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撮影：（中村美鈴）／ 場所：新ひだか町
表紙を飾る写真を募集しています！！
当面は院内職員からの募集とします。
なお、応募された写真は返却いたしません
のでご了承ください。
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お知らせ

静和会石井病院 病院理念
○ 医療の本質を追求し、科学的、創造的かつ主体性のある医療を目指します。
○ 「思いやり」「いたわり」「優しさ」を常に忘れず、豊かな人間性で患者さんの主体性を尊重した医療を実践します。
○ 保健、医療、福祉との連携を密にし、地域住民に愛され信頼される医療チームを構築します。
○ ノーマライゼーションの視点に立ち、社会のニーズに応じた医療を提供します。

地域医療連携室の現状
後藤

和之

における「精神科石井病院」の役割

互いの情報などを交換したり、地域
毎週月曜日

けております。

①「もの忘れ外来」の予約を受け付

連携室からのお知らせです。

すことを心掛けております。

して、迅速かつ円滑に、受診できま

いずれにおいても、患者様が安心

介に入り連携をとっております。

療機関へ受診する際も、連携室が仲

地域医療連携室長
地域医療連携室（以下「連携室」
と呼ぶ）は現在、私と高橋連携室員
の２名体制であります。
連携室では日高管内を中心に医
療機関・福祉施設・行政等へ訪問活
動をしております。各担当者の方と

等をＰＲしております。それにより

午後１時３０分～３時００分

お会いし、院内報を配布したり、お

ご紹介いただく患者様は一ヶ月あ

担当医

受診にさいしては患者様の状態

うぞお気軽に受診してみて下さい

◆最近、もの忘れで気になる方、ど

石井院長

たり十数名程です。
に合わせて医師へ適切な情報提供

意の集中と分散、意欲を出すなど人

最近では色々な『脳トレ』が流行

②当院の医師又はコメディカルス
いての講演会開催や講師派遣も行

していますが、難しくて少し考えな

間らしさを司る機能です。

なっております。ご連絡をお待ちし

くては解けないものよりも、必ず１

タッフによるうつ病、認知症等につ

ております。

００点が取れるような簡単な計算

や読み書き、またコミュニケーショ

連絡先
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ンを取ることで前頭前野が活性化

好き嫌いはあるようですが、「昔

されるといわれています。

（地域連携室宛）

認知症作業療法について

い頭の体操になるよ」「全部合って

は誰にも計算は負けなかった」「良
当院の認知症作業療法の一つと

るかな？」「もっといっぱいやらせ

声も聞かれます。在宅でも簡単に取

して、簡単な計算や読み書きなどの
皆さん、学習療法というものをご

り入れる活動なので、認知症予防・

て」など楽しんで取り組まれている
存知ですか？ 定義は「学習療法と

余暇活動として取り入れてみては

活動を取り入れています。

は、音読と計算を中心とする教材を

どうでしょうか？

認知症病棟

用いた学習を、学習者と支援者がコ
ミュニケーションをとりながら行
なうことにより、学習者の認知機能

（例題）

を行い、入院治療が必要となった場
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立機能などの前頭前野機能の維
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合には、担当となる看護部や関係各

持・改善を図るものです。」とされ
ています。
前頭前野とは思考、意思決定、行
動や感情の制御、コミュニケーショ
ン、記憶のコントロール、意識・注
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部署への情報提供を行っておりま
す。
このように各機関および院内の
連携をとるべくパイプ役を担って
おります。
また、当院の入院患者様が他の医

頭の体操

防」が重視されるようになりました。

る前の予防や要支援者の「介護予

改正では、要支援・要介護状態にな

れることになっており、平成１８年

介護保険法は３年に１度見直さ

ひ、介護予防に取り組みましょう。

生き生きと暮らしていくために、ぜ

護予防」です。いつまでも自立して

ていくことができます。これが「介

ぎ、自分で出来ることの範囲を広げ

した工夫で、心身の過度の老化を防

つながります。日常生活のちょっと

介護状態や認知症を招くことにも

③口腔機能の向上

どし、運動不足解消が大事。

日ごろから万歩計をつけて歩くな

②運動機能の向上

を過ごせているかも大切です。

ックスし、楽しみながら食事の時間

取以外の食事の機能も重要で、リラ

が乱れがちなので注意する。栄養摂

介護予防の３本柱

高齢者が心身の機能を低下させ
介護予防では以下３点に重点が

適切な道具を使って丁寧にブラッ

てしまう最大の要因は「もう年だか

い（口唇による快感）が、成人期には煙草とい

う形で現れることがあります。

「やめられない」その裏に隠れている深層心理

を見つめているのも面白いかもしれませんね。

医療相談室

認定心理士

宮川

由希
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所長

図ることが大切です。

することで、少しでも不安の軽減を

ご本人の病状や状況を理解し接

ると満足感を得られます。

意しましたよ。」と言ってお出しす

でおやつを作っておき、「特別に用

て後で出したり、ゼリーや寒天など

ょう。ご飯の半分量をおにぎりにし

リーのものを準備すると良いでし

ことを否定せず、一日分の摂取量を

このような時は、忘れた

と言ってしまいますね。

つい「今、食べたでしょ。」

また要求する。そんな時、

せたことを忘れてしまい、

認知症の方が食事をすま

（病院前のイルミネーション）
斉藤 光司

こんな時どうする？

変えずに回数を増やしたり、低カロ

介護ＳＯＳ
西田 賢司

石井病院指定居宅介護支援事業所

連絡先

介護についてご相談ください。

シングを行うこと、簡単な体操など

赤ちゃんの頃って吸っていたお母さんのおっぱ

置かれています。

ができます。つまりは「マザコン」疑惑です。

ら」「おっくうだから」と身の回り

観点から見ると、
「口唇期への固着」と見ること

を習慣づけ、口腔の重要な機能であ

別として、煙草が止められないことを心理学の

①栄養改善

められない煙草だが、ニコチン中毒等の場合は

のことや外出をしなくなることに

「身体に悪い」と分かっていても、なかなか止

る「咀嚼、嚥下、発声」の力を強化

…はずなんだけどという方、様々かと思います。

バランスよい食事摂取で疾病を予

や値上がりなんてなんのそのという方、止めた

あります。身体や頭を使わない生活

す。これを機に煙草を止めたという方、いやい

する。

の方々にとっては死活問題ではないかと思いま

防。在宅の場合、食事の時間や回数

十月より煙草が値上がりしましたね。喫煙家

は筋力や意欲を低下させ、やがて要

心理学うんちく話（煙草編）

【平成 22 年 11 月 5 日より実施】

【平成 22 年 11 月 1 日より実施】

（火）午後 3 時 30 分〜午後 4 時 30 分

①受付窓口へお申し出ください。

（金）午後 3 時 30 分〜午後 4 時 30 分

②外来診察時に医師へご相談ください。

【予約受付】“電話もしくは受付窓口にて”

③医師の指示があれば外来時に実施いたします。

新ひだか町在住の方

他町在住の方

区分

3 歳〜小学 6 年生

中学生〜65 歳未満

65 歳以上

生活保護

すべて

1 回目

1,200 円

2,400 円

1,200 円

0円

2,400 円

2 回目

700 円

1,400 円

1,400 円

0円

1,400 円

新ひだか町在住で非課税世帯の方は、後日、町へ申請することにより負担分は返金されます。
他町在住で助成対象の方は、それぞれ各市町村で助成の手続きが必要となります。

精神科外来

＊＊＊＊＊

受付時間

外来担当医表

＊＊＊＊＊

月

火

水

木

金

土

年末年始の外来休診日は
下記のとおりです。

午前

8：45～12：00

林

松野

林

石井

札医

休診

◎

12 月 31 日（金）

午後

13：30～15：00

林

札医

松野

石井

松野

休診

◎

1 月 1 日（土）

◎

1 月 2 日（日）

◎

1 月 3 日（月）

もの忘れ外来

毎週月曜日

午後 1：30～3：00

石井
隆司

予約制です

内科外来
午後 1：30～3：00
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