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アニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」の声優さんがロケに来ました！
！

地 域 の 皆 様 と 心 を 通 わ す

アニメ「涼宮ハルヒの憂鬱」で長門有希役を務めた声優の茅原実里さんと谷口役を努めた声優の白石稔さんが、2020
年12月19日（土）に開催されたイベント「涼宮ハルヒの探訪 茅原実里さん、白石稔さんと巡る『涼宮ハルヒの憂鬱』のア

具 院長、新理事長就任

ニメ聖地・西宮〜リモートトラベル＆リアルトークiｎところざわサクラタウン〜」の事前ロケに来られました。
甲南医療センターは、旧甲南病院の時に劇場版アニメーション「涼宮ハルヒの消失」で舞台として登場します。そのご縁

ありふれた症状が重篤な
心疾患を引き起こします

で事前ロケ地に選ばれました。11月初旬に新しくなった甲南医療センター本館の入り口、本館7階にある屋上庭園で夕暮
れも迫る寒空の中でロケは行なわれました！

−睡眠時無呼吸 症候群−
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Ⅱ期本館と中庭・駐車場の建築工事状況

（管理棟から西を眺めて）

南館

中庭・駐車場棟

甲南医療センター

［ 特 集 シリーズ ］

六甲アイランド甲南病院

〒658-0064 兵庫県神戸市東灘区鴨子ヶ原1-5-16

〒658-0032 兵庫県神戸市東灘区向洋町中2-11

TEL：078-851-2161（病院代表）

TEL：078-858-1111（病院代表）

TEL：078-854-4370（患者サポートセンター）

TEL：078-858-2322（患者サポートセンター）

https://kohnan.or. jp/kohnan/

https://kohnan.or. jp/rokko/

発行・お問い合わせ

公益財団法人 甲南会 事務局 企画部 TEL：078-854-4017

企画協力・デザイン・印刷

－縁の下の力持ち－ アンサング・ヒーローズ

Unsung Heroes
『episode3：小児科／episode4：産婦人科』

兵田印刷工芸株式会社

本館中病棟

専門知識と技術力を活かして
vol.1 感染管理認定看護師
vol.2 皮膚・排泄ケア認定看護師

平生誠三前理事長の後任として2020年12月13日をもって公益財団法人 甲南会理事長を拝命しました。
甲南医療センターの院長は引
き続き兼任致します。
これに伴い、
三枝康宏理事が常務理事に昇格し六甲アイランド甲南病院の院長を兼務します。
甲南会は2020年4月1
日付けで兵庫県より一般財団から公益財団法人として認可され円滑な移行を成し遂げました。
それに相前後して世界中が新型コロナウイ

理事長退任に
あたって
名誉理事長

平生 誠三

ルスによるパンデミックに襲われ、
経済や市民生活が大きな痛手を受け医療崩壊が危惧される深刻な事態に陥っています。
今やこのウイル
スは私達が人として喜びや悲しみを分かち合う互いの関係性を軋ませ、
社会や経済に大きな影を落とし様々な行動変容を迫っています。
2019年10月、私達は甲南医療センターを開院し次の100年を担う地域の中核病院として第2の創生を迎えました。
その矢先にま
るで新病院の成否を試すかのような新型コロナウイルスによる大きな試煉に直面しています。
甲南会の目下、最優先の課題は2つで
す。第一は信頼性の高い感染対策を徹底して職員の感染を未然に防ぎ、安全な診療体制を確保することです。全国的には多数の病
院、介護施設が院内感染によるクラスターを来たし、
これらの施設では患者、家族の皆様だけでなく職員の安全が脅かされました。第
二は継続性です。絶えず医療の質の向上に務め、地域に安心と信頼の医療を届け、職員の雇用を守ることです。国内の医療機関は国
公立、民間の違いやコロナ診療への参入に拘らず、大半が
長引く感染症対策と収支の悪化で経営困難に直面してい
ます。
ちなみに昨年の4月、5月の2ヶ月間の全国133の大学
病院の赤字はトータル313億円となっています。
また、
どの
医療機関であれ院内感染によるクラスターを来たすと外来
や入院診療が制約され短期間に膨大な赤字を抱えます。神

2020年12月12日付けで甲南会（甲南医療セン
ター、六甲アイランド甲南病院、甲南加古川病院、
甲南介護老人保健施設、甲南訪問看護ステーショ
ンの3病院2施設）の理事長を退任いたしました。
2006年メーカーから全くの異業種である病院
経営に初めて参画し、その後2008年から2020年

戸市立医療センター中央市民病院の4〜6月の診療収入は
前年同期に比べて35億円減少したと報道されています。
幸運にも甲南会は、3病院2施設ともこれまでクラスター
を回避し通常診療を維持、継続できました。
それはこれまで
培った総合力であり素直に職員と喜びを分かち合いたいと
思います。
しかし例に漏れず緊急事態宣言と相前後して経
営上は法人全体で一気に約2億円の赤字となり一時は行く
末を案じる状況でした。
その後、
収支は徐々に改善し赤字幅

までの12年間の長きに渡り、理事長として在任い

を縮め2021年を迎えることができました。加えて職員が合

たしました。在任中は、様々で困難な問題に直面も

理的、理性的に力を合わせれば、
コロナの痛手は修復可能

いたしましたが、各々の医療関係者をはじめとして
患者さんや病院職員の皆様方の協力など、多くの
方々からご支援ご協力を頂き、お陰様で何とか乗
り切ることができました事を感謝しております。
振り返りますと、特に在任中の大きな出来事としましては、50年100年先を見据え、長年の夢でありました、築後86
年を経過し老朽化した甲南病院の建て替えを2017年に着手し、2019年6月に第1期工事が完工した事であります。
現在は、第2期工事が始まり2022年春に完工、グランドオープンを予定しております。
また、新病院の竣工を記念して2019年10月1日より、甲南病院は甲南医療センターへ改称いたしました。
これを機に、甲南病院と六甲アイランド甲南病院は統合再編し、一体化して地域の医療ニーズに応えるべく
取り組みました。即ち、甲南医療センターは地域の中核病院さらには神戸大学の重点拠点病院としての連携を
一層強化し、急性期医療病院として、また、六甲アイランド甲南病院は、甲南医療センターと在宅医療を
繋ぐための回復期医療病院へと生まれ変わりました。日々、2つの病院は、医療品質の向上に邁進しております。
今後も、具 新理事長をはじめ、全職員が一丸となって全力を尽くし、高品質の医療を届けて参ります。
私同様に、新体制になりました甲南会への変わらぬご指導、ご支援を賜りますよう宜しくお願い致します。
長い間、本当に有難うございました。

1 甲南通信

な範囲に留まることも実感した次第です。勿論、感染爆発の
恐れがある今こそ改めて心を引き締めなければなりません。
引き続き医療職は心技一体、高い質の医療を追求し、事
務職員は医療安全や職場環境の改善など様々な課題の解
決に日々努める所存です。
とは言え、時につたない診療やつ
れない接遇など芳しからぬご意見があります。
これらのご批
判に応えられるよう、“誉れの職員”も“今一歩の職員”も互い
に自己研鑽に努め地域の拠点病院として職員一同“心の深
くに届く医療”を心に刻み職務に精励する所存です。
本年もどうぞよろしくお願いします。

理事長
就任のご挨拶
公益財団法人 甲南会 理事長

具

英成
甲南通信 2

睡眠時無呼吸症候群とは
一見、ありふれた症状ですが、心不全、高血圧、
脳卒中などの循環器疾患の危険因子になります
甲南医療センター 副院長

循環器内科

清水 宏紀

睡眠時無呼吸症候群（Sleep Apnea Syndrome：SAS）とは睡眠中に息が止まる（無呼吸）、もしくは息が浅くなり（低呼
吸）低酸素血症になる病気です。日本国内で推定患者数は300万人と言われています。この病気は、2003年6月に新幹線の運
転手が居眠り運転をしたことで判明し、マスコミに取り上げられたことがきっかけで知られるようになりました。この運転手が

睡眠時無呼吸症候群の診断
診断にはPSG（Polysonography：ポリソノグラフィー）という検査をします。この

簡易PSG検査
（自宅で検査）

PSGは２種類あり、簡易型と精密型です。まず、簡易型PSGを自宅で睡眠時に装着し、大
まかなSASの検査をします。この簡易型PSG検査は、指に酸素濃度を測定するセンサー
をつけて、胸にもう一つセンサーを付けるだけの簡単な検査です。
睡眠時の酸素濃度、
無
呼吸の低程度を計測します。
いわばスクリーニング検査です。
疑いがあれば、
病院に1泊し

精密PSG検査
（1泊入院）

ていただき精密なPSG検査を行います。
この時の入院は、夜間の1泊入院となります。

睡眠時無呼吸症候群の治療

高度の肥満であったことから、肥満の中年男性に多い病気であるとの認識が広まりましたが、決してそうではありません。若年

下記のような流れで、SASを診断しますが中等度以上、AHI（無呼吸低呼吸指数）が簡易PSGで40回／時間以上、精密PSG

者から高齢者にわたり、また肥満のない人にもいらっしゃいます。男性に多い病気ですが女性にもあります。血圧が高い為に降

で20回／時間以上の場合はCPAP（持続的陽圧喚起療法）の保険適応になり、治療を開始します。いつまで続けるのか、治るこ

圧薬を飲んでも、なかなか血圧が下がらない方や会社の健診で初めて指摘される方もいらっしゃいます。何年も頭痛に悩まされ

とはあるのかとよく質問されますが、基本的には生涯にわたり治療を継続する必要があります。ただ肥満、扁桃肥大が原因の

ていたその原因がSASであった患者さんもいらっしゃいます。睡眠の質が低下することで、意欲が低下し、さらに気分の落ち込

SASの場合は減量したり、扁桃摘出した場合に改善することもあります。また軽症の場合は、歯科でマウスピースを作成し、夜間

みを生じ、うつ病を発症される方もあります。この病気と診断され治療している患者さんは約35万人です。他の大多数の方は、

装着していただく場合もあります。

無治療で生活されているのが現状です。

当院でのCPAPのフォロー

睡眠時無呼吸症候群の原因

月に一度SAS外来に通院していただきCPAPの装

この病気の原因は睡眠時に❶上気道が閉塞する閉塞性睡眠時無呼吸症候群、
❷脳からの呼吸刺激が弱くなるために無呼吸に

着がうまくいっているかチェックします。
また生活指導

なる中枢性無呼吸症候群、
さらに二つを併せ持つ❸混合型に分類されますが、
閉塞性睡眠時無呼吸症候群が最も多いとされ

も行っています。医師、臨床工学士からなるSASチー

ています。
日本人は、
軽度の肥満でもSASになりやすいとされています。その原因としては、肥満によって舌やのどの周りに脂肪

ムが患者さんの悩み、機器の調整に対応しています。

が付着し、
気道を狭めてしまうこと、
また欧米人に比べ顎が小さく、
下顎が後退していることが原因であるとも言われています。
若年
者では、
扁桃肥大が気道狭窄の原因になることもあります。
また、
加齢に伴う筋力の低下、
特に上気道を拡張させる筋群が低下する
と上気道が塞がれ、
睡眠時無呼吸症候群を引き起こします。

健常人の気道

SAS患者さんの気道閉塞

また当院ではマスクセレクターを用い患者さんの顔の
形状を3D解析し30種類以上あるマスクの中から最適

患者さんに合ったマスクを選ぶために臨床工学技士が、
「マスクセレクター」
を用いて撮影します。

なマスクを選択し快適な導入を行うようにしています。

SAS診断からCPAP導入までの流れ
問診
・
スクリーニング

※AHI＝無呼吸指数：1時間あたりの無呼吸数を表しています。

AHI 40以上

基本的な検査
（簡易型による
自宅検査）

確定診断
（入院による
精密検査）

検査結果により
CPAP等の
治療法の決定

AHI20以上 40未満
AHI 20以下：肥満改善指導等

睡眠時無呼吸症候群の 症状
❶ 昼間の耐え難い眠気

❺ 気分が落ち込む

❷ 熟睡間がない、不眠症がある

❻ 朝頭痛がする

❸ 夜に何度もトイレに行く、朝起きるとのどが渇く

❼ 集中力がなくなった

❹ いびきをかく、息が止まっていると言われる

睡眠時無呼吸症候群 専門外来
■甲南医療センター（毎週木曜日 13：30〜15：00）
■六甲アイランド甲南病院（毎週水曜日 9：00〜11：30）

以上のような症状、もしくは指摘された場合は、SASを疑って下さい。いびきの原因は気道狭窄であるので、SASの発見の
きっかけになります。この病気を放置すると心筋梗塞、
脳卒中、心不全、導尿病の発症リスクが正常な人に比べて

2.0〜4.0倍になるとされています。決して見逃してはならない病気です。
3 甲南通信
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高齢化社会から超高齢化社会へ
日常生活における皮膚・排泄ケア認定看護師の支援

未知なる感染症がもたらすパンデミック時代の
感染管理認定看護師の躍動
キャッチしています。そして、実際に感染症の患者に対しての感染対策をどのようにするかを指導し、それができているかの確認を行います。病院という環境の

患者様には医師と連携し治療に携わっていきます。
高齢者や皮膚が弱い患者様には、
皮膚トラブル予防のスキンケア方法や環境調整などのアドバイスやケア実践を

中で、感染を拡大させないことが私たちの使命です。患者だけをターゲットにしているわけではなく、感染管理は、医療関連施設を利用する患
者・家族・訪問者はもちろん、現場で働く全ての人を感染源から守るために活動しています。

甲南会では、研修会・講演会の開催や相談対応により
地域の感染対策強化に尽力しています
甲南医療センター 感染管理認定看護師

松本 悠子

甲南医療センター感染管理認定看護師の松本です。
私は、院内での活動を紹介します。感染管理認定看護師の役割でもお伝えしています
甲南四法人共催：
『新型コロナウイルス感染対策講演会』
（松本悠子 師長）

通り、私たちの看護の対象は、入院・外来の患者さんだけでなく、その家族、病院職員と委託職
員、
また病院に出入りされる業者の方々と、
多岐にわたります。平時においての活動では、
まずは
入院されている方々に感染がおこらない環境になっているか、
感染症を発症・拡大していないか

を確認するために環境の感染対策チェックラウンドをしたり、感染対策チームや現場看護師と共同して医療処置での感染対策の実践確
認のラウンドを行ったり感染症に関するデータを集めたりします。
外来患者さんについては、
感染症で受診された方々では担当医師と連
携して保健所への連絡や、地域の保健師との連携により患者さんの治療や感染対策が自宅に戻られても継続されるよう体制をとって
います。現在のコロナ禍においては、
面会や病院立ち入りでの制限を検討したり、発熱チェックや院内感染対策のマニュアルを作った
り、
また感染対策チームでそれらの内容を周知するよう勉強会や説明会を開いたりしています。
感染対策は、
現場の実践があって

こその結果です。病棟ラウンドでは、厳しく指導をすることもあれば、激励することもしばしばです。以前に感染対策
の雑誌で読みましたが、
“現場は常に成長過程”そう思いながら、
手指衛生の遵守向上や感染拡大
ゼロといった結果（成長）をデータから読み取り、胸をなでおろし小さくガッツ
ポーズをする毎日です。

六甲アイランド甲南病院 感染管理認定看護師

窪田 順江

私は、六甲アイランド甲南病院の感染管理認定看護師の窪田です。
私は、自施設以外の活動を紹介します。感染管理に関して、外部の施設からも日々の対策につい
て相談を受けたり、要望があれば職員に向けての研修会を行うこともあります。感染管理認定看
護師の多くは病院で活動していますが、感染対策は病院から介護施設、そして在宅へと継続

していかなくてはなりません。地域全体で取り組むことが大切です。今回も新型コロナウイル

東灘医療介護サポートセンター主催：
『新型コロナを正しく理解する』
研修会
（窪田順江 師長）

ス感染症の流行に伴い、感染対策は病院だけでなく、介護施設や在宅の場でも必要になりました。感染対策のガイドラインが作成さ
れ、それに沿って具体的にどのように対応していくかを考えていく中、介護の現場からこの対策でいいのか？という不安の声を聞く
機会が増えました。病院で行っている感染対策を、そのままの形で介護の現場でも行うというには限界があります。しかし、
ここは外せない！という対策もあります。そのため介護の現場での現状を確認しながら、感染対策の考え
方の基本と現場で実践できる感染対策をお話しするようにしています。

認定看護師の役割

専門・認定看護師は看護外来や、
医療チームの一員として、
質の高い看護を提供しています。
指導や教育を通して看護職員全体の専門力や基礎力向上を図れるよう支援しています。

在籍している専門・認定看護師
◉慢性疾患看護専門看護師
◉皮膚排泄ケア認定看護師
◉感染管理認定看護師
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◉認知症看護認定看護師
◉透析看護認定看護師
◉集中ケア認定看護師

高い専門知識と技術力で

甲南会には3名の皮膚・排泄ケア認定看護師がいます。
皮膚・排泄ケア認定看護師は、
専門分野の頭文字W
（Wound・創傷）
・O
（Ostomy・ストーマ・瘻孔）
・C
（コ
ンチネンス・排泄管理）
をとって、
通称WOCナースと言われます。
W
（Wound）
…褥瘡
（床ずれ）
などの慢性的な創傷に対し予防計画を立てたり、
すでに創傷がある

心に響く看護ケアを届けます！

感染管理認定看護師は、施設内の医療関連感染を防止するため活動しています。そのために、施設内の環境のラウンドを行い現場で日々行わなければなら
ない感染対策ができているかを確認します。また、現場と連携し、平常時から感染リスクの高い医療を受けている患者の経過をみて、感染の発生を早期に

行います。
O
（Ostomy）
…ストーマ
（人工肛門・人工膀胱）
のケアを行います。
これから手術を受ける患者様へストーマのある生活についての説明や
医師とともにストーマを作る位置を決めます。
また、
ストーマを作った患者様に対して、
装具の選択、
日常生活や精神的不安へのアドバイスやサポー
トを入院中・後も継続的に行い、
社会生活を支えます。
実際の生活目線の看護を実践しています。
C
（Continence）
排便や排尿に問題を抱える患者
様に対し、
排泄ケア全般に関わる問題を解決し、
より良い生活を送ることができるようなアドバイスやサポートを行っています。
皮膚・排泄ケア認定
看護師の役割は、
「専門職種としての実践」
「現場看護師や他職種からの相談応対」
「皮膚・排泄ケアに関する教育への支援」
があります。
甲南医療

相談や支援の範囲は、
病院内だけでなく地域で生活する患者様を支える訪問看護師などにも対応し
センターは神戸市東部の基幹病院であり、
ています。
また、
外来には来られない在宅や施設で生活中の患者様のところへ直接訪問し、
ケア実践・相談・指導を行う場合もあります。

在宅における皮膚・排泄トラブル予防の普及を目指し
訪問による相談・ケア指導を行っています
以下に実際の
3名の活動の
一部をご紹介
します

甲南医療センター 皮膚・排泄ケア認定看護師

鈴木 愛美 （褥瘡・創傷 担当）

院内では特に褥瘡管理を中心に活動しています。
褥瘡の発生を予防し、
褥瘡を保有している場
合には治癒を促進できるように、褥瘡対策チームの一員としての活動です。活動の内容は、週１回の
褥瘡回診を、形成外科医、皮膚科医、皮膚・排泄ケア認定看護師、褥瘡リンクナースが中心となり他職種
も参加し、褥瘡保有者のカンファレンスと各病棟を回診し処置を行っています。ベッドサイドでは、治療や
ケアの検討を行い病棟にフィードバックしています。
それぞれのメンバーが専門性を発揮して、
連携しなが
ら治療やケアを実施しています。また、褥瘡リンクスタッフ部会を月に１回開催し、各部署の褥瘡専任看
護師や薬剤師、管理栄養士、理学療法士、検査技師、事務の多職種が集まります。自部署での褥瘡管理
の情報交換や褥瘡に対する知識と技術の向上のため年間の研修計画によって、
新たな知識の習得
をも行っています。褥瘡対策としては、
まずは褥瘡の予防であり、そして発生してしまった場
合の早期介入と早期治癒を目指して活動しています。

甲南医療センター
皮膚・排泄ケア認定看護師

松島 佳子（オストミー・排泄ケア・フットケア 担当）
甲南医療センターでは、
救急の受け入れ増加でストーマを造る高齢
の患者様が増えています。
退院後の生活を支える方のことも視野に入れ、
ケア方法を工夫しています。ストーマ外来では、退院後も気軽に相談ができ
る窓口でありたいと思い、
日々の外来を運営しています。また、化学療法治療中
の患者様は、腫瘍内科医師・看護師と連携し、副作用にも配慮し装具選びや排便
調整をしています。
排泄ケアでは、
院内で泌尿器科医師・理学療法士とともに排尿
ケアチームとして活動しています。排尿は自律神経の影響・運動機能障害などで
尿排出困難・蓄尿障害が起こりやすいです。腎機能を守り、生活の質を低下させ
ないよう、個々の患者様の排尿動作の可能性を伸ばす包括的な介入を行ってい
ます。
フットケアでは、
形成外科医師と創傷・フットケア外来で、
重症下肢虚血
（足の血流の悪い人）
や糖尿病性足病変の方のフットケアや再発予防のため
の生活指導を行っています。
また、
入院中の患者様には変形・肥厚爪の方
や足の管理が長年困難な状態であった方が多くおられます。足・爪は
歩行機能に需要な役割があるため、ADL維持・向上のため、特殊な
器具を使用し、
爪や足の裏・タコ・魚の目のケアを行っています。

六甲アイランド甲南病院
皮膚・排泄ケア認定看護師

松尾 知子

（創傷・オストミー・排泄ケア 担当）
六甲アイランド甲南病院にはWOCNは1
名しかいませんので、W：創傷、O：オストミー、
C：排泄ケアの3つの専門分野を担当し活動して
います。入院中の患者さんの褥瘡・創傷ラウンド
やストーマ・排泄に関する相談への対応や、ストー
マ外来・フットケア（自費）外来などの看護外来も
担当しています。また、2018年に特定行為研 修
（創傷管理モデル）を修了していますので、医師と
連携を取りながら褥 瘡や創傷に対して、デブ
リードマン処置や陰圧閉鎖療法など治療へ参
加させていただく機会もあります。院外の活
動としては、老人介護保健施設や訪問看護
ステーションなど地域と連携を取りなが
ら、褥瘡やストーマのケアなどの相談
対応や、研修会の開催などを行って
います。今後も、自分自身のスキル

◉緩和ケア認定看護師
◉乳がん看護認定看護師
◉がん化学療法看護認定看護師

◉慢性心不全看護認定看護師
◉特定行為研修終了者

アップをしながら、院内・地域を
含めて貢献できるように活動
していきたいと思います。
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アンサング・ヒーローズ

－ 縁の下の力持ち －

Unsung Heroes
アンサング・ヒーローズ
＜ 甲南医療センターの医療の質を支える人々 ＞
episode

3

episode

4

【助 産 師】
−妊娠期から産後までの継続した
妊産婦ケアをめざして−

【 小児科病棟・病棟専属保育士 】
−子どもたちの健やかな
成長を守るために−
甲南医療センター 小児科病棟 師長

Unsung Heroes

甲南医療センター 産婦人科病棟 師長

三崎 修子

城下 淳子

2019年10月、甲南医療センターに初めて小児科病棟が立ち上がりました。
広くかわいらしいプレイルームもできました。窓からは、電車や行きかう船も遠くに見え、
療養環境が整いました。小児科病棟では、季節性の感染症に加え、アレ
ルギー疾患、ネフローゼ、川崎病、骨折などの整形疾患、耳鼻科疾患、血
管腫などの形成外科、埋伏歯などの口腔外科など15歳未満の子供たち
の入院治療を支えています。また、ユニセフの『子どもの権利憲章』に基
づき、入院中の子供たちの権利を守ることを大切にしています。病棟看
護師は、アレルギー専門医とともに食物アレルギーの日帰り入院食物負
荷試験やアトピー性皮膚炎のスキンケア教育入院、気管支喘息の在宅管
理など、年齢や発達に応じた指導を人形やイラストを多く使ったリーフ
保育士（中）を中心に、スタッフは入院している
子どもたちへのイベントを計画

レットなどを用いて丁寧に説明させていただいております。また、クリス
マス回診などを行い、入院生活に季節感を取り入れています。

産婦人科が甲南医療センターに開設され1年が過ぎました。スタッフは、六甲アイランド甲南病院で行なっていたケアを継
続し、今は、更なるケアの充実に努めています。
妊産婦に多職種のスタッフが関わる中、一番関わりが深くなるのが助産師です。助産師の業務といえば、妊産婦の保健指
導、分娩介助、産後の育児支援や乳房ケアというイメージがあると思います。もちろん、業務のひとつひとつを取り上げれば
そのいずれかになります。しかし、その根底に、継続したメンタルヘルスケアという、産後ケアへの切れ目ない支援がありま
す。妊産婦のメンタルヘルスとは、妊産婦が安心して生活を営み、ほどよく十分な愛情をもって子供と向き合うことができる
心の状態を意味しています。
日本の周産期医療技術向上の一方で、周産期の心理社会的問題が次々と浮上しています。新しい家族が増え、家族機能の
変化が始まる妊娠期から、妊産婦のメンタルヘルスケアを支援し、明らかとなった問題に対応していくことは、将来を担う子
どもたちが心身ともに健やかに成長していくためにも重要です。
当院では、妊娠期から産後までの継続した妊産婦のメンタルヘルスケアをめざし、外来・病棟一体化での妊産婦ケアを行
なっています。病棟所属の助産師が、毎日、産婦人科外来へ出向し、妊産婦の保健指導、産後2週間健診、産後1か月健診を
担当しています。分娩での入院期間を含め、心の状態を判定する問診票を用いながら、妊産婦の現状把握、問題への気づき
と解決へ向けての援助を行います。また、地域での生活にあたり、地域からの援助が必要と判断した場合には、情報提供を
行うことでサポートに結び付けることも行っています。

病棟専属の保育士が子どもたちの入院生活を支援しています

産後のお母さんの心身をサポートする為、産後ケアを実施しています

平日日中、保育士が勤務しております。入院中の子どもたちは体のつ

また、4月からは、神戸市の委託事業としての産後ケアを始めました。それに伴い、神戸市外に在住の産婦さんも利用いた

らさに加え、ご家族に会えない寂しさがあります。医師や看護師と連携

だけるよう、自費での病院独自の産後ケアの提供も始めています。これまで、6組の母子を受け入れましたが、いずれも、産後

しながら体への負担がない範囲で、誕生日や季節のイベントを感じられ

の不安や気になる授乳に関する困難感を解決することができた等で好評をいただきました。今後も、当院で出産されたかど

るように、年齢に応じてお絵かきをしたり、絵本を読んだり一緒に過ごす

うかによらず、多くの母子に利用していただきたいと思っています。

ことで、病気と向き合えるように子どもやご家族を支援しています。小学
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生や中学生の子どもたちとは、安静を守りながら遊びだけでなく学習支

今一番の問題は、昨今の新型コロナウィルスの影響だと感じています。今、患者への面会禁止の中、産婦人科医学会のガイ

援や生活支援をしています。私たちは、小児二次救急輪番病院として神

ドラインに準じる形で、立ち合い分娩もできず、産婦は家族と離れ、心細い中での分娩期、産褥期を病院で送らなければなり

戸市の子供たちの健やかな成長を、近隣病院と連携しながら診療部、看

ません。助産師として、このような妊産婦に向き合っていく必要があります。妊産婦が不安の中、少しでも安心し、快適に入院

護部、薬剤部、リハビリテーション部などチーム医療として連携し、支援

生活を過ごしていけるよう、これからも、メンタルヘルスケアを根本としたケアを行なっていくことが、助産師としてとても重

していきたいと考えています。

要なことであると考えています。
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貸切バスで
快適な旅

