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剰機が彎鷹躙 寵隆ん鱚祗曲は今なつて機る置と医局医師用|1春樹

4月 から帝京大学から出向して参 りました。吉祥

寺病院には2年前まで非常勤で働いていて、この度

縁あつて再び働かせていただ くこととなりました。

今回は私が精神科を選んだ理由をテーマに与えられ

たのでそれについて書きたいと思います。

その理由は、これから将来一番夢がある分野だと

思ったからです。特に神経内科や脳外科に比べて精

神科領域の脳科学はこれから一番発展する分野だと

言われています。まだまだわからないことだらけの

精神科の脳科学の分野ですが、その分可能性は無限

に近 く、開拓の可能性が残されています。身体科

では、体のこの部分が異常だからそこを治療すると

いったロジックが確立していますが、精神科ではな

かなかそこまでは至っていません。でも最近は、脳

のこの領域がおかしいからうつ病になるとか強迫性

障害になるといつたことがまことしやかに囁かれる

ことが増えました。まだまだ仮説に過ぎないのです

が、このままの方向で進めば、統合失調症やうつ病

の病態生理みたいなものも解明されるかもしれない

と夢みていました。実際に海外では、強迫性障害の

症状の回路を形成 していると言われている脳の自質

というところを頭蓋骨を開けて直接縛つたり、脳内

の領域に直接電極を埋め込んだ りといつたことが行

われています。私の好きな映画に攻殻機動隊という

映画があるのですが、その世界では脳にチップが埋

め込まれていてみんな直接意識がネットに繋がって

います。もはや脳がコンピュータみたいになってい

るのです。このまま科学が進歩すればそういう世界

が来るのではないかと思っていて、そうすれば統合

失調症の人はここが悪いから、そこに電極を入れれ

ば症状をコントロールできるなんてことができるか

もしれないと夢見ています。日本では直接電極で脳

を刺激するなんて野蛮なことはしていませんが、同

じような発想で経頭蓋磁気刺激療法 (TMS)と いう

治療法が今年の6月 にうつ病に対して保険適応 とな

りました。この治療は、簡単にいうと脳のやる気や

思考力を司る領域であるDLPFCと いう部分を磁気

の力を使いながら間接的に刺激するという治療法で

す。私は大学院の研究 として去年 1年間、この治療

をやっていました。現実はなかなか甘 くなく、全然

効かない人もいた り、すごく効いてとても感謝され

た患者さんなのにあまり血流が変化 していなかった

り、心が折れる事が とても多かつたです。でも良 く

なっている患者さんも、もちろんいました。アメリ

カでも保険適応が 10年前か ら通っていますし、こ

れから将来性のある、何より夢のある分野だと思い

ます。この分野が発展 し、私もそれに関われればい

いなと夢見ていました。

以上が私の精神科に対する夢 というか理想なので

すが、実際の臨床ではこんなことは全 く考えていま

せん。患者さんの話や症状を聞いて、生い立ちや環

境や性格を把握 し、退行しているだとか防衛機制な

どを想像しながら、薬の副作用に怯えながら薬を増

やして、患者さんの様子を見ています。吉祥寺病院

で働いていて思うのは、正准看護師さんや PSWさ

んや OTさ んや看護助手などそれぞれが熱意という

かプライ ドを持って、患者さんに対する自分なりの

プランをしっか り持つて仕事をしているんだなと感

じます。精神科はいろんな視点が必要 とされる分野

だと思いますので、いろんな意見やご指導いただけ

れば幸いです。未熟者ですが 1年間ご指導お願いし

ます。
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価値観に基づく医療の提供を目指して医嵩鰤 澤丼夫禾□

2019年度4月 より入職致 しました、澤井大和 (ゆ

たか)と 申します。東京大学医学部卒業後、附属病

院での初期研修を終了し、今年度から精神科の後期

研修医として参 りました。

年齢・性別や障害の有無にかかわらず、エビデン

スに基づいた医療を提供すべ く、患者さんの価値観

に基づいた意思決定の支援をしたいと考えておりま

す。

統合失調症などの精神疾患は、脳機能の理解に基

づ く薬物治療 も重要ですが、心理社会的側面から精

神的な苦痛を緩和することも可能です。

社会 との関わ り方を規定する患者 さんの「価値

観」を探ることができれば、精神症状に左右されず

に生活を送つていく手がか りとなります。吉祥寺病

院の多職種カンフアレンスでは、症状が増悪 しうる

状況を予預1し て、退院後の生活をどう支援するか話

し合われています。多角的な支援方法を知ることが

でき、日々新 しい学びがあります。

医療を平等に提供する際の障壁として、コミュ

ニケーションの困難が挙げられます。生物学者

MattOrie swansonは 「人間が存続していくために

不可欠な要素というものが4つ あり、それは水と空

気と食物、そしてコミュニケーションである」と述

べています。

学生の時、巣立ち会のスタッフから伺つた、「グ

ループホームの認知症患者さんが糖尿病の服薬指示

を理解できず、適切な治療が受けられていない」と

いう話が印象的でした。精神疾患に加えて糖尿病な

ど身体疾患を抱えながら地域で生活する方々も増え

てきています。患者さんの年齢や認知機能に合わせ

て、本人が理解 し納得 して治療に取 り組めるよう、

コミュニケーションの方法を考える必要があ りま

す。

週に半日、巣立ち会でも研修の機会をいただいて

おります。病院内外を問わず、全ての患者さんに平

等な医療を提供するため、面談におけるコミュニ

ケーションスキルを向上させる努力を続けたいと思

います。

近 年、evidence based medicineは 前 提 と し

て、医療従事者 と患者さんが共同で意思決定を行 う

shared decision makingや 患者さんの価値観に基

づ く医療を提供するvalue based medicineが 普及

してきています。

患者さん本人の価値観を医療面談からアセスメン

トし、病によってその人の価値観に沿った生き方が

阻害されないよう意思決定支援を行い、年齢・性

別 。障害の有無にかかわらず平等な医療を提供でき

る精神科医になりたいと思います。

2年間、ご教導の程 よろしくお願い申 し上げま

す。
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檻濶颯椰饒難瑕饒冬隧骰 医局 医師 南 倫

今年度より勤務 となりました、南倫 と申します。

今年4月 に吉祥寺病院へ入職 して、慣れない環境に

戸惑っているうちに6月 となってしまいましたが、

皆様の暖かいお力添えで日々を過ごすことができて

いることを、大変感謝申し上げます。はじめは病棟

の構造すらなかなか把握できず、文字通 り右往左往

していたように思います。

簡単に自己紹介をさせて頂きますと、日本人の両

親のもとフランスに生まれ、高校までを愛知県で過

ごし東京大学を卒業後、慶應大学病院および東大病

院での研修 。勤務を経て現在に至 ります。非常勤で

の勤務を除けば、基本的に大学病院での勤務をして

きたことになります。

私が精神科を志 した理由としましては、以前から

精神科 という道に進むことを心に決めて目指してい

たというよりは、精神科に対して漠然 とした興味は

ありつつも進む科を決めきれず、初期研修で各科を

ローテー トして実際に臨床に触れた上で決めよう

と考えておりました。そこで実際に精神科で研修を

していた際に、疾患を治療するということだけでな

く、その方の人生 。生活を考えてい くというところ

に他科にはない奥深さを感じ、この分野へ進むこと

を選んだ次第です。同じ診断がついてはいても、人

によって全 く異なる悩みを抱え、それに対して様々

なアプローチから治療に取 り組んでいくということ

に非常にや り甲斐を感じました。学生の頃に教科書

で国家試験の勉強していた際 と実際に臨床に触れた

際 とでこんなにも受ける印象が違 う ものか と感銘

を受けたことを記憶 しています。統合失調症を抗精

神病薬で治療 していくのと、感染症を抗生剤で治療

していくのでは、字面だけは似ていてもその場で行

われていることは全 く異なります。他科 との比較 と

いう点では、日々医療はめざましい進歩をしている

わけですが、その最中にも古典 と呼ばれる文書も精

神科領域では過去の遺物 とはならず、現在の臨床に

大きな役害1を 占めていることもまた、面白さのひと

つだと思います。学ぶべきことは尽きることがあり

ません。

また、多職種間の連携 という点でも、より密接で

多彩な協力が求められることもまた、特色の一つで

しょうか。それぞれ異なる困りごとに対して、各視

点からみんなで取 り組んでいく、そんなところは精

神科ならではのように感じます。近年、多職種協働

や共同創造 という言葉が注目されていますが、自身

としてもこのような観点を常に忘れることなく日々

の臨床に携わっていきたいものです。

まとまりのない文章にはなってしまいましたが、

こういったかたちの文章を書 くことはあまり得意で

ない性分なので、このあた りでご勘弁願えれば幸い

です。まだまだ未熟者ではありますがこの吉祥寺病

院で勤務 していくなかで日々少しでも多 くの研鑽を

積んでいければと努めてまいります。今後 とも何卒

宜しくお願い申し上げます。
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本籠寺からお二ヶ池へ～その②～ 医局 西岡 暁

~夏
力ゞ ぐれ.ざ思 い出 す……」 と歌われる尾瀬の水

芭蕉は、実際には春に咲 くようです。それが「夏の

思い出」になったのは、「水芭蕉」が夏の季語だか

らです。夏の季語 と言えば、芭蕉さんの最高傑作 と

もいわれる俳句は夏の句で (季語は鵜舟で)す。

おもιろう
‐
c‐ や力ゞ

‐
c~悲 ιき 励 かな (松尾芭蕉)

さて、「本能寺か らお玉ヶ池へ」の流れを辿 ると

しましょう。お断 りしておきますが、このシリーズ

では (テ ーマから離れるので)、
「本能寺の変」その

ものは採 り上げません。悪 しからず…

この夏お届けするのは、織田信長 と明智光秀の孫

(一人ずつ)の お話です。「おもしろうてやがて悲 し

き」人生を駈け抜けたお二人です。

[2]藤兵衛

(ガラシヤの夫 。)細チ‖忠興を藩祖 とする熊本藩の

家老 。米田家の記録によれば、光秀の長女・岸 (と

夫 。明智秀満 と)の 子・藤兵衛 (1581～ 1637)は 、

明智家滅亡に際して坂本城から乳母が連れ出して落

ち延び、藤兵衛が 7歳の時叔母ガラシャの下に届け

られ、その後はガラシャが育てることになったよう

です。

前回、ガラシヤがキリシタンの息子 と娘を遺 した

ことを述べましたが、ガラシャが遺 したキリシタン

は、実はもう一人いて、それがこの藤兵衛でした。

ガラシャが遺したキリシタンの中で洗礼名が伝わつ

ているのは、次女・多羅の「タリーョ」だけで、藤

兵衛の洗礼名も伝わつていません。

藤兵衛が 19歳 になると、義理の叔父・忠興が元

服させて熊本藩士 。三宅重利 とします。 しか しそ

れもつかの間、藤兵衛には母代わりだつたガラシヤ

に「散 りぬべき時」が来てしまいます。育ての母 と

もいうべきガラシャは、遺書に「三宅藤兵衛事を頼

候也」 と書き遺しましたが、ガラシャ亡き後藤兵衛

は細川家を去 り、父・秀満の家老だつた安田国継

(1556～ 1597)が仕えていた縁で、肥前唐津藩祖・

寺沢広高 (1563～ 1633)に仕官しました。寺沢広高

は、洗礼名アゴステイニョというキリシタンでした

が、ガラシャとは逆に、 日本 26聖人の殉教を受け

て棄教 します。です

から藤兵衛を召 し抱

えるにあたって広高

は、藤兵衛にも棄教

を迫ったことでしょ

う。

一方忠興は、自身

がキリシタンになる

ことは勿論ありませ

んでしたが、亡き妻への想いからか、関ケ原の戦い

の後小倉藩を興す (後に熊本に移封されるまで、細

川藩は小倉藩でした。)に あたって大改築 した小倉城

の天守にキリス ト教会 (と 同じ型)の 鐘を釣つて鳴

らしました。

ところで、藤兵衛を寺沢家に (本人の没後ながら

事実上)誘った安田国継は、本能寺の変で大活躍 し

た人です。本能寺攻撃の先鋒を務め、誰よりも早 く

信長を槍で突き、森成利 (「 乱丸」の名で知 られる

信長の近習)を討ち取った武功を誇 ります。明智家

滅亡後国継は、「天野源右衛門」 と名を変えて乱丸

の兄・森長可 (長可の「長」は、信長から戴いた字 )

に出仕 し、その後信長の四男・羽柴秀勝を始め4人

の主君を渡 り歩いた後、寺沢広高に仕えましたが、

その3年後 (?)に 自害 しました。その日が、本能寺

の変から15年後の同じ日だったため、国継の死は

「信長の祟 り」だと噂されたそうです。

1621年 (元和7年 )三宅藤兵衛は、二代藩主寺沢

堅高 (広高の次男)に よって唐津藩の飛地だった天

草の富岡城 (@熊本県苓北町)の番代 (=城代家老 )

に任じられます。

そして 1637年 (嘉永 14年)10月 、天草対岸の島

原 。有馬村で「島原の乱Jが勃発 します。その数

日後、天草でも一揆勢が起ち、藤兵衛率いる唐津軍

に挑みます。「主に結ばれて死ぬJ(「 ヨハネ黙示録」

より)こ とを望むキリシタンー揆勢の猛攻を受けて

唐津軍は職滅され、討ち死にした藤兵衛は、一揆勢

によって晒し首にされました。享年 55.

キリシタンは、藤兵衛が母のように慕ったガラ

シャが熱心に信心し、生命を捧げた教えです。その

キリシタンの一揆と闘い、「背教者」として命を落

とすことになった藤兵衛の心中を想う時、(ガラシャ
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一周忌 ミサでの忠興主従同様 ?)「涙を抑えること

ができず泣きぬれ」るほかありません。

[3]ペ トロ

1578年 (天正 6年 )、 明智光秀の長女・岸の舅 。

荒木村重が信長に反旗を翻 した時、村重の娘婿 (=

岸の義弟)塩川長満 (1538～ 1586)は 、村重 を裏

切って織田軍の先鋒 として (村重の)有岡城 (@兵庫

県伊丹市)を攻めます。その折、信長の嫡男 。織田

信忠が長満の山下城 (@兵庫県川西市)に 立ち寄っ

たことから、長満の娘 。寿々 (生年不詳～1633)が

信忠に嫁 く
゛
ことにな り、1580年、岐阜城で信忠の

子を産んだ とされています。これが信忠の嫡男 (=

信長の孫)三法師です (異説 もあります)。 奇 しくも

三宅藤兵衛の両親が結婚 した年の生まれです。

その年、荒木勢は織田勢に敗れ、敗残兵が高野山

に逃げ込みます。残党狩 りの織田勢 30余名全員が

返 り討ちに遭うと、信長は翌年夏、畿内で捕えた千

人以上の旨曇菫Ъ報復 として安上で処刑しました。

その翌年塩川長満は、信長から中国攻めに出る明

智光秀の与力を命じられますが、本能寺の変に際し

ては明智に与せず、秀吉のもとに走 り、山崎の戦で

は高山右近らの摂津衆 として先鋒を務めました。

本能寺の変で信忠は明智勢の伊勢貞興に (二条城

で)討たれましたが、その嫡男三法師は、信忠の遺

志で (二条城から落ち延びた前田玄以に連れられて)

岐阜城から清洲城へと逃げました。一方、光秀の妻

の父・妻木宏忠の孫・妻木頼忠は、妻木城 (@岐阜

県土岐市)で攻め手の乱丸の兄 。森長可に降伏 しま

した。 この兄弟の末弟 。忠政には、後 日 (も 後 日、

2年先 ?)チ ラッと登場していただきます。

信長 も光秀も逝って半月余 り… 1582年 7月 16

日 (天正 10年 6月 27日 )、 信長の後継者を決める会

議が清洲城 (@愛知県清洲市)で開かれました。そ

の日、秀吉の肩に担がれて登場 した三法師 (弱冠 3

歳 !)が、信長の後継者に祀 り上げられたことになっ

ています (が、この話はフイクションのようです)。

三法師は、大叔父・織田信孝の後見のもと安土城に

入ると決められますが、信孝は岐阜城から手放 しま

せんでした。

さてその清洲会議の6年後、三法師は僅か9歳で

元服 して織田秀信 (1580～ 1605)と なつた後、 13

歳で岐阜城主にな り、家臣・和田孫太夫の娘を要

り、後に女子一名を儲けました。

秀信 は 16歳 (1595年 )の 時、思 うところあつて
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キ リシタンにな り

ま した。ガ ラシヤ

の子供たち とは異

な り、洗礼名が伝

わって い ます。 秀

信 はペ トロ、 弟・

秀則 も同時に洗礼

を 受 け、 同 じ く

十二使徒 の一人・

パウロの名を戴きます。秀信の母・寿々姫も (墓の

ある寺の過去帳に載っていないため)キ リシタン

だったのではないか、 と言われています。

秀信は、岐阜城下にキリス ト教会、司祭館、病院

を建立 します。ペ トロ秀信には、この頃が26年 の

短い人生の中で最も心安らく
゛
日々だつたのかも知れ

ません。それにしても、長い禁教時代を経て、岐阜

に限らず ([2]で述べた小倉を始め)日 本各地の町で

教会の鐘が鳴 り響いていたことが、すつか り無かっ

たことにされたのは残念でなりません。

1600年 7月 、関ケ原の戦いを目前にして (ガ ラ

シャが「散 りぬべき時Jを迎えた頃)秀信は、家康

の会津討伐に加わる構えを見せながらも、石田三成

(1560～ 1600)の誘いで西軍に与 します。その頃清

洲城は、福島正則が城主になっていて、東軍 (の先

鋒)を 集結させていました。

8月 22日 、東軍が木曽川を渡って戦端が開かれま

す。木曽川北岸の米野の戦いで敗れた秀信は、岐阜

城に籠城 したものの落城必至 となり、 (兄弟揃って)

自刃することにしました。しかし、東軍先鋒で前々

城主の池田輝政の説得で、翌日、降伏開城 したので

す。 この戦いで秀信の義父・和田孫太夫は討死に

し、岐阜城下の (教会を始め)キ リシタン施設 も焼

失しました。更に悲濠1は続きます。大坂城で (西軍)

人質 となっていた秀信の妻は、関ヶ原での西軍の敗

戦を受けて、逃げ延びることを諦め、家臣の手で討

たれることを選んだのです。ガラシャとは逆の立場

にあった人ですが、同じ頃同じような最期を遂げた

のでした。

東軍の中では「秀信に切腹を」 との声も強かった

ようですが、家臣に秀信家臣の縁者が多かった福島

正則の嘆願で助命された秀信兄弟は、岐阜城下で剃

髪 し、高野山に追放されました。剃髪 して表向き棄

教 した秀信兄弟でしたが、心中は潜伏キリシタン ?

ただ高野山にとってみれば、秀信兄弟はキリシタン

である上に仏敵 。信長の孫なので、入山を許す訳に



は行きません。

やむな く秀信兄弟は、高野山山麓の向副村 (現 。

和歌山県橋本市向副)の善福寺に留まり、高野山の

許 しを待ちました。その地で秀信は、地元の豪族

西山家の娘 。梅 との間に長男 。秀朝を儲けます。続

いて別の豪族生地家の娘 。町野を継室に迎えて、次

男 。恒直を儲けました。更に別の娘 との間に儲けた

男子を、家臣 。坪井佐治兵衛が連れ出して匿い、美

濃国池田郡肛策村 (現・岐阜県揖斐川町腫永)に 隠

棲させました。彼 ら信長直系の子孫は、明智家 とは

違った意味で「織田J姓を名乗ることを憚 られ、秀

朝系は「西山」、恒直系は「織田」、美濃 。
1⊆永村に

移つた家系は「坪井J姓を名乗 り、それぞれ昭和の

世 まで (現在 も続いておられるかは未確認)存続さ

れています。

後年ようや く高野山への入山を許された秀信です

が、祖父信長を恨む人たちに苛められた挙句、高野

山から破門・追放されてしまいました。公式にはこ

の日(1605年 5月 8日 )が秀信の命 日とされていま

すが、向副村の伝承では、その三ヶ月近 く後の7月

27日 に自ら命を絶つた とされています。近江の聖

衆来迎寺 (@大津市比叡辻。この寺の山門は坂本城

城門 と伝わ ります。)に もある秀信の位牌には「慶

長十年七月二十七 日」 と書かれています。享年 26

(父 。信忠 と同じ齢 )。 世が世ならば、織田王朝 (?)

の三代日として栄華を極めたであろう男の余 りにも

寂しい最期でした。
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藤麒写熙瘍燿魏睦埒漑⑮ SS丁 委員会 水津貴之

「SoS・ T」 。 Social Skills Trainingの 略称で、 日

本語にすると社会生活技能訓練 と呼ばれ るものです

が、皆 さまは SSTに ついて どのような印象をお持

ちでしょうか。正直、SSTつ て難 しそう、ハー ドル

が高い、とっつきにくい。そんな印象をもっている

人も少なくないと思います。現に、「ロールプレイっ

て恥ずかしいし自分には向いていない」なんて意見

を聞 くことも多いです。では、何故そのように感じ

てしまうのでしようか。原因は、SSTに 対する不慣

れさから来るものかと思います。この不慣れさに関

することは SSTに 限 りません。例 えば看護師は全

く「看護」に触れていない学生時代などは「看護」

に対するハー ドルがすごく高かつたのではないで

しようか。私自身、初めて実習に行った日は物凄 く

緊張したのを覚えています。日本人は特に不慣れな

ものを敬遠 しがちで、普段あまり触れることのない

SSTを 「良いものだから使ってみてJなんて言われ

ても困つてしまいますよね。

逆に、SSTを普段から取 り扱って患者さんに活用

している関わ りの深い人達は、日をそろえて「SST

は役に立つ IJと 言っています。良いものであると

感 じていますか ら、周囲におすすめした くな りま

す。SSTに慣れていない頃の気持ちも忘れて「とり

あえずやつてみて」なんて言ってしまいます。SST

を深 く実践 している人 とそうでない人 とのギャップ

は、そうやって生まれてきているのではないか と私

は考えています。現に私自身もSSTに 関わってき

て8年が経つたわけですが、よく周囲の方から「何

でそんなに続けられるんですか」 という疑間を持た

れることがあります。一言で言ってしまえば、良い

と思っていないものを続けられるわけもあ りませ

ん。SSTを続けられるのは、仕事中からプライベー

トまで、役に立てられると思う場面が多々あるから

です。元々コミュニケーションに苦手意識を持って

いた私でも、SSTに従事することによってその意識

を少しでも克服できたことが大きい意味を持ってい

ます。そういうわけで、私は SSTの 良いところを

多 くの人に触れてもらいたいと思うようになりまし

た。

ところで、昨年 2018年 に発足 した SSTク ラブで

すが、気が付 けば参加人数が総合 100名 を超 えよ

じんだい 第 57号

うとしています。毎回 SST委員以外の方にも参加

していただいており、毎月の活動が充実したものと

なっています。「SSTク ラブ」 とそのままの名前で

は堅苦しいかと思って、頭文字 と就労後活動 という

意味 も含めて「(S)サ ン(S)セ ット(T)タ イム (C)

クラブ」と名付けてみましたが、そろそろ定着して

きたでしょっか。

そもそも吉祥寺病院で SSTク ラブを立ち上げた

きつかけとして、駒木野病院での SSTを 見学させ

ていただいたことがあ ります。その場で私は SST

初級研修のため出張した河岸師長、渉里主任のアシ

スタン トとして参加 しました。そこで最 も印象的

だったのは、初級研修を受ける駒木野病院のスタッ

フ達の姿勢が随分 とモチベーションに溢れているこ

とでした。

「当院 と何がそんなに違 うのだろう ?」 と疑間に

感 じた私は駒木野病院の SST担当者に尋ねたので

すが、駒木野病院では月に一回、就労後に SST活

動を行っているとのことでした。何 という熱心で前

向きな活動 !と 驚愕 しました。当然のことですが、

SSTに モチベーションを持ち、SSTが良いものであ

ると思っているスタッフであるほどセッション運営

の質に差が出てきます。患者 さんに SSTを 実践す

るためには、スタッフ自身が SSTを 体験 してその

実用性を実感 し、「役立つもの」であることを理解

してから伝えていく必要があるのかもしれない。そ

う思い知 らされた私は、当院で「とりあえず月一

回Jの SSTク ラブ発足に踏み切ったわけです。

第一回は「始めるなら早い方がいいだろうJと 、

SST委員の集 まる委員会の日 (毎月第二月曜日)を

活動 日として、 とにか くクラブ活動 として動か し

てみる実験的な感じで始まったのをよく覚えていま

す。初回こそ手探 り感が満載でしたが、回数を重ね

るごとに徐々に運営側のスタッフも慣れてきまし

た。今では参加 していただいた方々には「役立てら

れそう」という意見をもらえることも多 くなってい

ます。近日では「SSTっ てこんなに身近で使えるも

のなんだ !」 と言って貰えたことが何 より喜ばしい

ですね。

SSTを もっとも手軽に体験するためには、参加 し

ているスタッフ自身に事例 (身近に起 きた場面)を

7 1
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出して もらい、実際に動いてもらうことが重要で

すc SSTク ラブに慣れている委員会のスタッフがそ

の場を運営し、ゲス トとして参加 していただいてい

る皆様にロールプレイをしてもらっています。“事

例 "と いうと堅苦 しい印象を受けてしまうかもしれ

ませんが、実際は出来るだけ身近で役立てられそう

な事例を選んでもらっています。職場で同僚や上司

にうまく自分の気持ちや考えを言えなくてモヤモヤ

した。患者さんに「もっとうまく伝えたかったの

に」が出来なくて悔 しい思いをした。家族や友人に

イライラすることがあるが、うまく言えない。皆さ

んにも多からず少なからず、身に覚えがあると思い

ます。本人に許可をいただいたので一例を紹介す

ると、『旦那が年末年始に実家に行 こうと誘ってき

たが、義父母の家にいくのは緊張するし、勝手にス

ケジュールを決められるのは困る』 というケースが

ありました。案外身近な人ほど自分の正直な思いを

伝えるというのを忘れるもので、「自分はこういう

理由で困つているJ「 こういう気持ちである」 と明

確に相手に伝えることの大切さを学んだ りもしまし

た。

毎度毎度参加 していて思うのですが、それぞれの

事例をいざロールプレイをしてみると思ってもみな

い解決案が出るんですよね。自分一人で悶々と考え

るより、グループワーク (グループカ動 と呼ぶそう

です)だからこその発想は大変面白いです。「なるほ

ど、そういう言い方があったのか」と納得 し、練習

し、いざ実践 してみて上手 くいつた ときは SSTを

やつた甲斐があったなと感じることができます。

まだ参加 したことのない皆様 も、自分は良い事例

を出せないよ～ と思わず、軽い気持ちで来てほしい

と思います。見学だけだった としても、他の人の

ロールプレイを見て学べることは多々ありますし、

取 り扱 う事例は「夫 (妻 )の あの言い方が鼻につ く

んですが」 とか、そんなものでもいいです。SSTク

ラブは皆様に SSTを体験 してもらうことと同時に、

日々のモヤモヤを解決するためにはどうしたら良い

か ?と いう意味も含んでいますので !

そんな SSTク ラブは、毎月第二月曜日、就労後

の17:15～実施 しています。職種間わず、 どなたで

も参加 して良い活動ですので是非お越 しください。

スタッフー同お待ちしております !

難壌1護1=:ま手雛1筆

行事関係

13日 (土)フ ァミリーサポートセミナー

20日 (土)家族会

24日 (水)レク (盆踊り)

研修関係 (予定 )

院内教育研修 (感染対策)

看護助手研修①

看護研修 (与薬の技術2ト レーニング)

看護研修②

看護研修(プリセプティ0コミュニケーション1)

看護研修(新人コミュニケーション2(SST))

看護研修 (アサーション① )

行事関係

10日 (土 )フ ァミリーサポートセミナー

17日 (土 )家族会

研修関係 (予定)

院内教育研修 (暴力を防止するために)

看護研修 (事例検討会② )

行事関係

12日 (木)レク (ピクニック)

14日 (」L)フ ァミリーサポートセミナー

21日 (土)家族会

研修関係 (予定 )

看護研修 (プリセプティ⑤)

看護研修 (プ リセプター④)

看護研修 (3年目研修②)

院内教育研修 (院内研修報告会 )

看護研修③

看護研修 (新人コミュニケーション3)
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ヽ′ 腐 サ ラ ダ

乾燥わかめ…… 1.6g(2つまみ位)

グリーンピー:ス ,…………Ⅲ……16g
レタス…………………40g(3枚位)

トマト・-30g(申くらいの大きさ1/4)

本綿豆腐………………60g(1/3丁 )

棒棒鶏ドレッシング…24g伏さじ2杯弱)

サラダに使用 したグリーンピースは、エン ドウ豆の未

成熟な状態をむき身にしたもので食物繊維の含有量がと

ても多く、ビタミン、ミネラル、タンバク質をバランス

よく含んだ優れものです。

グリーンピースの代わりに旬の枝豆や大豆、ミックス

ビーンズなどをご使用されても美味しく楽しめます。

枝豆は大豆の未成熟な状態のものですので、タンパク

質が含水れ、栄養価の優れた野菜と豆の中間にある緑黄

色野菜です。

ぜひご家庭でお試しください。

0乾燥わかめを水で戻し、水を切つておく。

0グリーンピースに火を通し冷水で冷ます。

0レタスを食べやすい形にカットする。

●豆腐はダイスに切つておく。

● トマトをl cm角位に切る。

00～0を棒棒鶏ドレッシングで和える。

00の トマトを散らして飾る。
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診察室 (1)

診察室 (2)

診察室 (3)

診察室 (4) 森 /森 (栄 ) 岡田 /澤丼

診察室 (5) 大野 /清野 山室 /大野

診察室 (61

午前 9時～11時 (初診・再診)

午後 1時～ 3時 (初診)

午前 9時～11時
午後も入院は受け入れています

10月より「敷地内全面禁煙」となりました。

岡田 /丼川

山室

岡田 /土丼

今年も前髪が張 り付 く梅雨の季節が始

まりました。

皆さまいかがお過ごしでしょうか。

なんとかこの未曾有の1豪雨を乗‐り切 り、

皆さまのもとに令和1最初―の幸‐せな夏体み

が訪れることを願っております。

|    (S・ K)

森 /森 (栄 )

山室 /南 (倫 )

●

●
夏 も本番 となってきました。B病棟で

は現在、耐震工事に続 きリニューアルエ

事を実施中です。

終了後、きれいになった B病棟を掲載

します。

お楽しみに 1

(山 )

人見街道

東八道路

●う果対 ‐

中央自動車道

甲州街道

Jヒロ

京聯

調布市深大寺北町 4… 17-1

じんだい 第 57号

一園

一
一

　

赫
Ｍ

調
神

一●

武
蔵
境
通
り

111


