病院の

◇◇◇◇◇◇
院各し人後妥上科目入り兄

を職ま格底全に学指確組童
日種すのし管努的すをみ思 舒
鵜の○研ま埋めな医尊ま春

柵

し実額すとま医療重す期

ま習を○イす痕をLo希 兩ｸ
す病つンo妓行､神
o院みフ術い自医
と､オとま由療
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心の日
子

した｡

｢娘とあまり

最後の質疑応答で'中学生の女の
子をもつお父さんから

との質

会話がありません｡父親として娘に
できることはなんですか?｣

印象深かったです｡娘が中学生‑ら

‑病棟看護師
大川内 淳

いになると父親としてできることは

問があったのですがその答えが一番
7月4日'オアシスタワーの横に

ほとんどないのですが'娘が小学校

あるソレイユというところで院長の

﹃男親との筋肉

にあがる前であれば

講演があったので聞きに行ってきま

を介した遊び﹄ が娘にとって将来の
になるとのことで

した｡雨の日でしたが多‑の人が聞
﹃生きてい‑力﹄

治療実績

女性‑356名)

(2009年度)
年間‑620名

①新患
(男性‑264名

川

病診連携室長

深

徹

⁚465名

⁚ 9 9 ･ 1 日

‑471名

②年間入退院数､ 平 均 在 院 日 数

平均在院日数

年間入院数
年間退院数

*年間退院者471名の動向

⑨入院期間

1%

きに来ていました｡丘の上病院の患

す｡筋肉を介した遊びとは'父娘で
お相撲をとったり､お父さんが腕に

娘をぶらさげてグルグル回したりす

2‑5年

2%
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モー廷U二L二辱一N(l一人ヽ ノ((誓書UMl]丁美)勇FI表摂隻障害

uF九二W..Vn.)転二M(1二三毒⁚責蚕一J 革つつ病など)

統4n一空喜⁚l ti;全一天裏E型等害及び妄想障害

コール雪李亡三〇∪)

症状性を含む器賀性精神障害(認知症など)
精神作雫望荒(︺隻吊による精神及び行動の障害(アル

%) が退院され､6ケ月以内には426
名(90%)の患者さんが退院をされます｡

471名中､3ケ月以内に341名(72

1‑2年

者さんや当院のOB(スタッフ)など

ました｡

精神科に携わっている方達も来てい
﹃思春期のここ

(57%) で半数を超えます｡

★新患の年齢は10代〜20代まで225
名(37%)､30代を入れると349名
★高齢者の受診も毎年増加しています｡

や他医療機関からの紹介も貢JJ壷享(.11m･妻

★ 気 分 障 害 統合失調症の患者さんの受診が
全体の約4割となっていますoクリ二ノブ
さんが多い｡

が多くなっている｡

★アルコール依存症の悪書さんのlM( 二二..f.i一一

2

講演のタイトルは

ることだそうです｡父との相撲や肩
車'父に腹を享えられての飛行機ごっ

ろについて﹄ でした｡最近の思春期

の特徴や思春期特有の心の状態､治

こなど思い出しました｡父に感謝で
す｡

療の方法など中にはシビアなお話も
ありましたが､会場に笑いが起こる
場面もありました｡拒食･リストカッ
ト･ひきこもりなど､

本人はもちろん苦し

いですが､周囲の家

族や教育者も苦しい
と改めて考えさせら
れました｡そして､

苦しむ思春期のこど
もたちと対するとき'

その子の1 0年20年後

を見据えるという視

点を学ぶ事ができま

疾患別
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3病棟師長

し'退院に向けて必要な治療や検査

の方々に応じた入院治療目標を設定

に怯え､また､世間では

が開始されます｡当院でも各集団精

昨年は新型インフルエンザの猛威

という言葉が流行しあちらこちらで､

神療法'疾病教育'心理教育､作業
療法などを行い'患者さんが主体と

｢チェンジ｣

が求められました｡私達医

療人も､常に変化や改革を意識し､

なるような医療を目指し､スタッフ

｢変化｣

時代に応じて変わっていかなければ

ただきます｡

も一丸となってサポートをさせてい

｢チェ

ならないと思っています｡

大分丘の上病院も､今年は

｢精神科急性期治

事は､病棟編成です｡その中でも3

したが､ようや‑軌道に乗りはじめ

ているのか分からないような状況で

開始当初は'毎日が忙し‑何をやっ

病棟は'6月より

たように思います｡しかし'まだま

の年でした｡特に大きな出来

療病棟｣ の許可を受け'運用が開始

だ改善しないといけない部分はた‑

ンジ｣

｢精神科急性期治療病

種からなるチーム医療を展開し'3ケ

入れ'手厚い看護体制の中で'多職

棟｣

やすいものにしな‑てほならないと

いる治療や看護が見えやすく分かり

の家族の方々にも､当病棟で行って

さんありますLt

されました｡

月以内の早期退院を目指す病棟と言

思っています｡今後もご支援よろし

入院患者さんやそ

われています｡入院した患者さんに

くお願いいたします｡

とは'新規入院患者さんを受け

は早い段階で'合同面談を行い､そ

副室長古賀 朋和

地域サポートステーション

L l

L . . . ‑ ･ 亡 ･ ‑ □

低下を改善し社会復帰を促すために長
期にわたる治療･支援が必要になって

⁚ ･ ; ･ ･ ･ 1 ･

3病棟主任

統合失調症とは､思考･行動･感情

治療･予防といった一連の流れを理解
してもらい､再発予防･社会復帰につ

いる悪者様に､自分の病気の原因･症状･

まゆみ

を‑つの目的に沿ってまとめていく能力､

安藤

ばす打線の爆発で見事勝利‑･男性だ

すなわち統合する能力が長期間にわたっ

当院ではそういった症状で苦しんで

きます｡

けでなく女性の活躍もあり5連覇を

れました｡しかしその心配を吹き飛

けてでる選手もおり体力的に心配さ

す｡当院は人数が足りなく2試合続

3試合日は当院と渓泉寮の試合で

みlどり称⁚,優l勝する=:.5連覇 ⁚h

マ

去る5月2 6日(水)に向井病院と渓

高齢化のため次回よりみどり杯は

ています｡

｢希望が持てる内容

感想を頂き､少なからず治療に役立っ
ているのではないかと思っています｡
世間では統合失調症に対してまだま
だ偏見が残っています｡それでも病気
を抱えながらきちんと自立して社芸で
生活している憲者様もたくさんおられ
ます｡(trt後も病気を持った悪書様やそ
の方を支える家族等が安心･安全に生
活できる社会になってほしいと思いま
すし､私たちもお手伝いでさればと思っ

で(lrl後に活かしていきたい｣ といった

で勉強になった｣

病気について考えたことがなかったの

参加した悪者様からは ｢(lrlまで自分の

ばかりK)スタッフも手探り状態ですが､

について､再発予防のために工夫でき
ること､利用できる社会資源について
など勉強していきます｡まだ発足した

ついて､症状悪化や再発の前兆(サイン)

なげてもらいたいとH2 2･4より虹の
会を発足しました｡この芸は週1回(30

年1回の開催ということになりまし

また､統合失調症ではなくてもl時的
に同じような症状を起こす病気もあり
ます｡幻覚や妄想は薬物療法で比較的
改善されますが､中断により再発の可
能性が出てきますし､その後も能力の

た妄想などです｡周りから見れば明ら
かに病的なのですが本人にとってはそ
れが真実であり､それによって仕事や
対人関係､自己管理などがうまくいか
なくなりとても苦しい状況となります｡

ようとしている｣ ｢テレビによって自
分の考えが世間に広められている｣といっ

統合失調症の患者様はさまざまな症
状に苦しんでおられます｡例えば ｢誰
かが自分の行動に文句を言ってくる｣
といった幻聴､｢誰かが自分に悪さをし

われており､発症頻度は100人に1
人と言われています｡

た環境が直接の原因ではなく､さまざ
まなストレスが重なって発症すると言

が脳の働きをつかさどる物質(ドーパミ
ンなど)のバランスの崩れと関係がある
と考えられています｡遺伝や性格､育っ

達成したのでした｡

養寺グランドで行いました｡みどり

泉寮､丘の上病院の3チームでソフ
トボール交流芸みどり杯を日出の安
杯は毎年2回､春と秋に行われてい

たが､連勝記録はこれまで同様延ば

れる病態をlE"Dいますo 原因は不明です

ます｡丘の上病院は5連覇がかかる

していきたいと思っています｡日頃

て低下し'その経過中に幻覚･妄想･
まとまりのない行動などの症状がみら

大芸でもありましたが参加人数はー

のプログラムでも練習を積んで来年

分)4‑5人程度のグループで､テキス
トを利用して行います｡自分の症状や
現在使用している薬の作用･副作用に

名｡そして当日は肌寒さを感じるあ

の春にまた優勝トロフィーを持って
帰りたいです｡

いにくの天気でしたが､試合は大変
白熱したものとなりました｡

抽選の結果第1試合日は向井病院

と渓泉票の戦いになりました｡見学
をしながら相手の選手や戦い方を見
ることができました｡さすがに両チー

ム気合が入っていました｡とにかく
良く打ち､そして守ります｡厳しい
闘いになることが想像されました｡

2試合日はいよいよ当院と向井病

院の試合です｡ピッチャーは女性メ
ンバーが頑張ってくれました｡そし

て援護すべく打線も頑張ります｡両
者がうまくかみ合って初戦を勝利で
飾りました｡
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3病棟看護師

那須

博幸

スリル満載何が起こるかわからない

しかし､祭りの讃嘆は変わっても

輝夫

(Ih回第2 0回丘の上崇開催に実行副

お祭りにしたいと思います.p.JJ来場

私の場合 ｢暑いですねえ｣が挨拶

変わらないものもあります｡それは､

工藤

委員長として携わりまた､初参加出

いただける皆様との心の緋､連携を

代わりだったような気がします｡皆

地域の皆様､悪者様とそのrtJ家族の

‑病棟看護師

来大変嬉しく思います｡計画当初ど

保ち満足いただける様すぼらしい芸

さんはどうだったK)しようか?

います｡

思いますo そして､(lrl年も盛大な丘

方々への感謝の気持ちです｡

(lrl後の思い出の‑ぺ‑ジになる様

(lrl回数少ない開院からのスタッフと

の上祭になる事を祈るばかりですo

さて､その暑い夏も終わり､当院

]ニ二二≡六 )至Tハ一J JtJ,(11票在に至って

の様に進めてやっていけば良いのか

である様盛り上げますし､盛り上げ

(lrl年の夏は､みなされ1()こ守完の

迷ってばかりでしたが各係り･病棟･
て下さい｡

通り記録的な猛暑でした｡

実行委員皆様の協力もあり無事に開
催を迎える事となりました｡人と人

皆様のpJ.)来場を心よりお待ちしてお

いう事で依頼があり､ペンを取った

マを｢change｣と掲げ､(lM6での

上崇が始まり､(ln年で20回を迎える

平成元年に開院し､翌年より丘の

それは､これからも変わらないと

とのつながり､地域の皆様とのつな
ります｡

イメージを一新してビックリする様

事となりました.振返ると初期の祭

次第です｡

では丘の上祭の季節となりました｡

がりを大切に職員も一丸となり盛り
上げて頑張っています｡

なサプライズ演出をたくさんpJ.)用意

りは､手作り的な要素が強い祭りで

さて(rrl年の丘の上祭KJすが､テー

しました｡幅広い年齢層の方々に楽

した｡

ステージを夜遅くまで作ったり､

しんで頂けるよう､食欲の秋にて模

擬店を7種類･芸術の秋で外部出演

龍踊りの龍を女性スタッフ総出で作

成するなど'(lrlとなっては､懐かし

を5回体予定しております｡目で楽
しんでお腹一杯大満足なJ田を過p/.)

それが､芸を重ねることに､スタッ

く良い思い出です｡

なお雨天時も屋内にて実施を予定

フの要領も良くなると共にプロブラ

せるかと思います｡

しております｡ワウワウ･ドキドキ･
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