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年頭のご挨拶
年頭のご挨拶
新年明けましておめでとうございます。旧年中は、患者様やそのご家族、そして
地域の皆様や読者の方々に支えられ、無事に１年を過ごす事が出来ました。この
場を借りて、厚く御礼申し上げます。１年間、本当にありがとうございました。
昨年の当院を振り返りますと、矢張り何と言っても、コロナという見えない敵と
の戦いに明け暮れたという印象が残ります。幸いにも、患者様を始めとする、当

理事長 大藤 崇

院関係者からは誰１人として、コロナ感染者が出る事が無く、胸を撫で下ろした
次第です。昨年は、毎年春に行うカルチャーフェスティバルを筆頭に、

様々な新しい企画を準備していたのですけれど、コロナ禍という事もあり、泣く泣く断念しました。
それでも臥薪嘗胆と申しますか、スタッフ夫々が日々の業務に熱心に勤しみ、精進を重ね、少しずつ
ではありますが、当院の医療の質は上がっていると自負しております。コロナに負ける事無く、スタ
ッフ全員が感染症に対する知識を深め、それを実践出来た事は、当院にとって大きな財産でありまし
ょう。私は、当院の全てのスタッフを誇りに思っています。さて、院内外の行事は、なるべく自粛して
参りましたが、昨年１１月２日、大分市のコンパルホールで開催された「豊の国 雇用推進フェスタ」
に出席致しました。当院は、２年連続で、障害者雇用優良事業所の表彰を受ける事が出来ました。こ
れは県下の病院では当院だけの快挙でして、自画自賛になりますけれど、些かなりとも、地域の福祉
や雇用に貢献出来た様に思います。又、設立して１年経ちました、就労継続支援 B 型事業所「かりん」
も、利用者が増え、多くの業務を承り、院内外から大変なご好評を頂いております。これもひとえに、
当院全スタッフの日々の努力のお陰であり、地域の皆様方の支えがあっての事です。本当にありがと
うございました。今年の干支は、辛丑、
「かのとうし」と読むそうですが、草木が枯れ、子年に撒いた
種が、芽を出して成長する年と仄聞します。決して先を急がず、日々の業務を着実にこなして行けば、
大きな成果が得られるとの事でした。当院のみならず、日本中の人々が、共に力を合わせ、コロナに
負けない１年になる事を祈願しまして、筆を擱きたいと思います。本年も、大分下郡病院に対し、叱
咤激励ご指導ご鞭撻の程、何卒宜しくお願い致します。

～年忘れ！
年忘れ！忘年祭～
今年の忘年祭は、初の試みとして、事前に各病棟の余興を撮影し、密にならないよう、上映会という形式
で病棟単位にて実施しました。どの病棟も見応えのある内容で、たくさんの患者様に喜んでいただくこと
が出来ました。特に、自分の病棟や、知っている職員が出演しているのに気付いた時は、拍手や歓声も一際
大きく、大変盛り上がりました。また、毎年恒例となっていた抽選会も実施しました。番号が読み上げられ
るのを、ドキドキワクワクしながら待っている姿が見られ、当選すると、両手を挙げて喜ぶ方もいらっしゃ
いました。今年のレク行事は、院外への外出や、全員で集まって実施する事は難しく、中止せざるを得ない
企画もありました。その中でも形式を変えつつ、いくつかの行事は実施でき、患者様に喜んでいただく事が
出来ました。来年も趣向を凝らした行事企画・運営をしていきたいと思います。

↑今年の目玉はやはり、鬼滅の？？

↑初めての忘年祭に興味津々

部署紹介

薬 剤 課

みなさんこんにちは！！下郡太郎です。新しい年が始まりました！！今年一年が皆様にと
って良い一年となりますように。今年は何が流行りますかね～♪

薬剤課は管理棟１階、事務室の向かい、外来のお隣にあります。狭い調剤室ですがいつも病棟スタッ
フ、外来スタッフ、医事課スタッフなど、たまに医局の先生もいらして出入りの多い部署です。主な仕事は、
入院患者様と外来患者様が服用されるお薬の調剤です。近年、高齢化とともに多くの診療科を受診される患
者様が増えているため、当院でお出しするお薬と、他の病院等で処方されたお薬が同じ物ではないか、確認
作業にはかなりの時間を要し、患者様にお待ちいただくお時間が増えており、ご迷惑をおかけしておりま
す。今年は薬剤師が増員され、現在スタッフは薬剤師５名、パート薬剤師２名、そして助手３名となりまし
た。今後はさらに業務を充実して患者様に安心して安全に、服薬を継続していただけるよう努めてまいりま
す。お薬の飲み方やお薬についての質問などお気軽にお声かけください。

↑薬剤課スタッフ

↑安心安全に調剤します！！

↑処方箋は確実に正確に入力！

七草粥を食べる風習は、中国から始まったといわれています。七草粥は、無病息災、長寿健康を願っ
て食べますが、そのほかにも食べる理由があります。それは、お正月のご馳走で疲れた胃を、七草粥
で休ませることです。春の七草やお粥には、胃をいたわる作用があるとされています。当院の給食で
も、毎年１月７日は七草粥をご提供しています。
《春の七草とその効能》
① セリ：風邪やウイルスの予防、疲労回復、冷え性予防
② ナズナ：風邪やウイルスの予防、健胃、食欲増進
③ ゴギョウ：咳やのどの痛みの緩和
④ ハコベラ：利尿作用、むくみの緩和
⑤ ホトケノザ：解熱、健胃、高血圧予防
⑥ スズナ：シミ・そばかす予防、リラックス効果
⑦スズシロ：二日酔い予防、健胃、咳やのどの痛みの緩和
七草には、胃腸の働きを整え、本来持っている免疫力を高めるという効果・効能がたっぷりと詰まっ
ていますね。毎年１月７日にはこれらの「七つの得」をいただくという意味でも、七草を食べてみては
いかがでしょうか？

パープルリボンキャンペーンに
パープルリボンキャンペーンに参加しました
リボンキャンペーンに参加しました
「女性に対する暴力をなくす運動」期間（11/12～25）
大分県では、パープルリボンにちなみ「アイネス パープルリボンプ
ロジェクト２０２０」と題して、暴力根絶を呼びかけ、被害者に対し
「あなたは悪くない」
「あなたはひとりじゃない」というメッセージを
送る街頭啓発や啓発物の設置・配置、パープルライトアップなどを行
っており、当院も啓発活動に協力・参加しました。

障害者雇用優良事業所表彰を受けました
障害者雇用優良事業所表彰を受けました
１１月 2 日大分市コンパルホールにて行われた「豊の国 雇用
促進フェスタ」にて障害者雇用優良事業所として表彰を受けま
した。当院は、２年連続の表彰となりますので、他の企業のお手
本になれるようこれからも障害者雇用に積極的に取り組んで参
ります。

～～Ｄｒ．松下のお悩み相談～～
コロナが全国的に広がり、会社からは在宅勤務を求められました。私はどち
らかと言えばアウトドア派でして、中々外出する事が出来ません。又、家に
いる時間が長くなりました。その結果、慣れない家事や子育てを手伝う事も
増え、自分の趣味に割く時間が激減しました。ついついスマホや TV を見る
事が長くなり、生活リズムが崩れ、睡眠時間が不規則になりました。ストレ
スが増えた所為か、食事を沢山摂る様になり、体重も増えました。この調子
では、何れコロナが収まった時、社会生活を営めるか不安です。
４８歳男性、会社員
今、コロナ禍で世の中の多くの方が、質問者様のような悩みを持たれてい
ると思います。私も超アウトドア派ですが、日常生活はかなり変化しました。
私が心掛けてきたことは⓵職場の人や家族や友人と不安や悩み、ストレスを
共有する➁運動、散歩、ストレッチ等で適度に体を動かす⓷思い切って趣味、
趣向を変えて今しかできないことに挑戦する等です。私も趣味のトライアス
ロン大会が全て中止になり、モチベーションが保てなくなったのですが、以
前は大嫌いだった筋トレや食生活に興味をもつようになり、バキバキの肉体
改造に取り組んでいます。生活にもメリハリがようやく出てきました。環境
が変わらないのなら、自分を変える努力をしてみてはいかかでしょう？自分
の可能性を掘り起こしてみましょう！

当院では平成 27 年より大分県立看護科学大学の精神看護学実習の受け入れを行っています。今年度も 10 月
8 日から 11 月 26 日まで実習が行われました。4 グループ 30 名の学生が実習されました。今年度の実習はコ
ロナ禍での受け入れとなりましたが、当院としましては、学生の学習を積極的に支援するという方針により、十
分な感染防止対策を実施した上で、受け入れを行いました。実習内容は、精神科病院の機能、役割を学びまた、
受け持ち患者様を通じて、疾患の学習、理解が主となります。病棟の実習指導者は実習が円滑に進むように様々
な面で学生をサポートしています。病棟では指導者とのカンファレンスが毎日行われ、その中で疾患に対する理
解や患者様が抱えている問題点を一緒に考えていきます。精神看護学実習は 6 日間と短い期間ですが、少しでも
学びが深まるように看護部のみではなく、病院全体で未来の看護師育成のため全力でサポートしております。

↑緊張した様子の実習生

↑患者様との会話も弾みます♪

↑カルテの記載について勉強中♪

一視同仁 ～大分下郡病院の歴史を紐解く～
年の始めの 例とて 終なき世の 目出度さを 松竹たてて 門ごとに
祝う今日こそ 楽しけれ、読者の皆様、新年明けましておめでとうござ
います。今年の初夢は如何でしたか？さて、当院の歴史を振り返るこの
コーナーでは、今回、昭和４８年元旦の、スタッフの記念写真をご紹介
します。日の丸が翻り、注連縄が飾られ、男性スタッフはポケット・チ
ーフやステッキを持つ人もおり、何とも時代を感じさせます。何でも、
勤務終了後には、清酒も振舞われたそうで、昭和ですねえ…。もう１枚
の写真は近年の物でして、当院では年賀式と呼んでいますが、理事長・
院長の挨拶のみの、簡素な形となりました。本年で当院は 65 周年を迎
えますが、今後共ご指導ご鞭撻の程、何卒宜しくお願い申し上げます。

↑新年の挨拶をする故蜷木理事長

↑令和２年年賀式の様子

①はっきりしない日付っていつ？
（

）

②「め」
「はな」は、あって「くち」
「みみ」はない
読者の皆様、こんにちは。さて、今回も以前観た作

これは何？
（

）

１９７１年のアメリカ映画でして、アカデミー賞８

③外は人、中は熊。これは何の食べ物？
（

）

④世界で一番キャーキャーといわれるスターって何？
（

）
）

件をテーマにした作品です。クライム・サスペンスに
アクション、そして社会問題がプラスされた傑作と

てロケーションの実写でして、どうやら無許可で公
道をカーチェイスしていまして、それも猛烈なスピ

⑥空の檻にライオン何頭入れられる？
（

部門でノミネートされ、５部門を受賞した、実在の事

言えましょう。当時は CG なぞありませんから、全

⑤動きがキビキビしている人の悩みって何？
（

品のご紹介となります。
「フレンチ・コネクション」
、

）

ードなんですよ。本当に事故が無かったのか、観てい
るこちらが不安になる程でした。またねえ、このフリ

⑦歌をうたう４本足って何？
（

）

ードキン監督、物議を醸す様な問題作ばかりを撮り
続けてまして、最も有名なのは「エクソシスト」です

←迷路ゲーム
←迷路ゲーム

けれど、世界的なブームになったこの映画、素人を役
者に抜擢し、撮影の直前までプレッシャーをかけ続

青⇒ スタート

け、その恐怖の表情を撮る位でして、独特な音楽と相

赤⇒ ゴール

まって、異様な迫力に満ち満ちています。心身共にお
元気な時に、ご覧になる事をお勧めします。それでは

※こたえは裏面

皆様、本年もよろしくお願い致します。
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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

こたえ：
こたえ：①５日（いつか）
①５日（いつか）②
（いつか）②植物③
植物③肉まん④
肉まん④ジェットコースター⑤
ジェットコースター⑤ニキビ⑥
ニキビ⑥１頭⑦
１頭⑦デュオ

