（4）

リバーニュース
リバーサイド病院広報紙

開院40周年記念祝賀会
平成29 年 9 月某日レンブラントホテル大分にて開院
40 周年記念祝賀会を開催しました。荒木理事長・佐々

医療法人 青樹会

木院長の挨拶に始まり、職員による余興の披露や新人職
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員によるゲーム、抽選会など笑顔溢れる会となりました。
今後も質の高い医療および
医療サービスを提供できる
よう一層の努力を続けてい
きたいと思います。

職員旅行

こころとからだの健康フェスタ
平成29年11月12日、こころとからだの相談支援センター
で開催された「こころとからだの健康フェスティバル」にて、
今年も
「焼きそば」を出店しました。たくさんの方から好評
を頂き即完売でした。模擬店を通し地域の方々とも交流で
き、参加された患者様も他施設の催し物などを楽しまれて
いました。地域の方々
と の 交 流 を 大 切 に し、
今後も参加していき
たいと思います。

平成 29年度の職員旅行は日帰りで福岡（マリンワールド）、
佐賀（呼子・鳥栖）
、蒲江（釣り堀）
と 一泊二日で宮崎に行き
ました。一泊二日は台風接
近により終始、生憎の雨で
したが急遽プランを変更
しながら楽しいひと時を
過ごすことが出来ました。

乳和食って知っていますか？
新年明けましておめでとうございます。
お正月はいかがお過ごしだったでしょうか？
年頭に
「今年したいことリスト」を作りますが、一年を振り返る頃にはすっ
かり忘れてしまい、毎年何を書いたのか思い出せない有様です。気持ちを
新たに今年は目標を意識しながら、一日一日を大切に過ごして
いければなと思います。本年も宜しくお願い致します。

編 集 後 記

乳和食は味噌や醤油などの伝統的調味料に
「コク味」や「旨み」を有する牛乳（成分無調整
牛乳）を組み合わせることで、利用されてい
る食材本来の風味や特徴を損なわずに食塩や
だしを減らし、美味しく和食を食べてもらう
調理法のことです。

新年あけましておめでとうございます。患者様をはじめ地域の皆様方のおかげで、無事
に新しい年を迎えることができました。昨年は、九州北部豪雨や台風18 号による影響な
どで、自然災害の恐ろしさを考えさせられる年でした。被害に遭われた皆様方には、
心よりお見舞い申し上げます。
当院におきましては、昨年９月に開院 40 周年を迎えることが
できました。患者様のより良い生活のため質の高い医療サービス
をご提供できるよう、一層の努力を続けていく所存です。
本年もどうぞ宜しくお願い致します。

★所在地

★病棟名称・入院病床数

TEL (097)568-7991　　　 FAX (097)568-7992
〒870-1133 大分市大字宮崎６番地の３

ストレスケア病棟（新設）、一般治療病棟、社会復帰病棟、
療養治療病棟、認知症治療病棟
入院病床数：234床

★診療科目

★交通アクセス

精神科・心療内科・内科
★受付・診療時間
初診の受付時間（月～土）
午前 ８：00 ～11：00
午後12：00 ～16：00

診療時間（月～土）
午前 ９：00 ～12：00
午後 13：00 ～17：00

再診の受付時間（月～土）
※原則として
午前 ８：00 ～11：30
午後12：00 ～16：30

※日曜・祝日は休診します。
※土曜の内科の診察は行っておりません。
※御来院の際は、保険証をお持ち下さい。
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■ＪＲ利用
大分駅からタクシーで約10分
（約６㎞）
■バス利用
ＪＲ大分駅前より敷戸・星和台行き
大分バスで約20分・光吉入口バス停
で下車・徒歩約３分
■大分自動車道利用
光吉インターより、 ホワイトロード・
宮崎交差点を右折（約100ｍ）

リバーサイド病院
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§病院基本理念「 敬愛・奉仕・信頼 」

患者様権利

§ 基本方針

リバーサイド病院は以下の権利を遵守いたします。

１）人間愛と奉仕の精神に基づき、患者様を中心とした
安らぎある誠実な医療を行います。

１、平等で最善の医療を受ける権利

２）患者様の基本的人権を尊重すると共に、守秘義務
を厳守します。

１、治療を自由に選択し自己で決定する権利

３）患者様の療養生活の質の向上のみならず、社会復
帰や自立した地域生活などへの支援を行います。
４）患者様ならびにその家族からはもちろんのこと、地
域から信頼される病院を目指します。
５）上記を実行するため、職員が高い志を持って日々研
鑽に努めます。

１、安全に医療を受ける権利
１、治療内容を知る権利および知らないでいる権利
１、プライバシーが守られる権利
１、他の医師や第三者の意見も聞き納得して治療を受
け る権利（セカンドオピニオン）
１、通信・面会の権利
１、最小の制限のもとでの治療を受ける権利
１、苦情を申し立てる権利

リバーサイド病院
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院 内 行 事 報 告

ス会
クリスマ

収穫祭

平成29年12月8日、
５階体育館でクリスマス会が開催されま
した。キャンドルサービスや聖歌に始ま
り、各病棟からの出し物がありました。
どの病棟からも趣向を凝らした出し物
ばかりで、練習の成果を存分に発揮され
ていました。今年もたくさんの拍手と笑
顔に溢れ、心温まるクリスマス会でした。

平成29年10月13日、
収穫祭が行われました。作業療法活動の
農作業で収穫した野菜をふんだんに使っ
た豚汁が振舞われました。病棟ごとのカ
ラオケやゲームなどの催しもあり、収穫祭
を楽しんでいただくことができました。

会
ちつき大

平成29年12月22日、 も
毎年恒例の餅つき大会を開催しました。
30kgのもち米を患者様と職員とで協力
しながら 蒸し・つく を繰り返しました。
杵が重く大変でしたが、今年も沢山の小
餅ができました。つきたて
のお餅は格別で皆で美味し
く頂きました。

OTだより 〜OTではこんなこともしますよ〜

学 会 報 告
◎第35回大分県病院学会
　　（平成29年11月・大分）　
　　作業療法士 堤 綾香ほか
「うつ病患者に対する
行動活性化療法」
発表を通じ改めて今回実施し
た内容や症例について考えるこ
とができ、貴重な経験をするこ
とが出来ました。また他施設の
様々な発表も聞くことが出来た
ので、今後の作業療法にも活か
していきたいと思います。

料理活動の一環で、若い男性患者様対象の男の料理教室を行いました。料理名は
「リ
バーサイド自家製手打ちうどん」です。もちろん生地から作るということで、捏ねて・の
ばすなどの力の要する工程が多く、
自分で作ったうどんを食べ
「疲れたけど、
初めてうど
んを作って良い経験になった」などの感想も聞かれました。また当院には定期的に OT
学生が実習に来て、
患者様の前で特技を活かしたレクリエーションを提供してくれます。
今回の学生さんは、
トランペットやピアノを演奏してくれ、
非常に完成度が高く
「コンサ
ートみたいで、
驚きました」
などの感想も聞かれ大好評でした。

各 病 棟 行 事

1病棟

2病棟

ビンゴ大会
平成29年11月、病棟レクでビン
ゴ大会を開催しました。今回は
スティックコーヒーなどの景品も
準備され大変な盛り上がりでし
た。患者様もいつも以上に真剣
な顔つきで参加されていました。

5病棟

ストレス対処法

9月
～

11月

OPAM
大分県立美術館

平 成29 年9月29日
にバスハイクに行き
ました。天気も気候
も良く絶好のバスハ
イク日和でした。患者様の体調も良く笑顔が絶
えず、前日から心待ちにしている患者様も多く
いらっしゃいました。美術館では、色々なオブ
ジェを鑑賞し沢山の芸術作品に触れる事ができ
ました。心地よい気候の中で食べたおやつも美
味しかったようで、楽しんで頂けたようでした。

カラオケ大会
平 成29年11月17日、病棟レク
でカラオケをみんなで楽しみ
ました。数十人という大勢の前
で歌い上げ、歌い終えると大
きな拍手に包まれました。楽
しいひと時を過すことができ
たようでした。

6病棟

3病棟

みかん狩り
平成29年11
月10日、 毎
年恒例のみ
かん狩りに
行ってきま
し た。 今 年
は大雨の影
響もあり、みかんの出来が心配でしたが
たくさんの実がなっていました。もぎた
てのみかん、美味しかったです。お土産
のみかんも好評でした。
映写会
平成29年11月に映写会で『男は
つらいよ』を上映しました。普段
なかなか映画を観る機会が少な
い患者様も多く、
「懐かしい、楽し
かった」と大変好評で喜んで頂き
ました。映写会の後はおやつも食
べ満足気な様子でした。
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前回からの続きで、
認知の偏りの代表的な
ものを挙げていきます。

以上、
認知の偏りの代表的なものを 8 つ挙げてきました。
しかし、
認知の偏りを自分で気づくことは困難なことです。
私達が自分の
認知が偏っていることに気づくのが難しいのは、
自分の考えてい

ることをごく当たり前のものとして受け取っているからです。それ
を偏っていると言われると、
自分の考えが間違っていると言われ
たと感じるかもしれません。
しかし、
ある考えが間違っているということを言おうとしてい
るのではなくて、
その考えがどの程度現実に即した判断であるか
をもう一度考え直してみることが大事だということです。
それが
認知行動療法のポイントなのです。
精神的に辛くなっている時に
は一般的に、
現実を見ているようできちんと見ておらず、
悲観的に
なりすぎていることが多いのです。
そこで、
極端な考え方をしてい
ることがわかったときには、
もう一度現実に沿いながら問題点を
整理して、
問題に対処するように勧めます。
もし、
実際に悲観的な
ことが起こりそうな場合には、
その出来事にどのように対処すれ
ばよいかを考えていけばよいのです。
（玉那覇 邦）

デイケアだより

高齢化を防ぐ

⑧ 自分で実現してしまう予言：自分で悲観的な予測を行うことに
よって、
そのために自分の行動が制限され、
その結果その予測が
実現し、
更に予測が確信に発展していく状態です。
例えば、
クラ
イアントの前で商品のプレゼンテーションをすることになった
時に、
緊張してしまい、
結局は思うように話せなくなります。そ
して、
「きっと今度も失敗するだろう」
と思い込んで失敗を繰り
返すことになります。
この思考パターンに対しては、
上手くいか
なくなる要因について現実的視点から検討しなおしたり、
予言
することの悪影響を書き出してみたりするように勧めます。

道の駅・唄げんか大橋・ととろの森
平 成29 年11月 9 日、
宇目へバス旅行に行き
ました。宇目キャンプ
村では、
紅葉と心地よい
風を感じながら昼食を
楽しむことができました。自由時間は、道の
駅で名物のアイスクリームを食べたり、
大橋
からの景色を楽しんだり、
ととろの森の猫バ
スと写真撮影を行ったりと思い思いに楽し
まれていました。メンバーさんよりは
「楽し
かった。気持ちが
い い ね。
」な ど の
感想も聞かれ、天
候にも恵まれ秋
を感じるバス旅
行となりました。

部署紹介

ち っ そく

ご

え ん

— 窒息・誤 嚥を防ぐ —

年齢を重ねるにつれて、粘りが強いものなどを食べた際、うまく飲み込む
ことが出来ずむせてしまったり、喉に詰まらせそうになったことはありません
か？ 麻痺などで飲み込みに障害がある方は特に注意が
大切です。誤嚥性肺炎を併発してしまう恐れもあります。
ご

え ん せ い は い え ん

★
「 誤嚥」
を防ぐために

① 食べやすい姿勢をとる……… 椅 子には深く座り首を少し前屈した姿勢。
後ろに反り返える不自然な姿勢は気管に食
べ物が入りやすくなります。
② ゆっくりよく噛んで食べる… 食事は時間に余裕をとり、一口一口よく噛
むことを意識して食べる。
③ 水分の用意…………………… 食べ始める時や固形物を食べた後はお茶や
汁物などを取るようにしましょう。
④ 詰まりやすい食品…………… 大きな肉片・餅・こんにゃく・根菜は特に
注意しましょう。
⑤ 注意する調味料……………… お酢・酸味の強いもの・香辛料はむせやす
いので気をつけましょう。

［5病棟 ］

５病棟は療養治療病棟で、病床数は60床の病棟です。
『多忙
でも患者様に笑顔で接する』を病棟目標に掲げ、患者様が穏
やかに入院生活を送り、療養してもらえるよう援助をしてい
ます。これからも患者様より多くの笑顔がみられるようにス
タッフ一同頑張っていきたいと思います。

永年勤続者紹介
平成29年10月11日「第38回大分県精神保健福
祉大会」において、精神保健福祉功労者として大分
県精神保健福祉協会長表彰を授与されました。

戸高 夏江

看護師

永く勤められたことに皆様のお陰だと心より
感謝しております。これからも初心を忘れず続
けたいと思います。

定年退職者挨拶
松波 洋子

介護士

早いもので無事に定年を迎える事が出来まし
た。
皆様のおかげと思っております。これからもも
う少しお世話になります。ありがとうございました。

