
′

隼や隼淀ふ∴



、’電二．弓∵∴　三　上
▲ご



治療へ標頓の力を生かし、

理念を柱に取り組んでまいります。

医療法入唐虹会

虹と海のホスピタル

理事長　進藤龍一

新病院になり、変わったこと、

変わるべきでないこと。

進藤病院から〟虹と海のホスピタ

ル〟へと生まれ変わり、8カ月が過

ぎました。場所も移転し、「癒し」

をコンセプトにした、それまでのイ

メージとは大きく異なる建物になり

ました。また、職員も患者さんが落

ち着いた環境でくつろいで過ごせる

ことが、如何に治療に大きな効果を

もたらすかを実感し、これまで以上

に精神科医療に真剣に取り組み、研

修にも積極的に参加するようになり

ました。

⊂OLUMN◆3

地域の方々からも「ホテルみたい

で病院じゃないような感じがする」

と云われ、これまでと比べ、精神科

を受診する敷居が低くなったように

感じられます。

病院の環境は大きく変わりました

が、私どもが取り組む医療の標であ

る病院の理念は変わりません。特に、

理念のひとつである「患者さんを中

心とした医療」は、これからも大切

に守っていかねばなりませんし、ど

んなことがあっても、変わるべきで

はないものです。

これから、私たちが

担っていくべきことは…

私たちの使命は、精神疾患を持つ

方が、身体疾患を持つ方々と同様に、

家庭や社会でその人らしい生活を過

ごせるようにサポートすることで

す。また、予防や早期治療のための

啓蒙活動も大切な役割と考えていま

す。社会、地域、患者さんから頼られ、

それに応えられる病院になりたいと

願い、職員と共にこれを実現できる

よう尽力してまいります。

これからも、地域の皆様のご理解

とご協力を、宜しくお願い致します。
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TOPl⊂5◆5

『ンコンセフト　－■■

日経ニューオフィス賞

推進賞受賞‖

9月11日、福岡国際会闇矧こて行われた

探題式の様子

虹と海のホスピタルが、第25回

日経ニューオフィス賞九州・沖縄ブ

ロックにおいて、創意工夫をこらし

た最新オフィスモデルとして「ニュ

ーオフィス推進賞」を受賞いたしま

した。

皆様のお陰にて、多数の応募の中

から今回の賞を受賞させていただく

ことができました。皆様にお礼申し

上げますとともに、今後も心のケア

のサポートに尽力してまいります。

日経ニューオフィス賞は、経済産　「ニューオフィス」づくりの普及．

業省、日本商工会議所の後援を得　　促進を図ることを目的とし、創意と

て、1988年から日本経済新Ⅶ社と社　　工夫をこらしたオフィスを表彰する

団法人ニューオフィス推進協会の共　　ものです。

催で毎年実施されている事業で、

唐津の美しい景観を表唄したエン

トランスやホスピタルモール、地

熱を利用したクールチューブダク

トや屋上緑化など地球環境と人に

やさしい環境設備。

」、＿…＿．＿　　．＿、＿＿　　－

技7笠一二・号へ型

外来スタッフステーションをコア

に、隣接した治療空間で情報共有

を強化できるレイアウトを実現。

電子カルテ（lTツール）の活用で、

情報共有や確認もれや時間のロス

「稲琴撃箕コンセプト
【　－　＿＿　　　＿」，／　＿・．．．　　　一一

＿∴　一　　　■　■∴

一・昔為や‾少

24時間365日対応の院内託児所

の整備、メニュー豊富な職員食堂

など、仕事と生活の調和にも力を

いれた。
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Mentalhealth（are◆7

受診する患者さんの主な主訴一、

■眠れない、早く目が覚める

■だるい、疲れやすい

■気分が滅入る

■下痢や便秘、頭痛や肩こり

■いらいらする

3受診

医師による診察を受けます。

4検査

当日、身体測定・採血・検尿・心理　　後日、必要に応じて心電図・脳波・

検査を行います。　　　　　　　　　レントゲン・MRlなどの検査をする

場合もあります。



8◆Mentalhea旧1⊂are

5治療

医師、看護師、心理士、ソーシャル・

ワーカーなど、経験豊富なスタッフ

がサポートしながら、その方にあっ

た治療方針をたて、患者さんに合わ

せた治療を行います。

＊必要に応じて、右記の療法を組み合わ

せていきます。

受診する患者さんの性別比 受診する患者さんの年齢層の割合

（2012／2／1－7／31、ストレス外来について調査）

6リフレッシュ入院

うつ病の治療で大事なことは、「十分

な休養」と「薬による治療」です。

「休息が必要だけど、なかなか休養で

きない」「睡眠など心身のリズムを整

えたい」という方など、おひとりず

つの目標にあわせ、ゆったりと休息

することで早期回復を促します。



四季折々の心休まる唐津の

の中、アロマテラピーやアニマ

ルセラピー、音楽療法などのリ

ラクゼーションメニューの後

は、プライバシーの保たれる個

室で、ゆったりとした休息の誅

●ストレスのご相戦は

外来予約

TELO955－77－5120

水㊥9：00－19：00

土㊥9：00～17：00



マインドビタミン◆11

マイッドピタ三も．
；皆さんからお寄せいただいた

：てころの悩み〟にお答えする・
マインドヒタミン。

ほんの少しでも、こころの疲れ：

をときほくすお役にたてれば∴！
■　幸いです。

野球の試合で打席に立つと、体が固まってしまい、

いつものように打つことができないんです。

本番で打てるようにするには、

どうしたらいいでしょうか？

本番で緊張してしまって、普段の

力が発揮できないわけですね。まし

てや、ここぞという場面で打順が

回ってきた時には、緊張も倍増で

しょう。

こうした状況下では、誰しもが少な

からずいつもと違う空気を感じたり、

興奮が高まったり、何かしら影響され

ている部分はあるかと思います。

このような場合は、例えば、「練

習のときは本番のつもりで取り組

め。本番のときは練習のつもりで臨

め」と言われたりもしますが、これ

もひとつの緊張をほぐす方法かもし

れません。

また、他のスポーツや習い事にも

通ずることだとは思いますが、ひと

つには、今回のような「打席に立つ

と体が固まってしまう」といった緊

張する場面を、日頃イメージしてお

くことも有効な手段かもしれませ

ん。あたかもその場にいるようにイ

メージして、「脈が早まったり、肩

に力が入りすぎている」という臨場

感を体験するわけです。

こうした場面を繰り返しイメージ

する中で、そこで自分が目標とする、

目指すような身体的・心理的な構え

を体験するわけです。例えば、「呼

吸が整っている」「リラックスして

構えている」といった具合に。つま

り、緊張や問題場面をあらかじめリ

ハーサルすることで、心の準備をし

たり、肯定的な感じ方へと修正して

いくことも大事です。

イチロー選手のことで言えば、毎

回同じ動作で打席に立っています。

あの動作も一種の儀式だと思います

が、〝決まった動作を繰り返すこと

で、普段と変わらない状態を自ら作

り出す’′ことも、本番に臨む際に役

立つかもしれません。

（臨床心理士　上堀内洋允）

皆さんのご質問を＼、

お待ちしております！、

（詳細は15Pをこ監ください）

日常の中の些細なことでも

何でもけっこうですし，

心理士に聞いてみたい、

あんなこと、こんなことを

お寄せください。



12◆lNFORMATl0N

無料で、どなたでも

ご参加いただけます

講師

副院長　進藤医師

主にうつやストレス・

睡眠に関する外来を担当。

ストレスケア病棟担当医。

虹のつどいVol．23

「うつ病の症状と治療」

■開催日．10月20日（土）　◎T【L朋55・77－5120

■時　間．10：00～11：50　（地域支援室）

■場　所：当院2階デイケア室

■対　象：患者さんのご家族・関係機関の方

3エフエム佐賀トーク番組に上堀内心理士が出演中マインドビタミン

毎日の生活を、こころ健やかに楽しく暮らすための

ヒントやアドバイスについてお話する番組です。

－搾∃h■■エフエム佐賀【h7”

毎週金曜日　9：05～9：10頃

讐忘讃詰」

2。ヒニコンサ＿‾J　∴
開催日＆演奏ゲスト（他楽器との合奏も有）

【10月】10／31（水）ギタリスト橋口武史

【11月】11／28（水）同上

【12月】12日9（水）クリスマスコンサート

■時　間●13　00～13　30　◎T【し．0955・77・0711

■場　所：当院ロビー　　　　　（広報室）

4芯詣蒜等ろぎのひと時を◇
【予約制】月～金曜日13：30～15・30

■場　所：2隋アロマテラピー　ドルチェ

■対　象●外来通院中の方・ご豪族

tMENU：ハンドマッサージ　■■ノ1■ぎ■■

◎TELO955・77・0711（クリニ加レアロマセラヒスト／梅田看岩垂師）

情
宣
濁
打
］



10月より蒜謂芸蒜紺。
「くも膜下出血」や「脳出血」などの早期発見など

に用いられてきた脳ドック。当院では、それに加え

認知症の早期診断に特化した〟MRl解析システム〟や、
〟脳波解析システム〟、〟心理テスト〝なども組みいれ

ています。

●『日帰りコース』

●『一泊コース』

●お忙しい方のための『短時間コース』

をご用意しました。

ご予的・お問い合わせ

丁亡LO955一77－0711

719匹蒜蒜蒜蒜蒜
職員教育の一環として毎年開催していますが、今回は

「気分障害～主にうつ病に関して」というテーマでこ

講演いただきました。治療の場に少しでも生かしたい

と、質疑応答でもたくさんの質問がでていました。こ

の学びを診療に生かしていきたいと思います。

8－18。蒜蒜蒜蒜しみました。
福岡在住のオカリナのアンサンブル・ユニット「花

みずき」の皆様が、フロアでのオカリナコンサート

を行ってくださいました。素朴な音色となつかしい

メロディーにあわせ、一緒に歌ったり。楽しいひ

と時でした。



旬で、カラグに幣
ご褒美を。、篭
秋＝食欲の秋lフルーツやキノ

コなど美味しい食材が豊富な季

節。そこで今回は、ビタミンが

豊富で、特にビタミン812＊は

他の魚の、なんと3倍日という、

秋の味覚の代表選手「さんま」

をご紹介します。

＊ビタミンB12は、貧血の予防改善

に効果的といわれています。

「秋のさんまは、脂がのって美味

しい」といわれますが、その脂には、

秋の夜更けの1枚

くミ笠ン
lPA（イコサパンタ工ン酸）と

DHA（ドコサヘキサエン酸）が沢山

含まれています。その成分は悪玉コ

レステロールを減らし、善玉コレス

テロールを増やし、血液中の中性脂

肪を減らす作用もあり、生活習慣病

の予防や改善に役立ちます。また

DHAは、脳の細胞を活性化させる

ため、学習能力や記憶能力の向上が

／　期待されます。

ここで新鮮なさんまの見分け方を

お教えします。目がキレイで身が硬

くハリがあり、背色が青々と冴え、

尾まで太っているものがオススメで

す。さらに口先と尾が黄色くなって

いるものは、脂のノリがよい‘‘大漁

さんま〝のしるし1

新鮮なさんまをじっくり選んで食

へて、この秋、いつもより元気なカ

ラダをつくってみてください。

（管理栄養士　山口）

一二■　■・‾　・

一・・・－　　　　　　　　　　ヽ　　＿　　　．

「シャーロックホームズの冒険」（英グラナダTい制作）

以前NHKでも放送されていた海外ドラ　頭を使いつつも、観た後は不思議と頭が

マシリーズで、19世紀のイギリスの雰図　リセットされ、気持ちがリラックスしま

気や主演のジ工レ三一・ブレッドの演技、　す。これまで何十回もみていますが、対

1秒も見逃せない展開など沢山の見所が　人関係、思考、推理の過程など、その度

あります。疲れた粗何も考えたくない　に新たな発見があります。

こ　　　　　　● 推理なのでもちろん　　　　　　　　　（院長　田島卓爾）

ノ∵叫∂∵プ′て「ワ　l

lと　　　　　ノ



Ll広報誌へのご意見、ご要望などございましたら、

下記までお寄せ下さい。

コマインドビタミンご質問は
「ちゃおlマインドヒタ三ン係」まで。

●ハガ牛の場合／〒糾7・0031佐賀県唐澤市原糾1－1

●FAXの場合　／FAXO955－77－2274

●【－mailの場合／⊂－aO＠坤touml．OrJP

編集後記●「ちゃおlJ創刊よリ6年半。進藤病現から虹と

海のホスピタルへと生まれ変わり、広報誌もちょっとだけ新

しくり二ユ‾アルすることとなりました。「伝えたい、届け

たい」私たちの想いを、そして少しでもお役に立てる情報を

載せていきたい　と考えております。どうぞ、これからも宜

しくお付き合いくださいますよう、お願い致します■

（広報室より）



● �� ��ﾂ�

ストレス �� ��ﾈ�������c���｢� ��● 

すいみん �� ��ﾂ� ��● 

もの忘れ �� ��ﾂ� �� 

病　院　発 唐�30 湯�00 湯�30 ����30 ����00 ����30 ��2�00 ��B�00 ��R�15※ 

東唐津駅南口 唐�35 湯�05 湯�35 ����35 ����05 ����35 ��2�05 ��B�05 ��R�20※ 

大手口保利整形前 唐�45 湯�15 湯�45 ����45 ����15 ����45 ��2�15 ��B�15 ��R�40※ 

病　院　着 湯�00 湯�〕0 ����00 ����00 ����30 ��"�00 ��2�30 ��B�30 ��b�37※ 

●「送迎車利用券」をこ利用ください。病院送迎車に当院よりご乗車される際、「送迎車利用券」（無料／受付発行）を運転手にお渡しください。※パス

㌢虹と海のホスビ9ル宣誓ま豊等二三だ：苫；㌫のご朋岡野⊇攣
く＝＝フ　　R。．。b。WPS。。H。叩．一山　　〒847－0031佐賀県唐津市原842－1TEL：0955－77－07日


