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夏のお楽しみ会
毎年恒例となっていた当院の盆踊り大会ですが、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、今年
は中止することとなりました。盆踊りを楽しみにされていた患者様が多かったため、それに代わる
レクリエーションとして、各病棟で夏のお楽しみ会を開催しました。
病棟毎、内容は様々。１病棟と６病棟はカラオケ大会を開催、
１病棟はカラオケ機器による採点を行い、優秀者には表彰を行
いました。６病棟はスタッフも衣装を纏い参加。普段は聞くこ
とのできないスタッフの美声に歓声が上がりました。２病棟は
特設カフェを開店し、職員特製パフェをいただきました。給仕
をする OT スタッフは浴衣を着て、どこか昭和の喫茶店に来た
ような雰囲気を味わうことができました。

よっ！！十八番！！

何が釣れるかなぁ～～

月が～でたで～た！月が～♪

３病棟と５病棟はお菓子釣り大会を開催しました。みなさん限られた時間の中で好きなおやつをゲ
ットしようと真剣そのものでした。お目当てのお菓子を釣り上げた時の嬉しそうな顔は忘れられま
せん。７病棟と８病棟はかき氷大会を開催し、かき氷は色々な蜜を準備しアイスを乗せたスペシャ
ルかき氷はこの夏の暑さを忘れさせるほどの美味しさとなったようです。
盆踊り大会が中止になったのは残念ですが、季節を感じながら患者様の笑顔をたくさん見ることが
でき、充実した時間となりました。

◆◆◆◆◆「祝 定年退職」◆◆◆◆◆
平成７年、当院に病棟看護師として就業され、約２５年間精神障がい者の看
護、社会復帰に尽力されて来られました。就業当時、精神科作業療法があまり
普及していない時代に、
レクリエーション委員として作業療法の先駆けを担い、
また病棟師長としては、病棟管理業務の他、業務改善委員会の副委員長として、
看護部はもちろん、病院全体の業務改善、医療の質向上に多大な貢献をいただ
きました。その功績に感謝しつつ、第二の人生のご活躍、ご健勝を祈念申し上

永弘智恵
永弘智恵 師長 げます。

昇進者紹介
８月１日付 ２名が昇進されましたのでご紹介致します。おめでとうございます。

８病棟師長
８病棟師長 眞部 由美恵
8 月より 8 病棟の病棟師長を拝命しました眞部由美恵と申します。
8 病棟は急性期の患者様が入院する病棟であり、日々スタッフと共に入退院の対応、看護ケアに奮
闘しております。特に当病棟は新規入院の受入病棟とされており、医師を始め精神保健福祉士、薬
剤師、作業療法士、栄養士、心理士、事務など、他部署との連携が重要視されています。このよう
な病棟であるからこそ、チームワークが図れ、活気ある病棟を目指し、働きやすい職場作りに日々
努力していきたいと思います。よろしくお願いいたします。

７病棟副師長
７病棟副師長 田中 真由美
この度、7 病棟副師長を拝命しました田中真由美と申します。
7 病棟は、精神療養病棟として当院で唯一の開放病棟となっています。患者様はご自分でできる事
も多く色々な病棟活動などに積極的に取り組まれています。それらを支援しながら、皆様が安全で
安心して日常生活を過ごしていける様、微力ながら力添えができればと思っております。ご迷惑を
おかけする事も多いかと存じますが、今後ともよろしくお願いいたします。

B 型事業所「かりん」だより
当法人、B 型事業所「かりん」が開所しましてもうすぐ１年を迎えることとなりました。
開所当時は、院内のベッドメイキング、病衣・白衣仕分け配送作業を行っておりました。
利用される方も徐々にですが増え、作業内容も上記作業に加え、新たな委託先より作業をお受けさ
せていただき、利用者の方々は日々社会復帰を目指し頑張っています。
まだまだ残暑厳しい毎日が続きますが、これからも色々な仕事にチャレンジさせていただきかりん
を皆で盛り上げていこうと思っております。

病棟用シーツ仕分作業の様子

マスク仕分作業の様子

リュック仕分作業の様子

管理栄養士直伝！夏のスタミナ不足解消法！！
夏バテの時期！皆さんきちんと３食食べていますか？夏になるとどうしても疲
れが取れなかったり、食欲がなくなったりという症状が出てくると思います。
今回は疲労回復の働きのあるビタミン B 群についてお話します。

■ビタミン B

摂取した糖質、脂質、タンパク質の代謝にかかわる物質

■効 果

疲労回復・貧血改善・集中力アップ・口内炎やニキビの改善

豚肉

ウナギ

にんにく

納豆

卵

■多く含まれる食品
多く含まれる食品
牛乳

レバー

小松菜

※食欲がない時は、酸味や辛味（香辛料）をうまく活用しましょう！
調味料や薬味として酢やレモンなどでさわやかに！キムチやカレー粉などの刺激で食欲アップ！

のどごしの良いものばかり食べているとビタミンが不足してしまうため注意して下さい

食事内容を少し見直して元気に猛暑・残暑を乗り切りましょう！

ユニフォームが新しくなりました
当院のユニフォームは、概ね３年毎に新く衣替えしております。
７月より看護部・コメディカルのユニフォームを一新いたしました。

看護師

看護助手

作業療法士

写真左より、看護師、看護助手、作業療法士、精神保健福
祉士・事務となっております。ご来院の際は、制服にもご
注目してみてください。
ユニフォームも新しくなり職員一同これからもより患者様
の近くに寄り添う医療を目指して参りますので、今後とも
よろしくお願いいたします。
事務・PSW

部署紹介

８病棟（精神一般病棟）
病棟（精神一般病棟）

みなさんこんにちは！！下郡太郎です。暑い夏がやってきました！！水分補給と休息を忘
れずにして熱中症対策を！！さて、今回ご紹介する部署は８病棟です。

みなさんこんにちは。8 病棟です。ベッド数４８床の男女混合病棟です。当院の中では入院、退院が
１番多い病棟で、スタッフは毎日フル回転で業務に取り組んでいます。
病棟スタッフは看護師、看護助手合わせて３１名で医師を始め精神保健福祉士、薬剤師、作業療法
士、栄養士、臨床心理士等々と情報を共有・連携しながら患者様のケアやサポートを行っています。
忙しい毎日ですが、季節ごとの病棟内の催し物もみんなで協力しながら患者様と一緒に楽しんでいま
す。写真は夏の風物詩「かき氷大会」のワンショットです。これからも日々頑張っていきますのでよろ
しくお願いします！

シロップは多めにおかけします♪

８病棟スタッフ

ミーティングの様子

～～Ｄｒ．松下のお悩み相談～～
会社の上司に相談事をしようとした際に、相手が忙しそうにしていると話
しかけていいのかわからず、立ち尽くしてしまいます。また、上司と話す時
に緊張してしまい、視線をさまよわせてしまい、相手の顔を見ることが出来
ません。どうすれば緊張せずに上司とコミュニケーションを図ることができ
るようになりますか。
（23 歳 女性）
質問者様のような方は世の中大勢いらっしゃると思います。知らず知らず
のうちに上司に対し不安や恐怖感を抱いているのだと思います。しかし上司
の方は質問者様が思っているほどとっつきにくい方ではないかもしれませ
ん。まずは勇気をだして毎日、目をみて笑顔で挨拶してみてはどうでしょう？
そうすることで相手に自分の存在をアピールできますし、お互いの緊張がほ
ぐれてくることもあるでしょう。また上司と良好な関係にある人の動きを
日々観察、勉強することも大切でしょうし、失敗を恐れず場数を踏むことも
自信につながると思います。まだまだお若いので様々な経験をし自己研鑽に
努めていってください。

一視同仁 ～大分下郡病院の歴史を紐解く～
盆の月 ひかりを雲に わかちけり、浅草生まれの明治の文人、久保
田万太郎の句ですけれど、まだまだ暑い日が続いています。皆様、如何
お過ごしですか？今回の写真は、昭和３５年の、当院の七夕祭と盆踊り
の様子です。令和の御代となった今でも、当院創立以来６４年、鎮魂の
祈りを込めて、盆踊り大会を毎年続けて参りましたが、今年は新型コロ
ナウィルス感染防止により、中止となりとても残念であります。長ひ夜
を 輪にして明す 踊り哉、江戸期の俳人、横井也有の句の通り、当院
は来年以降も盛大に盆踊り大会を続ける所存です。それでは皆様、残暑
が続きますけれど、お身体どうぞご自愛の程を。

盆踊りの様子

七夕祭りの様子

・とってもとっても減らないものな～んだ？
（
）
・緑と平和が大好きな野菜な～んだ？

読者の皆様、こんにちは。恒例の映画紹介のコーナ
ーですけれど、コロナの所為で中々劇場に足を運ぶ事
が出来ず、今回は、以前観た作品をご紹介したいと思

（
）
・エイを４匹乗せて走るバスな～んだ？
（
）
・夢の中でじゃんけん、何が出た？
（
）
・真珠の上に「ね」が付いてる国は？

います。台湾の巨匠、アン・リー監督の、
「グリーン・

（
・食べると安心するケーキな～んだ？
（

凄過ぎて、思わず笑えてしまう程でした。お次は「ブ

）

ディスティニー」、
「ブロークバックマウンテン」
、
「ラ
スト、コーション」の３作品であります。先ず、「グ
リーン・ディスティニー」は、アカデミー賞４部門を
受賞、美しい映像美と激しいアクションが同居すると
言う、稀有な作品なんですね。ワイヤーアクションが

ロークバックマウンテン」、これも本当に映像が美し

）

いんです。アメリカの美しい山々の姿は、息を飲む程

・よんでもよんでも返事をしないもの？
（
）

綺麗に撮られてまして、内容は禁断の愛なのですけれ
ど、ベネチア・アカデミー・ゴールデングローブの３
冠制覇も、成程と頷けます。最後の「ラスト、コーシ
ョン」は、第２次世界大戦中の物語でして、日本統治
下の上海と香港が舞台です。主演のトニー・レオンは
男の色気を濃厚に感じさせます。何れも、絵が美しい
事は間違い無く、それだけでも一見の価値はあると思
います。どうぞご覧下さいませ。

《診療案内》
曜

日

午 前

【精神科・心療内科】
月

火

水

木

金

土

日

桑門

工藤

児島

松下

花田

常勤医

休診

市岡

葛城

葛城

宮本

葛城

ローテー

葛城

午 後

葛城

桑門

工藤

市岡

葛城

児島

ション

松下

花田

常勤医

宮本

葛城

ローテー

休診

ション

【診療時間】
〔午前〕９：００～１２：１５ 〔午後〕１３：１５～１７：００
※認知症の診療・相談も月曜日～土曜日まで毎日行っております。
※はじめて受診される方は予約が必要となります。お電話にてご予約ください。
医療機関様等よりのご紹介は地域医療連携課が窓口となります。

【使

命】

県内の精神科医療の中核として、メンタルケア水準の向上を担う。

【理

念】

最善の医療を提供し、人々の幸福に貢献する。

【基本方針】
□ 安心・安全、最良・最高の医療を提供致します。
□ 患者様の満足度の向上に努めます。
□ 医療連携を推進し、地域に開かれた病院作りを行います。
□ 良質なチーム医療を担う人材の育成を行います。

医療法人 同仁会

ＴＥＬ：

097-569-1021（代）

ＦＡＸ：

097-569-1043

診療専用 FAX : 097-554-3885

ＵＲＬ：

精神科・
精神科・心療内科・内科
心療内科・内科

http://www.oitahttp://www.oita-shimogori.or.jp
大 分 下 郡 病 院

検索

～交通アクセス～
◆ＪＲのご利用
ＪＲ日豊線牧駅下車
徒歩約１５分
◆バスのご利用
大分駅前３番乗り場
より明野方面行き乗
車、加納バス停下車
徒歩約３分
◆タクシーのご利用
ＪＲ大分駅より
約１０分

なぞなぞこたえ：①すもう グリーンピース 市営バス グー ネパール⑥ホットケーキ 本

