催場所と様々です。  

　スタッフは、新卒のフレッシュな顔ぶれが目立つよう

になり、活発な雰囲気で職場を盛り上げてくれていま

すが、中堅の経験豊富な職員が専門的な知識を活かし、

各業務を引っ張っています。そして、ベテラン職員も

まだまだ元気で頑張っていますよ！  

　業務以外にも、スポーツの分野では、院内の野球部

で活躍している職員、空手の師範代として全国大会に

も出場している(？)職員、ハンドボールのクラブチーム

を作っている職員もいます。休日には、有志で登山を

楽しんだりサイクリングで汗を流している職員もいます。

その他、飲み歩き・食べ歩きの達人がいたり、究極の

芸能通・音楽通・旅行通、中には密かに和太鼓を習っ

てプロを目指している(？)職員がいたり、趣味を楽しみ

ながら業務への糧としています。 

　これからも、患者様・利用者様の笑顔が増えるように

取り組んでいきたいと思っています、リハビリテーショ

ンの活性を目指して！ 

リハビリテーション課課長　杉浦 正直 

リハビリテーション課リハビリテーション課

リハビリテーション課 
作業療法 

リハビリテーション課 
理学療法 
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わたしたちは、利用者の皆様が安全か
つ納得のいく医療を受けていただくこ
とを目指し、それぞれの尊厳を大切に
して、思いやりのある医療を提供します。
さらに、地域関係機関との密接な関係
を保ち、地域の医療水準の向上に努め
ます。 
1.あなたは、個人的な背景の違いや病
気の性質などにかかわらず、必要な医
療を受けることができます。 
2.あなたは、医療の内容、その危険性
および回復の可能性についてあなたが
理解できる言葉で説明を受け、それを
十分納得して同意したのちに、医療を
受けることができます。ただし、必要に
応じて主治医の判断によってご家族、
代理の方にお話をする場合もあります。 
3.あなたは、今受けている治療、処置、
検査、看護・介護、食事その他について
ご自分の希望を申し出ることができま
す。また、他の医療機関に転院したい
場合は、必要な情報を提供致します。 
4.あなたの医療上の個人情報は保護
されます。 
5.あなたの社会でよりよい生活が提供
されるよう、地域関係機関との連携を
図ります。 

病院長   榎 本   和 

基本方針 
～当院をご利用の皆様へ～ 

共和会理念 
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『優しい医療・楽しい職場』 
私たちが目指す『優しい医療』とは！ 
●患者様に安心と満足を提供する医療 
●良質且つ効率的な医療の提供 
●患者様へのサービスの充実 
私たちが目指す『楽しい職場』とは！ 
●毎日の出勤が楽しくなる職場 
●職員のレベルアップと仕事の充実が 
　感じられる職場 
●職員の満足が患者様へ反映される職場 

K Y O W A  H O S P I T A L

共和病院敷地内 
禁煙について 

　患者様および患者様家族のご理解と

ご協力により、２００８年１０月１日より敷

地内禁煙を開始しています。精神科病

床を有する病院ではまだ数少ない「全

館禁煙の病院」となりました。 

　これにともない外来にて「禁煙治療」を

実施していますので、禁煙を希望される

方は、受付や主治医にご相談ください。 

 

 
禁煙の歩み 

２００３年  ８月 病院内「分煙」開始 

２００６年  ２月「２０１０全館禁煙運動」開始 

２００７年１０月 職員の勤務内禁煙開始 

２００８年１０月 共和病院敷地内禁煙開始 

主な禁煙治療薬 

貼 り 薬 
（ニコチネルＴＴＳなど） 

　ニコチンを補充することで、一時的

に離脱症状（タバコが吸いたい、イライ

ラするなど）を軽減する作用があります。 

　貼り薬を貼っている期間は、一般的

に８週間です。 
　 

飲 み 薬  
（チャンピックス） 

　ニコチンを含まない飲み薬で、離脱

症状（タバコが吸いたい、イライラする

など）を軽減し、タバコを吸った時の満

足感を軽減する作用があります。 

　薬を飲む期間は一般的に１２週間です。 
　 

ガ　　ム 
 

　効果は貼り薬とほぼ同様です。 

噛む時のポイントは、 

　１個を３０分から６０分かけて断続的に

ゆっくり噛むことが重要です。 

＊ 

　最近では、一般用医薬品として禁煙

治療用の貼り薬やガム製剤などが購入

できるようになっています。個人で禁煙

治療する場合は、必ず主治医に使用し

ている薬をお知らせください。 

共和病院禁煙推進委員会　齋藤 玲子 

 

 

※詳細は、追って院内掲示にてご連絡します！ 

●11月15日（土）
　平成20年度 知多半島地域  
　「こころの健康フェスティバル」に参加し
　ます。 
　●場所／南知多町総合体育館 
　●時間／１０:００～１６:００ 
 

●12月27日（土） ～ 1月4日（日） 
　年末年始により外来診療を 
　休診させていただきます。 

●1月17日（土） 
　第6回 共和病院 認知症勉強会 
　●場 所／共和病院 C館4階 多目的ホール 
　●テーマ／「介護の難しい認知症について」   
　●時 間／１３:３０～１６:３０ 

 

お 知 ら せ コ ー ナ ー  


