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秋のお楽しみ会
毎年恒例となっていました秋季大運動会は、コロナ感染予防の為、病棟毎に実施する事となり、
10 月 7 日、2 病棟・5 病棟が先陣を切り、ミニ運動会を実施しました。
2 病棟では、ボール運び競争、お楽しみ袋選び等を行いました。参加者は紅白に分かれ、入場行進
や選手宣誓もあり、まさに運動会そのもの！お玉を使ってボールを運ぶ競争では、ボールが落ちな
いように思わず反対の手を添える人も。お楽しみ袋選びでは、袋に繋がっている紐をひとつ選び、手
繰り寄せます。袋にはお菓子が一杯詰まっており、中身を確認した皆さんは嬉しそうでした。最後に
は職員による物真似リレーもあり、笑いの多い楽しい運動会となりました。
５病棟では、パン巻取り競争とおやつ取りゲームを行
いました。パン巻取り競争は、長い紐の先についている
パンを、自分のところまで引き寄せるゲームです。おや
つ取りゲームは、パン食い競争のように、目の前にぶら
下がっているおやつを、ご自分で取ってもらうゲームで
す。普段、手が痛い、きついとおっしゃる患者様も、お
やつを目の前に、真剣そのものです。
競技中は声援があったり、
「次は私！」とリクエストが
ヨ～イ！！ドン！！赤組の勝ち！！

あったりと、にぎやかな時間となりました。
その他の病棟でも趣向を凝らした運動会レクリエーションが実施され、コロナ禍の中でも秋の行
事を楽しんでもらう事が出来ました。

赤組がんばれ！白組負けるな！！

よ～く！よ～く！狙って！！

頑張りましたで賞！！

敬老会
９月 2 日に５病棟、３日に６病棟で敬老会を開催しました。コロナ禍のため、毎年お招きしていた
外部ボランティアの余興をお願いできず、例年より少し規模を縮小した開催となりました。節目の年
齢にあたる方の長寿の表彰や作業療法課のソーラン節、患者様にもご協力をいただき『きよしのズン
ドコ節』の歌に合わせた体操、最後は、試作を繰り返して完成した栄養課特製オレンジゼリーをいた
だき、参加した皆様に喜んでいただけた敬老会となりました。

ず～っと元気に長生きして下さいネ

ソ～ラン！！ソ～ラン♪♪

ズン！ズン！ズンドコ・・・

その他の病棟でも敬老会を開催し、ゲームやカラオケでにぎやかな時間を過ごしました。普段は聞く
ことのできない病棟スタッフの歌声に喜んだり、手拍子をしたりと楽しんでいる様子が多くみられ、笑
顔あふれる時間となりました。今年は当院最高齢の患者様が、１００歳を迎えられました。皆様がいつ
までもお元気で生き生きと過ごしていただけるよう、職員一同力を合わせて支援していきたいと思いま
す。

楽しい毎日を送りま賞（＾＾）

皆で記念写真！はい！チ～ズ！！

CT が新しくなりました。
が新しくなりました。

シェイクアウト訓練
シェイクアウト訓練
に参加しました。

当院の CT（コンピュータ断層撮影装置）装置

９月１日大分市一斉シェイクアウト訓練に

が新しくなりました。

参加しました。
「姿勢を低く！頭を守り！じ

【シーメンス社製 16 列マルチスライス】

っとする！」

部署紹介

栄養課 （調理委託先
（調理委託先 日清医療食品様
日清医療食品様）

みなさんこんにちは！！下郡太郎です。もうすっかり秋ですね、秋といえば、芸術の秋！
読書の秋！！食欲の秋！！！なんだかいい香りがしてきましたよ♪

栄養課では、当院管理栄養士 2 名と日清医療食品のスタッフ 23 名により、毎日約 1,100 食の給食を
ご提供しております。その他、年間 30 件以上の行事食を実施、集団・個人栄養指導や栄養相談、年 4
回の嗜好調査、月 1 回のおいしんぼだよりの発行を行っております。これらの活動を通じて、患者様に
寄り添った、安心安全なお食事をお届けすることをモットーに、栄養課スタッフ一同、日々全力で取り
組んでいます！病棟でも栄養管理業務を行っておりますので、管理栄養士を見かけたら是非お声かけ下
さい！とても喜びます（笑）

当院のアイドル管理栄養士

★材料（おこめ 3 合分）★

皆さんに美味い料理をお作りします

おいしくな～れ♪おいしくな～れ♪

★★作り方★★

・きのこ

400ｇ

①お好みのきのこの石づきをおとし、一口大サイズに切るか裂いてお

・にんじん

1/2 本

く。にんじんは細切り、ごぼうはささがきにして水にさらしておく。

・ごぼう

1/2 本

②フライパンにサラダ油をしき①の具材を炒める。

・サラダ油

大さじ 1

③だし汁、しょうゆ、さとう、みりんを②に入れて強火で焦げないよう

・だし汁

100ｃｃ

に炒め煮にする。水分がほぼ無くなったら火からおろす。

・しょうゆ

大さじ 5

④炊き立てのご飯に③を入れて混ぜ合わせたらできあがり♪

・さとう

大さじ 2.5

・みりん

大さじ 2

今回のレシピ

・お米

3合

はこの５種類

しいたけ・エリンギ・ひらたけ・なめこ・クロアワビダケ

きのこには、主にビタミンＤや食物繊維が多く含まれます。ビタミンＤは体内でのカルシウムの吸収
を助けるため、骨を強くし骨粗しょう症を予防します。食物繊維は血糖値の上昇を緩やかにしたり、
コレステロールの吸収を抑えたりと、生活習慣病予防に役立ちます。きのこはダイエットの強い味方
ですので、ついつい食べ過ぎてしまう「食欲の秋」にはイチオシの食材なのです🍄🍄🍄

当院の作業療法課では、活動の一環として「モザイクアート」の作成を行っています。モザイ
クアートの作成を始めたきっかけは、カルチャーフェスティバルという毎年４月に開催している
お祭りで、巨大アートを入院患者様と協力して作り、展示しようという意見が始まりでした。し
かし、なぜモザイクアートなのかと申しますと、モザイクアートは台紙に貼る折り紙の形や色が
決まっており、自由度も高くない為、どんな疾患の方でも取り組みやすいからです。今年度より、
カルチャーフェスティバル以外でも、院内展示用として色々な絵のモザイクアートを作成しまし
た。ご来院の際は是非、院内の様々な場所にモザイクアートを展示しておりますので、少し足を
止めていただき、ご鑑賞ください。モザイクアートを綺麗に見るコツは、少し離れてみる事です。

クマノミが楽しそうに泳いでます（＾＾）

あの！名画がここに！！

ご本人そっくりに完成です

次はどんな力作が？？

～～Ｄｒ．松下のお悩み相談～～
最近、仕事から帰宅すると食事も摂らず、ソファに横になり、そのまま寝て
しまうことが多くなりました。夜中 12 時頃に一旦眼は覚めるのですが、お風
呂に入るのもおっくうでまたそのまま寝てしまい、気付けば朝になっていま
す。睡眠時間はとれているはずなのに疲れが取れず、午後になると睡魔が襲っ
てきてウトウトすることもあります。生活スタイルを変えなきゃとは思ってい
ますが、なにから始めたらいいのかわかりません。どうすれば改善できるでし
ょうか。
（34 歳 女性）
質問者様に限らず、日常生活がほぼ仕事で手一杯で他のことは何もできない
方はかなりいらっしゃると思います。質問内容から推測すると生活の大部分を
仕事に支配されているようでなりません。であるならば仕事そのものに対する
姿勢、考え方、取り組み等を変えていかないとワーカホリック、燃え尽き症候
群さらには自律神経失調症、心臓疾患、うつ病といった病にも発展しかねませ
ん。そうならないためにも今の仕事のスタイル、時間、休暇の取り方、人間関
係等をもう一度見なおし、仕事でのストレス軽減を図るべきです。仕事以外の
時間に余裕をもたせることで自然と何かやりたいことがみつかったりメリハ
リのある生活スタイルが確立できるのではないでしょうか？

一視同仁 ～大分下郡病院の歴史を紐解く～
月日の経つのは本当に早いもの、今年ももう、霜降の時分となりました。
涼しいと言うより寒さを感じる今日この頃でして、もう、クローゼット
からコートを出された方も多いのでは。さて、本日は、当院の衣装の歴
史を遡ってみましょう。病院設立時は、事務の女性は着物姿でして、ナ
ース服も、ナイチンゲール風と申しますか、昭和３０年代はこういう感
じだったんですね。それが昭和５０年代になりますと、看護師さんはナ
ース・キャップが主流となり、男性はネクタイにスーツですね。そして
今年の夏、全部署で制服を替えたのですけれど、看護部はより動き易く
なり、事務方や相談員さんは、シックな装いとなりました。何れ又、新
たなユニフォームになるかと思いますが、原点回帰と申しますか、次回
はレトロでクラシカルな物も楽しいかもしれませんね。

着物姿の事務員さん

懐かしのナース・キャップ

①甘いものが苦手なお父さんでも喜ぶパイって何？
（

）

②本は本でも買えない本って何？
（

）

③車の中で道案内してくれるカラスって何？
（

）

④中身が入っているのに入っていない物って何？
（

）

⑤人は泳げるけど魚は泳げない場所どこ？
（

）

⑥飲むと見えなくなるのって何？
（

）

⑦海は海でもしょっぱくない海って何？
（

）

読者の皆様、こんにちは。コロナ禍の所為もあり、
中々劇場に足を運ぶ事が出来ず、このコーナーも、
以前観た物の紹介となりまして、誠に申し訳ござい
ません。記憶の糸を辿りながら、かつての名画をご
紹介したいと思います。さて、今回は、１９９８年
の名画、
「シャンドライの恋」を取り上げます。カン
ヌ・ベネチア・アカデミー・ゴールデングローブの
各賞を制したイタリアの名匠、ベルナルド・ベルト
ルッチ監督の作品なんですね。舞台はローマ、何時
何処を撮っても絵になりまして、誠に美しいんです
ね。テーマは異人種間の恋でして、イギリス人のピ
アニストはクラシックを、メイドの女性はアフリカ
人ですから民族音楽を好むんです。その対比も見事
でしたし、ラストは誰しもが考えさせられます。必
見の一作と言えましょう。ベルトリッチ監督は、誠

←迷路ゲーム
←迷路ゲーム
青⇒スタート
赤⇒ゴール

に国際色豊かでして、フランスや中国、チベットや
アフリカでも映画を撮った事でも有名です。代表作
の「ラスト・エンペラー」には、日本の坂本龍一も
出演していますし、紫禁城でのロケは驚きですし、
ご興味を覚えた方は是非ご覧くださいませ。
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【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： 乾杯

見本

カーナビ

からし

プール

⑥水（見ず） 湖（みずうみ）

