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看護師さんのお仕事

集

【病院のお仕事拡大版】

集

【健康特集】睡眠、
足りていますか？

お知らせ

ソフィアフィットネスが移転しました

No.2

拡大版

病院のお仕事

看護師 お仕事
さんの

nurse

日々変化する看護という現場で働くことの魅力とは
2020年は、フローレンス・ナイチンゲール生
誕200年で看護が躍進する年としてスタート致
しました。今日新型コロナウイルス感染症がすさ
まじい勢いで全世界の人々に感染症を引き起こ
し、死にさえ至らしめる脅威を持っています。多く
小松ソフィア病院

副院長・看護部長

北村 和子

の命の現場では、看護職を求める切実なものが
多々あり、早く終息を願わずにはいられません。

叡智を意味する｛ソフィア｝病院は病床数48
床と小さな病院ですが、病院から在宅への流れ
の中で南加賀地区では、唯一機能強化型在宅
療養支援病院として、多機能において先駆的に
取り組みを進めてきています。この中心的な担
い手が看護部です。
「 明るく、楽しく、元気な看
護で一生を支えるケアを目指す」ことを常に心
得ています。
看護の魅力は何処にあるのでしょうか。看護師の日々は、本当に変化に富んだ毎日です。急に患者さ
んの病状が変化したり、新しい患者さんが入院したり、予測しにくい事が起きて、すぐに対応を迫られ
るのも一つの特徴です。そうした日々の変化の中で、私達はドラマチックなできごとを看る事もあります。
看護のプロセスは楽しいことばかりでないのも事実です。新しい道を切り拓いていかなければならない
事も沢山あります。私達看護部はこの数年前にこの言葉を実感し、看護部全員で向上心を持って実践、
色々な改革に臨み、立ち向かい、乗り越え格別な喜びを得て、現在はスタッフが活き活きと素敵な看護
を提供しています。
一方では治りにくい病気や生活習慣病を持ちな
がら、生活している人も増えています。人々の健康
に責任を持つ看護師への期待はこれから一層強
まる事でしょう。
そんな仕事に就いていることに喜
びを感じています。
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外

来

外来では、一般内科・消化器・腎臓・内分泌内科・循環器・
呼吸器などの内科から整形外科までハイレベルな医療を堅
持しています。
私たち外来看護師は医師と患者さんとの狭間に立ち、診
察・検査・処置に寄り添いながら外来看護の役割を果たし
ています。
また、
現在外来ではＰＦＭ
（Ｐatient Flow Management)
入退院支援を行っています。
入院決定の時点から患者さんやご
家族からの情報をいただき、
不安なく治療や療養生活が送れる
ように多職種でかかわり病棟へご案内しています。
また、
当院の特徴として地域の介護施設入所の方の診察・入院
も多く、
各施設の皆様とも連携協力いただきながら継続看護を
行っています。
最近は特に感染症対策のため環境整備や待機場所の制限
などでご不便をおかけすることがありますが、来院される皆様
へ安心安全な医療・看護をお届けしたいと思います。

病

棟

病棟は、
48床（一般病床20床と地域包括ケア病床28床）
の１病棟です。

肺炎・腎不全・糖尿病・心不全・肝炎など様々な内科疾患
の患者さんが入院し、治療を受けられています。
胃カメラや
大腸ファイバーなど内視鏡検査を受けられる患者さんも多
く入院されています。
また地域包括病床を有していることか
ら他施設からのリハビリや在宅環境支援目的の入院も受け
入れています。患者さんは、慣れない入院や検査で様々な不
安を抱えて入院してこられます。少しでも患者さんが安心し
て治療が受けられるように看護させていただいています。
当院外来では、PFM（入院時支援）を行い入院して来ま
す。病棟では、外来から支援を受け継ぎ、入院し一週間以
内に院内カンファを実施します。治療経過、今後の方向性、
日常生活での問題などの情報を多職種で共有していき
ます。理学療法士、栄養士、社会福祉士などと共に患者さんが早期に回復され、退院後はこれまでの生活に不安な
く戻れるように援助をおこなっています。
また、肺炎の患者さんの増加により摂食嚥下認定看護師が活躍しています。食事の形態や食べ方、姿勢、検査を
通してより安全に食事ができるよう関わっています。施設にも訪問し、退院後の患者さんの様子や入院中の支援継
続がなされているか入院と退院後をつなぐ役割をしてくれています。
超高齢化社会に伴い認知症の患者さんが増加しています。
当院では、認知症専門の研修を受けた看護師を中心
に穏やかな療養環境が送れるように関りを大切にしています。
これからも地域の皆様のお役に立てるよう努力致します。
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連携課

連携課は看護師1名、社会福祉士1名、
ナースエイド1名、
事務1名の4名体制です。医療サービス部門と呼ばれ、

① 他 医 療 機 関との医 療 連 携
② 紹 介 状 、返 書 管 理
③ 入 院・退 院・退 院 調 整
④ 医 療 福 祉 相 談 等の業 務
を行っています。
患者さんやご家族の方々からの不安や今後のこと等多方
面における相談を受けて、
その方達が求めている事に出来る
だけ近づけるように、顔の見える関係を大切にし、話しやす
い環境の中で社会資源の活用と知識と経験を生かして対応
しています。特に地域連携課は、信頼関係を重要視し、その
ためには、信用される態度、行動を心掛けています。
お気軽に
ご相談ください。
地域の皆様の疾病予防や病気の早期治療、健康維持増
進についてお役に立てるように努力してまいります。

訪問診療
訪問診療は、医師3名、看護師3名、事務1名のスタッフ
構成です。
訪問診療は、病気や障害があっても住み慣れた家で過
ごしたいという方がご自宅に居ながら医療を受ける事が
出来ます。 一般に『往診』
と言われているのは、急に熱が
出た、お腹が痛くなったといった突発的な病状に緊急に
自宅で医師に診てもらうことを言います。
どちらも私達は
対応しています。
現在200人の方が、訪問診療をご利用されています。
私たち訪問診療の理念は

①在宅医療によって、患者さんが自宅で生活できるよう支援します。
②患者さん、
ご家族と同じ目線で医療サービスを提供します。
③患者さんの思いを大切にし、医療サービスへ繋げて行きます。
④いかなる時にも、患者さん側に立った医療サービスを提供します。
⑤「あせらず、あわてず、あきらめず」を大切に、患者さんご家族に
寄り添います。
⑥ケアマネージャーと連携し、患者さん、
ご家族を支えます。
これを理解し心得え、笑顔を持って業務にあたっています。
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透

析

当院の透析センターは、主に慢性腎不全の患者さんに対する
血液透析・腹膜透析を行なっています。血液透析は、月・水・金
は1日（午前・午後・夜間）3クール、火・木・土（午前・午後）
2クールのシフトでしています。腹膜透析は、基本1回/月の受診
で診ています。
看護師は、安全・安楽・納得の透析療法の提供を理念に掲げ、
よりより透析生活が送れるよう日常生活の維持・向上を目指し、
患者さんの生活スタイルに合わせた、
日常生活の援助をご家族も
含めて行っています。
合併症予防対策として定期的な消化器、循環器外来受診・検
査、足のチェックなど怠らないように心がけて実践しています。
ま
た、他部門と協働し、臨床工学士によるシャント管理・管理栄養士
による栄養指導・リハビリテーション科による運動療法も行って
います。患者指導の一貫として患者・家族様への勉強会も開催し
ています。
私達、透析スタッフは、顔なじみの患者さんや新たに導入され
る患者さんに対して気遣い・心遣いを忘れずに、常に緊張感を
もって日々の安全を守りながら業務にあたっています。

訪問看護
訪問看護の役割は「患者さんとその家族
が、地域の中でその人らしい生活ができるよ
うお手伝いすること」
です。
訪問看護を受けるには、
『主治医の指示書』
が必要で、
これによって医療行為や日常生活
の看護、ケアを行い、病状を観察し医療と生
活の両面をサポートしています。
患者さんがご自宅で療養を希望されたと
き、主治医をはじめケアマネージャー等との
多職種との連携を図り、出来るだけ寄り添
い、患者さんとご家族へのサポートも行って
います。
患者さんや家族との日々のコミュニケーション、観察により、変化をより早く察知し、患者さんの心の奥の
悩みや不安を受け止めることで、信頼関係が図られています。
常に私達、訪問看護ステーションはなはなスタッフ一同は、患者さんに安心と安全をもって、適切なケアが継
続されるように心掛けています。
ご自宅での療養を希望されている方は、
お気軽にご相談してください。
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集
健 康 特

足りていますか？

コロナ禍の中、自己治癒力や免疫力をアップさせる方法の一つに、笑いと十分な睡眠を取ることが良いとされ
ていることは、みなさんご存知かと思います。今回は、良質な睡眠についてお伝えします。
適切な１日の睡眠時間は、体質や生活状況などにより個人差があり明確な基準はありませんが、様々な研究から、
大人の場合１日 6〜8 時間が目安とされています。

不眠症状とは・・・

眠りたいのに眠ることができない。

心配事などで一時的に眠れないのは誰にでもあることで、多くの場合は数日〜数週間でよくなります。
しかし、不眠が慢性化して日常生活に支障が出る場合は治療が必要となります。

入眠困難

中途覚醒

寝つくまで時間がかかる

睡眠不足が続くと・・・

早朝覚醒

夜中に目が覚める

朝早くに目が覚める

日常生活に支障が出たり、病気につながる危険性が高まります。

短期間の場合
・日中の眠気
・疲労感、倦怠感
・仕事の能率低下
・事故

長期間の場合
・うつ病
・認知症
・糖尿病
・高血圧

など

など

心筋梗塞、
脳卒中の
可能性

不眠症を改善するために気をつけること
早寝をしない

長すぎる昼寝をしない

眠くなっていないのに、無理に眠ろうと
しない。夜７時から９時半くらいは眠く
なりにくい時間帯。寝付けたとしても、
すぐに目が覚めかけたりするため、質の
良い睡眠が取りにくいです。

長すぎる昼寝は夜の眠気を妨げます。
日中に眠くなった場合は、20〜30 分
くらいの短い時間の昼寝にしましょう。

睡眠の際の注意点
寝酒はしない
アルコールを飲むと、眠りに入りやすくな
りますが、睡眠は中断されます。アルコー
ルが体内で分解されるときに発生するアセ
トアルデヒドは、レム睡眠を阻害し、浅い
ノンレム睡眠状態が長く続いてしまいま
す。アルコールは、睡眠全体の質を改善す
る役には立ちません。
不眠症あるある
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アロマや癒しの音楽なども
効果的です。

睡眠不足になると体の免疫も低下してきます。
これからの季節、コロナウイルスの他、様々
な感染症が蔓延してくる季節でもありますの
で、質の良い睡眠を心がけ、心と体の健康を
保ちましょう。

ソフィアフィットネス

移転オープン

ソフィアフィットネスは、利用者さんが充実した日常生活を送ることを目指し、看護師・生活相談員・理学療法士などの
多職種にてカンファレンスで目標設定を行い、利用者さんの希望や身体機能に応じた個別リハビリプログラムを
提供する小規模フィットネス型デイサービスです。

特徴

看護師、理学療法士、介護福祉士など多職種が協力し、
ご利用者様の
ご希望や身体機能に応じたプログラムを作成します。

特徴

家事や趣味の時間に支障なく、短い時間で集中してトレーニングに
取り組めます。

特徴

個別のリハビリや、
マシーントレーニングなどの運動を安全に行えるように
お手伝いいたします。

その1

その2

その3

す
けま
こんな 方
だ
た
に ご 利 用い
・小松市内にお住まいの方で、要支援１・２、要介護１・２・
（３）
の介護保険証をお持ちの方。
・介護予防・生活支援サービス事業対象の方。
（該当のご確認は小松市長寿介護課もしくはお近くの
包括支援センターへお問合せ下さい）
・階段の昇り降りや、近所までの歩行が大変に感じ始めた方。
・転倒の経験や、転倒の不安をお持ちの方。
・ご家族様から見て足腰が弱ってきたと感じる方。
・外出が減り、人とのコミュニケーションが減ったと感じる方。
・集団体操やレクリエーションで、他のご利用者様と一緒に脳トレや運動を楽しみたい方。
ご利用時間

●通常3時間コース (平日）…………………… 9:00〜12:10 / 13:30〜16:40（月・水午後除く）

●はつらつシニア 90分コース
（月曜、水曜）
… … 13:30〜15:00 / 15:20〜16:50

安心、安全に、
ご自宅まで送迎を致します。

アル・プラザ小松

園町

（0761）46-6166
FAX

(0761)46-6222

日曜日
定休日：土曜日、

小松駅

〒923-0801 石川県小松市園町ニ71番地１

ソフィアフィットネス

小松合同庁舎

斎苑小松

ブックオフ

沖町

マクドナルド

タイヤ館

小松ソフィア病院
日の出

イオンモール新小松

7

◯小松ソフィア病院
◯居宅介護支援事業所ソフィア
〒923-0861
小松市沖町 478 番地
ＴＥＬ :（0761）22-0751
Ｆ A X :（0761）22-0725
H P : http://sophia-hosp.jp
E-mail : info@sophia-hosp.jp

◯ ソフィア内科クリニック
〒921-8035

石川県金沢市泉が丘 2 丁目 14 番 1 号 １階

TEL： 076-255-7124 / FAX:：076-255-7198

◯ ソフィアひふ科クリニック
〒921-8035

石川県金沢市泉が丘 2 丁目 14 番 1 号 ２階

TEL ：076-255-7712 / FAX： 076-255-7212

◯ 訪問看護ステーション はなはな

〒923-0921 小松市土居原町 297 番地 1
ＴＥＬ :（0761）48-8666 / Ｆ A X :（0761）48-8868

◯ 小規模多機能ステーション ソフィアことぶき
ＴＥＬ :（0761）25-3501 / Ｆ A X :（0761）25-3502

◯ 街の保健室 ソフィアテラス
〒923-8565
小松市清六町 315 番地 イオンモール新小松 2 階
ＴＥＬ/ＦＡＸ :（0761）46-5382

◯ フィットネス型デイサービス ソフィアフィットネス
〒923-0801
923-0801 石川県小松市園町ニ 71 番地 1
ＴＥＬ :（0761）46-6166 / Ｆ A X :（0761）46-6222

北國銀行

小松市役所
157

有松

アル・プラザ小松

泉野図書館

ソフィア内科クリニック
ソフィアひふ科クリニック

北陸病院
園町

ソフィアフィットネス

泉野町郵便局

金沢市総合体育館
上有松

ブックオフ

金沢総合運動公園

泉野出町

金沢市泉が丘

タイヤ館

小松駅

はなはな
ソフィアことぶき

泉野

沖町

北國銀行

公立
小松大学

ホテルビナリオ
KOMATSU サントレ
居宅介護支援事業所ソフィア

MAP

日の出

ソフィアテラス
イオンモール新小松

小松市
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