
↑託児所  作品展   天の川【大宇宙を流れる星の川】 

お餅つき 

毎年恒例！！ 
餅つき大会が2014年12月22日に行われました。 
冷え込みの厳しい季節ですが、 
職員・患者様ともに活気にあふれ、 
お餅をついて、まるめてくれました。 
あんこ入りやえび入り等々、 
様々な味を用意し美味しくいただきました。 

消防訓練 2014年10月15日 ２階病棟 深夜出火想定とし、 
消防訓練を行いました。 

新春コンサート 

消防訓練は人命保護と災害の拡大防止措置が取れることを目的としています。 

2015年1月15日 新春コンサートを開催しました。 
ぷてぃっとの～と♪さん、 
混声合唱団 カンティアーモ コスモスさんによる 
ピアノ連弾や合唱を聞きました。 
 
演奏、合唱のハーモニーに 
楽しい時間を過ごしました。 



   ショートステイの紹介 

   イベント委員会の活動 

 当委員会は、主に季節ごとのイベント時に活動しています。 

入院中の患者様に季節感を感じてもらい、闘病生活の中に癒しを提供することを目的とし、各イベントを
開催しています。 

 今年度は(春)運動会、(夏)七夕コンサート、(秋)敬老の日のつどい、(冬)新春コンサートを開催しました。 

地域のボランティアの方々に協力していただき、楽しいイベントを開催することが出来ています。 

今後も様々なイベントを開催する予定です。皆さまのご参加をお待ちしています。 

 ショートステイは、２０１４年10月１日より開始した新しい部署です。 

介護を受ける高齢者のご利用者さまに食事や入浴、排せつの日常生活全般の介護をご提供しています。 

 特色は「６床」という小規模だからこそできる小回りの利くきめ細やかなサービスです。 

生活空間が集団的ではない為、ご利用者さまに合わせたレクリエーション等にも力を入れることが可能です。 

また、南和病院に併設している為、急な体調変化による外来受診も可能です。 

ご興味のある方はまずは電話連絡をお願いします。 

見学も随時受付しています。お気軽にご連絡下さい。 

 医療法人弘仁会 南和病院 ショートステイ 
 電 話  0747-54-5800  ／ FAX  0747-54-5700 

  

ショートステイ(短期入所生活介護)は、介護されている方の病気・冠婚葬祭・旅行・休養などで、 

家庭での介護が困難なときに、１泊からサービスをご利用いただき、 

介護されている方の負担軽減を図ります。 

 

 ショートステイご利用にあたり、ご利用者さまとご家族さまのご希望に添えるようケアをしていきたいと 

考えています。 

南和病院ショートステイを利用してよかった、また来たいと思って頂けるようスタッフ一同努めています。 
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ほうれん草レシピ 

寒さが厳しくなってきました。寒くなると風邪をひきやすく、インフルエンザやノロウイルス等の感染症も 

流行してきます。栄養たっぷりの食事で体調を整え、この時期を元気に過ごしましょう。 

 キッシュ 難易度 ★ ☆ ☆ 

～作り方～ 

  ①ほうれん草、玉葱、ベーコンを食べやすい大きさに切り、バターで炒めて塩コショウで味を付ける。 

  ②玉子、牛乳、コンソメ、チーズを混ぜ合わせる。 

  ③食パンをめん棒でペッタンコにし、耐熱皿にしく。 

  ④③に①の具材を並べて、②の卵液を流し込み、180度のオーブンで30分ほど焼いて出来上がり！ 

  ※ほうれん草に含まれるβ-カロテンは油と一緒に摂取すると吸収率がＵＰします。 

ほうれん草の栄養   

ほうれん草は緑黄色野菜の王様といわれるほど、栄養価の高い食材です。代表的な栄養素と言えば 

β-カロテンです。β-カロテンは、抗酸化作用によりガン予防、また免疫力を活性化し風邪を予防する効果があります。 

さらにビタミンＡ，Ｂ群、Ｃもバランス良く含まれ、のどの粘膜を丈夫にし、細菌感染を防ぐ働きがあります。他にも、貧血

予防の鉄分、高血圧を防ぐカリウム、便秘改善や糖尿病の予防に効果的な食物繊維も豊富に含まれています。 

  材料 

 

 

 

 

 

明けましておめでとうございます。 
旧年中は、地域連携室にご協力頂きありがとうございました。 

 

第19回看護師交流会は、和田院長による「タバコの害と禁煙効果」の 

講演でした。講演中、呼気一酸化炭素濃度測定を実測し、 

自分の健康度チェックも行いました。 

また、禁煙外来通院で禁煙効果のあった方からの報告を 

させて頂き、より一層禁煙の重要性を認識して頂きました。 

第20回は教育委員会、感染対策委員会と共催の感染管理セミナー 

を予定しております。多数のご参加よろしくお願いします。 

 

年末に地域連携室が１階カンファレンス室に引っ越ししました。 

今後も地域との交流を深め、地域に貢献できる病院に 

相談員と共に努めていく所存です。 

今年もどうぞよろしくお願い申し上げます。      

                              室長  森川 トシ子                  

ほうれん草  1/2束     玉子        ２個 

玉葱      1/2個        牛乳      1/2カップ 

ベーコン     ４枚     コンソメ           小1 

バター      10ｇ     とろけるチーズ  60ｇ 

塩コショウ   適量      食パン       ２枚  



勉強会実施状況 南和病院では、職員全体の知識と技能の向上を目的とし、 

平成26年11月から平成27年1月には、下記のテーマについての勉強会を 

実施致しました。 

開催日：平成26年11月4日 

【ヒヤリハット報告の集計と分析及び研究発表】 

講師：看護部・リハビリテーション科・薬局 

開催日：平成26年12月17日、19日 

【現場で考える標準予防策】 

講師：看護師 久留野 

2014年度 朝礼スピーチMVP賞       リハビリテーション科  小山 絵里華 

 今日は私のリハ担当患者さんのお話をさせていただこうと思います。 
毎朝迎えに行くと、私の口元のホクロを指さし「魚うりのねえやん」とおっしゃいます。 
 
 さて、リハビリ室へ来られると何故か下ネタを連発いたします。 
朝から大きな声で言うのも聞くのもはばかられるほどですが、お構いなくおっしゃいます。 
私のホクロを見て「スケベボクロ」という言葉も飛び出します。そんな下ネタ大好きな方ですが、
いつもニヤニヤいつもニコニコ笑顔で楽しそうにされています。 
その方の口癖が「人生笑ってた方が得やな～」です。また、「あんたも笑ときや、笑う門には  
福来たるやで～」と言われたこともあります。 
 
 吉野病院の福岡先生のご講演の際にもありましたように、笑いには様々な効果があります。免
疫力up（NK cell活性化）、ストレス解消、美容効果、心・血管系への効果、さらには人間関係の
円滑性等...。 笑顔が人に与える印象についての研究では、最も魅力的な印象を与えるのは
スマイル度80%（口角を少しあげてほほえむ）、親しみやすい笑顔は120%（歯をみせて笑う）とい
う結果が出ています。 
 
 笑っていると幸福が舞い降りると言いますが、本当にその通りではないでしょうか。 
日々忙しい業務の中ですが、皆様少し口角をあげて笑顔を作ってみてはいかがでしょうか？ 

南和病院 忘年会 

2014年12月26日 平成26年度 南和病院忘年会を 

橿原観光ホテル 「養正殿」にて行いました。 

 

忘年会では、洋食料理のコースを楽しみながら、 

永年勤続表彰、各部署 出し物、各様々な表彰(ベストドレッサー賞など)を行いました。 



南和病院クリーンアップキャンペーンの実施 

2014年10月16日(木) 、10月26日(日)にサービス向上委員会主催により 
南和病院の地域への感謝として、病院周辺を対象とした 
「南和病院クリーンアップキャンペーン」を実施致しました。 

南和病院クリーンアップキャンペーンは今後も継続することに決定しました。 
ご参加・ご協力をお願いします。 

互助会 親睦旅行 本年度は、日帰り旅行を実施致しました。 
プランは3つ用意し、各自旅行を楽しみました。 
   ・2014年10月19日 神戸ランチクルーズ 
   ・2014年11月  9日 三重県鳥羽方面 
   ・2014年11月16日 福井・越前海岸方面  

   3月  8日(日)  8時30分～9時15分 
   5月10日(日)  8時30分～9時15分 

2015年クリーンアップキャンペーン実施日時 

      8月13日(木)  7時30分～8時15分 
    10月  8日(木)  7時30分～8時15分 

慰霊祭 

2014年10月22日 
慰霊祭を行いました。 

近鉄 福神駅周辺から南和病院まで清掃(ゴミ拾い)を実施しました。 
ご参加いただきました皆様、ご協力ありがとうございました。 



                基本理念 
1.患者様の人格を尊重し、心の通うぬくもりのある医療を目指します。 

1.医療人として、常に良質の医療を提供できるよう自己研鑽に努めます。 

1.患者様が安心して治療に専念できる医療環境を提供します。 

 

         基本方針 
1. 「地域に貢献する医療の推進」 

1. 「安全医療のための危機管理体制の確立」 

1. 「長期療養を目的とした医療の提供」 

1. 「自己研鑽と人材育成」 

1. 「働きやすくて働きがいのある職場づくり」 

1. 「健全経営による病院運営の維持」 

※ なんわ通信は個人情報保護法に基づき、個人情報の取り扱いに当たっては、個人情報の「保護」と「活用」のバランスを重視致します。 

デイサービスセンター 写真館 

     住所 〒638-0833 奈良県吉野郡大淀町大字福神1-181 

     医療法人弘仁会 南和病院 
     電話番号 ０７４７－５４－５８００  FAX番号 ０７４７－５４－５７００ 

    2015年新春号   2015年1月20日発行  第24号  編集者：なんわ通信・ＨＰ編集委員会 

 

 

 

 

託児所 写真館 

ホスピタル川柳 日常病院等の何気ない出来事をユーモアと風刺のセンスで表現した作品を募集しています。 

ありがとう 患者の笑顔で いやされる おばちゃん 

託児所 作品展 

医療職は 盆暮れ正月 夢のまた夢 やまねこ 

自宅でも モニターの音 幻聴か  やまねこ 

ぎょうざを手作り 

ケーキを手作り 

ｻﾝﾀｸﾛｰｽさんが 
ﾄﾅｶｲせんと君を連れてきました 

トリック・オア・トリート 
（Trick or treat) 

ｻﾝﾀさんがやってきました 

ｻﾝﾀさんへ 
お手紙を渡しました 

宇宙飛行士さんがお出迎え 

テーマは宇宙☆ 

踏み台が収納できる
手作りすべり台 

宇宙船や火星人もいるよ 

今日もかと いいつつデイに イソイソと さくら 

何気なく 言われた言葉 傷つくよ  心 

コールもち ボタンに向かって スミマセン  桜 

あー疲れた ありがとうの声で ホッとする  心 

認め合い 心がひとつ 楽しいな  輪 


