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夏号

十全ユリノキ病院

地域医療を支える

精神科応急入院指定病院

私の街のお医者さん紹介

〈理念〉

No.42

一. 私達は、前向きで建設的に考えよう。
一. 私達は、開かれた医療を展開して行こう。

知 元 医 院

一. 私達は、自ら学び、研鑽し続けよう。

あたたかい心、思いやりの心、私達は心の医療を推進します。

〈基本方針〉

院長

1. 思いやりある、利用者中心の医療を目指す。
2. 過不足のない支援で、社会復帰を促進する。
3. 働き甲斐のある、職場を創り出す。

知元

正行

新居浜市で開業されている「知元医院」をご紹介い
たします。
知元医院は、1968年に現院長のお父上である知元
勝先生が知元外科を開業されたことから始まります。
1999年に現院長が医院を継承される際、外科だけ
でなく地域のかかりつけ医として総合診療を提供する
ことを目的とし、知元医院と改名されました。開業さ
れて50年を超え、地域のかかりつけ医として診療を
提供するだけでなく、施設等への往診など幅広く地域
のニーズに応えてきた歴史ある医院です。
知 元 正 行 先 生 より一 言
胸部外科を長く勉強していた経緯から、呼吸器、循
環器、一般外科を標榜させて頂いていますが、かかり
つけ医として様々な患者さまの診療にあたっていま
す。しかし医者一人の医院では知識や検査が限られま
すので、総合病院など他院との連携を大事にしてお
り、高齢の患者さまが多くなったこともあり、認知症
等の精神疾患では十全ユリノキ病院にもお世話になっ
ています。
長く診てきた患者さまが歳を取り体調を崩すことは
残念ですが、小さかった子どもたちが、いつの間にか
父、母となり成長していくことを見られるのはかかり
つけ医ならではと思います。これからも地域の皆さま
の為、微力ではありますが自分のできる範囲でお役に
立てればと思っています。

季節のしゃしん
「青々とした夏空と雄大な山々」

■ 所在地のご案内
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新居浜市松神子4丁目１-10
TEL：0897-45-1525
駐車場：10台
最寄り駅：多喜浜駅から徒歩10分
バス停：江ノ口バス停から徒歩1分以内

知元医院

バス停

336

江ノ口交差点
消防署
川東分署

がんこ寿司

診療 呼吸器科、循環器科、外科
科目 （往診致します）

13

多喜浜駅

診療時間

月 火 水 木 金 土 日
9:00～12:30 ● ● ● ● ● ● 休
14:30～18:00 ● ● 休 ● ● ▲ 休
※水曜日の午後と日曜日は終日休診。▲土曜日の午後は16時30分まで。
※但し急患はこの限りにあらず。

第４２回目となる広報誌『こころ夏号』
を発

ストレスについて

看護部 副部長

カ月が経とうとしています。この『令和』
とは、万葉集の
梅花の歌に由来した言葉で、人々が美しく心を寄せ合
う中で文化が生まれ育つという意味が込められている
そうです。この言葉通り素敵な世の中となることを願
いつつ、これからも地域医療に貢献していけるよう努
力していきたいと思います。

十全ユリノキ病院

〒792-0844 愛媛県新居浜市角野新田町1-1-28

TEL0897-41-2222 FAX0897-41-2224

http://www.juzenhp.jp/
E-mail juzen@juzenhp.jp

関 連 施 設
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◎生活のしづらさをもつ患者さまの社会参加と社会復帰をお手伝いしています。
愛媛県新居浜市角野新田町1-1-28

自立訓練（生活訓練・宿泊型訓練）事業所国領荘

■ 交通のご案内

JR新居浜駅より南 約5㎞
〈市内バス〉 山根グランドバス停より徒歩 …… 約10分
〈タクシー〉 JR新居浜駅より ………………… 約10分
〈車〉
新居浜ICより西 約2㎞ ………… 約 3 分

明

いよいよ夏の到来です。暑い夏は大変ですが、実は春も何かと大
変な時 期です。昔の人はこの時 期を「木の芽 時」と言いました。春
は気 温が安 定せず 寒 暖 差が激しいため、心 身へのストレスが大 き
く、一番病気になりやすい時期だと警戒していました。最近では進
学や就職によるストレスや、ゴールデンウィーク明けの緊張など、ス
トレスが続 くことから病 気になる人が多 く、五月 病という 言 葉も
生まれました。
ストレスがたまりすぎると、生活にも支障が出てきます。当院
では以前よりも、この様々な環境の変化からくるストレスが要因と
考 えられるこころの辛さを訴 えられ、受 診される方が増 えてきま
した。
特に環境の中で一番大きな要因は人間関係だと思います。今まで
一度も人間関係で悩んだことが無い人はいないでしょう。人は人間関
係で幸せになることもあれば不幸になることもあります。またこの
心の辛さは、いつどのような形でやって来るか分かりません。あらか
じめ分かっていても避けられないこともあります。だからといって何
もできないのでしょうか。
人は心の持ちようで、同じ辛い経験をしても乗り越えられる人
もいれば、そこで立ち止まってしまう人もいます。私が人間関係で
悩む時、いつも頭の中に思い浮かぶ言葉があります。そしてその言
葉で何度救われたか知れません。
それは夏目漱石の作品「草枕」
の冒頭部分の一節です。

『山路を登りながら、こう考えた。智に働けば角が立つ。情に棹
させば流される。意 地を通せば窮 屈だ。とかくに人の世は住みに
くい。
住みにくさが高じると、安い所へ引き越したくなる。どこへ越し
ても住みにくいと悟った時、詩が生まれて、画ができる。人の世を
作ったものは神でもなければ鬼でもない。やはり向こう三軒両隣に
ちらちらするただの人である。ただの人が作った人の世が住みにく
いからとて、越す国はあるまい。あれば人でなしの国へ行くばかり
だ。人でなしの国は人の世よりもなお住みにくかろう。』

まさに世の中はそんなものだと思います。なればこそもっとリラッ
クスして生きていきたいですね。それでも駄目な時は、気兼ねなく
当院にご相談ください。

編集 刊いたしました。
後記
元号が平成から令和へと変わり、早くも３

2019・７・1000
環境負荷を抑えた植物油インキと適切に管理された
森林から生産された紙を使用しています。

TEL0897-41-2258

◎単身生活が困難な患者さまの生きがいをもった自立への道を援助しています。
愛媛県新居浜市国領甲4819-5

グループホーム船木の里

TEL0897-41-2258

◎患者さまのご家庭に伺い、療養上のお世話・援護を行っています。
愛媛県新居浜市角野新田町1-1-28

訪問看護ステーションれんげの会

TEL0897-43-5653

◎生活に関する相談や福祉サービスの紹介などを行っています。

指定相談支援事業所まごころの会

愛媛県新居浜市角野新田町1-1-28

TEL0897-47-6682

◎お年寄りの生活にふさわしい環境の中で共同生活を行い、生活能力の回復と維持を図っています。
愛媛県新居浜市中萩町9-52

グル ープ ホ ームむ つ み の 家

TEL0897-43-1022

看護の日 記念事業『こころに花を』

地域教育施設との
花苗贈呈式を
開催しました！

安心して暮らしつづけることのできる地域づくり

新居浜・
西条圏域

愛媛県認知症疾患医療センターのご案内

たとえば、こんなことはありませんか？
●

５月16日㈭、看護の日の記念事業として、新田保育
園、中萩保育園、十全保育園、角野小学校との花苗贈
呈式を開催しました。
平成22年から『こころに花を』を合言葉に活動をス
タートして、今年で10年目を迎えました。
今年も患者さんと共に育てた約5,000苗のマリーゴー
ルドとなでしこは、
市 内 外24カ 所 の 教
育施設等へお贈りし
ました。
皆さまの心に笑
顔の花が咲くことを
願っています！

●
●

最近、物忘れが多くなった
道がわからなくなった
同じことを何度も言ったり聞いたりする

認知症疾患医療センターとは？

?

？
？

？
？

ひょっとして…

認知症？

認知症に関する専門相談や鑑別診断を行っています。
「ひょっとして」と思われることがございま
したら、まずはかかりつけの医療機関や地域包括支援センターにご相談ください。

認知症疾患医療センターご利用の流れ（鑑別診断）
受診についてのご相談
専門の相談員が本人の様子や困りごとなどについてお伺いし、受診日の予約を行います。
受診１日目（問診、診察、検査）
診察、検査時間はおおよそ２時間ほどかかります。
☆ご本人の生活の様子をよく知っている方の付き添いをお願いします（同居のご家族等）。
☆かかりつけの医療機関からの「診療情報提供書」(紹介状)をご準備ください。
受診２日目（結果についてのお知らせ）
診察、検査の結果から、認知症の有無や程度などについてご説明します。
福祉サービスの利用などについての情報提供も行います。
検査結果をもとに
新居浜・
西条圏域

ふれあい看護体験を
実施しました！

愛媛県認知症疾患医療センター（地域拠点センター）
TEL･FAX（0897）47-6681 【受付時間】月～金 ／ 8:30 ～ 17:00

医療法人十全会 十全ユリノキ病院 〒792-0844 新居浜市角野新田町1-1-28

新人教育講義を
実施しました！
６月28日㈮、新人教育講義を実施しました。この研
修は毎年この時期に教育委員会が実施しており、今年
は14名の新人職員が参加しました。
講義内容は、村上看護部長の「精神科の歴史と当院の
沿革」から始まり、各種委員会の活動や医療安全、感染
対策の取り組み、新人職員としての心得や社会人として
のマナーなど、今後あらゆる場面で役立つものでした。
また、精神科ピアスタッフの方に特別講師を依頼し、
当事者研究の発表をしていただくなど、参加者にとって
患者さんの思いを肌で感じる貴重な時間となりました。
参加者からは「精神科や当院について理解する良い機
会となりました。」
「新人として、また社会人としてのマ
ナーを再確認、再発見することができました。」などの
感想が寄せられました。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

工夫をこらしました。参加している生徒さん達は、元気
いっぱい楽しみながら体験し学んでくれました。また担
当したスタッフも看護師、臨床心理士、薬剤師、作業療
法士、管理栄養士など多職種が参加しており、進路につ
いてなど多くの質問が寄せられました。
現代は高齢化社会であり、医療や介護福祉従事者不
足が取りざたされている今、当イベントに参加すること
で少しでも興味や関心をもってもらい、今後この中か
ら、地域医療の担い手になる方がでてくることを期待し
ています。参加していただいた皆さんありがとうござい
ました。

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

日本看護協会では、ナイチンゲールの生誕日５月12
日を「看護の日」、また同日を含む１週間を「看護週間」
と制定し、全国各地で看護体験などのイベントが開催さ
れています。
当院では、５月18日㈯に「ふれあい看護体験」を開催
し、今年は66名もの生徒さんが参加してくれました。
プログラムの内容は、午前中に各グループに分かれて
健康診断、傾聴入門、気管挿管シミュレーションなどの
体験を行い、午後は各自がスタンプラリー形式で体験を
行いました。心肺蘇生、AEDの模擬体験、おむつの当
て方、車椅子移乗体験、薬の飲みすぎVR体験、病院食
の試食、筋力アップ、採血・点滴シミュレーションなど
盛り沢山の内容となっており、初参加の方だけでなく毎
年参加されているリピーターの生徒さんも楽しめるよう

かかりつけの医療機関で継続した治療を受けてください。

