
　現在当院で専攻医１年目として勤務させていただいている藤本直樹と申します。研修の内容と
しては病棟では指導医に指導をして頂きながらではございますが日々入院患者様の診察、治療に
励んでおります。6月末からは外来の方も開始させていただいており、こちらでも徐々にではあり
ますが患者様の診療に携わらせていただいております。
　自身の「医師としての目標」としましては患者様一人一人の抱えている問題をしっかりとお聞き
し、それの解決や改善に向けての手伝いができればと考えております。
　まだまだ未熟物ではございますが患者様とともに成長し、少しでも貢献出来たらと考えており
ます。今後とも宜しくお願い致します。

新入医師の紹介
4月に新しい精神科専門医が入職しました。藤本直樹医師です。
関係者の皆様、宜しくお願いします。（現在精神科専門医は３名在籍しております）
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♥基本方針
　１、 「心の病」の予防、治療、リハビリに取り組みます。
　２、 人権を尊重し、安全・安楽・信頼の医療に努めます。
　３、 地域と連携し、誰でも安心して暮らせる地域づくりに努めます。

♥病院理念
　その人らしく生きられるように
　　　　　　　共に支えあいます

　林病院は、患者さんの受療権を守る取り組みとして、無料・低額診療事業（無低診）を実施しています。無低診を適用
されますと、当院の医療費が無料または低額になります。経済的な理由で医療費の支払いが難しい方、お気軽に相談
室または受付まで、ご相談ください。適用にならない場合でも、解決策を一緒に考えていきます。
　また、「命は平等である」との考え方から、差額ベッド代も頂いておりません。

当院はお金のあるなしにかかわらず

　　　　　　　　　　安心して受診していただける病院です。
●無料・低額診療事業を実施しています　●差額ベッド代は頂いておりません
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　“リカバリー”という考え方をみなさんご存じですか？ここ10年、さかんに精神保健福祉の領域
で語られるようになりました。今号より、林病院のリカバリーの取り組みを部署リレーでご紹介した
いと思います。

林病院“リカバリー”の今
－第1回　相談室の取り組み－

　精神疾患の治療において、“リカバリー”
という言葉がさかんに言われるように
なりました。リカバリーとは、「精神障害の
ある人が、それぞれ、自分が求める生き方
を主体的に追求すること」です。
　リカバリーは①臨床的リカバリーと
②パーソナルリカバリーに分かれます。
（図１参照）臨床的なリカバリーは専門職
の力を借りながら、症状の改善や機能の
回復を目指します。

　パーソナルリカバリーとは、患者さまが主役になり、
自分はどうなりたいのか、どんな夢を持っているのか、
実現するためにどんなことができそうなのかを考えて
いくプロセスです。
　その人それぞれのリカバリーのストーリーがあります。
リカバリーには2種類あるとご説明しましたが、どちらも
リカバリーにとって非常に重要なものです。
　リカバリーはその希望や夢を実現したときに達成され
るものではありません。歩み始めたそのときからリカバ
リーの旅路は始まっています。時には立ち止まったり、
元に戻ったり直線的ではないというのもリカバリーらし
さなのです。（図２参照）
　林病院でもリカバリーの考え方を大切にしながら、
さまざまな活動、プログラムを行っています。連載という
形でその一端をみなさまにご紹介したいと思います。

　相談室には精神保健福祉士（ソーシャルワーカー）が９名在籍しています。
　相談室は①リカバリーの考え方をDr、Ns、OTなど多職種で共有し、患者さまのケアに生かす　②他機関とタッグ
を組んでリカバリーの取り組みを行う　③患者さま、職員へリカバリーの考え方の普及啓発　の3本の柱をもとに取
り組みを行っています。
　例えば、患者さまと一緒に院内研修で体験発表をしていただいたり、大学の講義に一緒に参加していただいたりし
ています。ご本人にとって、自分自身のことを語ることは大変勇気のいることです。ですが、語ることで自分自身も癒
されたり、自分のこれまでの人生をふりかえるきっかけになったり、聴衆とのやり取りから自信や学びを得たりできる
場所になります。この経験は本人のリカバリーを強く促進する場所になっていると考えます。もちろん私たちソーシャ
ルワーカーも本人からたくさんのことを学ばせてもらいます。他にも、各病棟でリカバリーを目的としたグループ
ワークを展開しています。コロナ禍の難しい状況でありますが、これからも取り組みを継続していきたいです。
　また、各病棟でリカバリーの学習会を開催しています。多職種にも、リカバリーの概念を学んでもらい、岡山市のピ
アサポーター派遣事業を病院の治療に生かす取り組みを進めてきました。
　これからも、林病院でリカバリーの概念をもとに、患者さまご家族とともに歩めるよう、相談室一同頑張って行こう
と思っています。
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出典：Slade et al,2008;Cavelti et al,2012 山口ら,2016

出典：野中猛（2011）『図説　医療保健福祉のキーワード「リカバリー」』
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次回はデイケアの
取り組みを紹介します
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　こんにちは。みさお山訪問看護ステーションです。
　みさお山訪問看護ステーションでは、主に当院外来患者
様を対象として、ご本人の地域での生活を支える、支援の
「輪」の１つとして、他職種と連携を図りながら、日々訪問
活動をしております。職種は看護師、作業療法士、事務員で
構成されています。

　生活の場を支える看護師、作業療法士として、ご本人が
少しでも安全安楽に暮らす為に、ご本人の持つ強みを最大
限に活かし、地域の中で時に支援者にｓｏｓを出しながら、
１日１日を乗り越えて行く強さを、ともに信じ、ともに試行
錯誤する存在でありたいと切に願っています。

みさお山訪問看護ステーション

岡山駅よりタクシー約10分
山陽本線（赤穂線）西川原駅より南へ徒歩13分
岡山駅東口バスターミナルより岡電バス「藤原団地行」、
宇野団地入口で下車。西へ徒歩約2分
岡山駅東口バスターミナルより宇野バス「東岡山線」、
林病院入口で下車。西へ徒歩約2分

林病院へのご案内
入院対応
入院のご相談は、地域連携室へご連絡ください。
夜間・休日も対応しています。
TEL：086-272-8811

外来通院
外来通院の相談は「林病院けやき外来」へ
ご連絡ください。
　9：00～17：00　月曜日～金曜日　
　9：00～12：30　土曜日
TEL：086-272-8570

デイケア・ナイトケア
9：00～20：00　月曜日～土曜日

重度認知症患者デイケア（わたぼうし）
9：30～15：30　月曜日～土曜日　

診察のご案内
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