☀デイケアコーナー☀
5 月 12,16 日

BBQ

今年もデイケアでは、見土呂フラワーパークにて BBQ を行い
ました。12 日は見事な快晴！16 日は雨が降りそうなお天気で
したが、何とか雨には当たらずに済みました。両日ともにみん
なで楽しく美味しく、有意義な時間を過ごすことができました。
所属コースが違うメンバーさん達が同じテーブルになり、その
中で会話が弾む様子も見られました。食事の後はフラワーパー
ク内を散策したり、温室植物園を観賞したりしました。

5 月 27 日

春生まれ誕生会

デイケアでは季節ごとに分けて誕生会を行っています。今回は
3・4・5 月生まれの方々をお祝いしました！コーラスでは朝ド
ラでお馴染み、宇多田ヒカルの「花束を君に」をメンバーさん
たちが見事に歌い上げてくださいました。ゲームでは、スタッ
フが交代でベレー帽を被って、画伯になりきり絵を披露する場
面も。美味しいケーキにも舌鼓を打ち、楽しい誕生会となりま
した♪3・4・5 月生まれのみなさん、おめでとうございます！

（２０１６．７．１

医療法人 社団 東峰会
関西青少年サナトリューム

デイケア喫茶コーナーからのお知らせ
毎週火～木曜日の 13～15 時にデイケア
南側で喫茶コーナーを開いています。
院内外出の方以外ならどなたでもご利用い
ただけます。
季節が変わるごとにミーティングをして、
新商品をわいわいメンバーさん、スタッフさ
んが一丸となって考えて販売したりしてい
ます。
普段、気分転換にとか、ちょっとしたこと
でも構いません。有線放送も流れていて、と
てもリラックスにはもってこいの場所だと
思います。
もし良かったら、のぞいてみてください。
ハーブティー、アイスが 50 円、その外は
100 円から 150 円で注文できますよ。
ご来店、お待ちしています。
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〒651-2403
神戸市西区岩岡町西脇 838 番地
TEL 078-967-1202(代)
FAX 078-967-3626
HP ｱﾄﾞﾚｽ http://www.tohokai.jp/
E－ｱﾄﾞﾚｽ office@tohokai.jp

敷居の低い

広報誌へのご意見・ご希望を上記
E-ﾒｰﾙ･FAX でお寄せ下さい。

癒しの場としての病院をめざして

当院の患者統計
平成 27 年度に入院された患者さんの実数は 532 名でした。
（前年度 544 名）退院数は 543 名（前年度 562
名）でした。2 年連続で前年度に比べて入、退院ともに数の上で減少していますが、長期に入院されていた方に
対する退院支援の努力を継続できており、昨年度に続き退院した方が入院した方を上回っています。
一方で、平均外来患者数は 117 名（前年度 118 名）で新規患者数は 303 名（前年度 311 名）でした。退
院される患者さんの通院先を当院に限定せず、もともと通っていた通院先などを優先し、患者さんの利便性や地
域生活に配慮した結果であると考えています。

関連
施設

早いもので、東峰会に就労支援の施設スモールステッ
プなゆた・ゆくいができて丸３年がたちました。立ち
上げ当初は「就労支援するぞっ！！！！！！」とかなり力んでいました。
「就労支援とはなんだろうっ？？？？？」
と試行錯誤した日々でもありました。
精神障害を持ちながら、働きたいと希望する方の話を聞き、スタッフみんなで知恵を絞り、その時その時に考え
付くベストを尽くそうとしてきたように思います。面談し、家族と話をし、診察に付き添い、どうしたら楽にな
るのか一緒に考え、一生懸命作業をして、時に遊び、時に悩み、時に腹を立て、冗談を言い、一緒に笑い、毎日
歩き、一歩ずつ前に向かう。
自分の歩んでいる道に合格点をつけてもらいたい不安と闘っているのは、利用者
さんだけではなくスタッフも同じなのですが、できる事を一つずつこなしていく事
しか、私たちにはできません。これからもそんなスモールステップでありたいと、
今は思っています。
「働きたい」思いがあるけど不安という方、ぜひ一度ご相談下さい。
なんとか なるものです。

スモールステップ日記№3

退院された方の疾患別割合では統合失調症圏 59％、気分障害圏 26％、神経症圏 6％と、また、在院中の方の
疾患別割合は統合失調症圏 82％、気分障害圏 9％、神経症圏 3％と、前年度とほぼ同様の構成でした。

平均 27 年度実績（H27.4.1～H28.3.31)
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症状性を含む器質性精神障害

外来再診
診察時間
午前 9:15
～12:00
午後 13:00
～16:50

担当医のご案内（7 月）
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統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害
気分（感情）障害
神経症性障害、ストレス関連障害及び身体表現性障害

／

☆火曜日、金曜日の午後は２診制になります。
☆初診の方は原則としてその日の初診担当 Dr が診療にあたります。（曜日により常勤医をふりわけています）
☆月曜日午後の診察（朴医師）、火曜日午後の診察（山﨑(敦)医師）、木曜日午後の診察（山崎(哲)医師）は予約制です。
☆木曜日午後瀬川医師の診察は予約制（14：00～15：00）となります。※予約票が必要です。
☆※児童・思春期外来は毎週月曜日午後です。
（担当：内藤医師、※完全予約制）

編集後記：暑さが厳しい季節がやってきました。まだ梅雨が明けずジメジメした日が続きそうですが、夏祭
りや花火大会などイベントもたくさんあるので夏を満喫したいですね。そのためにも夏バテをしないように
エアコンなどを上手に使いながら体調管理をしていきましょう。

生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群
成人の人格及び行動の障害

退院患者の疾病別割合

知的障害（精神遅滞）
心理的発達の障害

平成２７年４月１日～
平成２８年３月３１日

小児（児童）期及び青年期に通常発症する行動
及び情緒の障害

第２面へ→

第１回家族教室

→第１面より

H28.4.23 開催

今年度 1 回目の家族教室は「病気・くすりの話と医師との懇談会」というテーマで、当院の狩場医師に講義して
もらいました。精神疾患と薬物治療、当院でも取り組んでいる最近の治療、ご家族のかかわり方について講義を
行った後に、質問形式での懇談会を実施しました。多数の質問が寄せられ、わかりやすく勉強になったと好評を
いただきました。
次回の家族教室は、「地域生活を支えるサービス」をテーマに、
講義終了後にはデイケア見学会も予定しております。
たくさんの方のご参加をお待ちしております。

★次回の家族教室のご案内
テーマ：地域生活を支えるサービス
講師：当院デイケア・訪問看護ステーションクローバー
スタッフ＆利用者の方

在院患者の疾病別割合

在院期間別割合

平成２８年４月１日

平成２８年４月１日

春の院内バザー

H28.5.21 開催

日時：平成２８年７月２日（土）１３時～１５時
場所：当院作業療法棟１階

連携医療機関のご紹介

５月２１日に春の関サナ祭（バザー）が開催されました。天候にも恵まれ、たくさんの方々が来てくださいまし
た。模擬店ではたい焼き、たこ焼きをはじめ、しゅうまい、ポップコーン、チューペットなど出店しました。苔
玉などかわいらしい作品を販売しているお店もあり行列ができるほど繁盛していました。
イベントでは職員によるバンド演奏が披露され、観客のみなさんも踊ったり、手拍子をしたりとそれぞれに楽し
んでいる様子でした。参加して下さった、また支えてくれた皆様、ありがとうございました。

池永クリニック
池永クリニックは、ＪＲ明石駅前（徒歩 1 分）に位置している白菊
グランドビル 5Ｆにあり、交通アクセスが大変良い診療所です。
1997 年 10 月に開設をされ、児童思春期・神経症を専門に治療を
されています。心理士による心理テストも実施されているそうです。
笑顔で丁寧に答えて下さる池永先生。口調も穏やかで話しやすい雰
囲気で対応して下さると評判の先生です。
池永
診療科目：心療内科、精神科
診療時間
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休診：水曜日、木曜日午後、土曜日午後、日曜日、祝日

お知らせ
７月３０日（土）夏祭り開催！！
１７:００～１９：３０

皆様ぜひご参加ください

※初めての方はあらかじめお電話でご予約下さい。
住所：〒６７３－０８９１
明石市大明石町１丁目７－４
白菊グランドビル５階
TEL：０７８－９１７－６８８０

雅彦

院長
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／

☆火曜日、金曜日の午後は２診制になります。
☆初診の方は原則としてその日の初診担当 Dr が診療にあたります。（曜日により常勤医をふりわけています）
☆月曜日午後の診察（朴医師）、火曜日午後の診察（山﨑(敦)医師）、木曜日午後の診察（山崎(哲)医師）は予約制です。
☆木曜日午後瀬川医師の診察は予約制（14：00～15：00）となります。※予約票が必要です。
☆※児童・思春期外来は毎週月曜日午後です。
（担当：内藤医師、※完全予約制）

編集後記：暑さが厳しい季節がやってきました。まだ梅雨が明けずジメジメした日が続きそうですが、夏祭
りや花火大会などイベントもたくさんあるので夏を満喫したいですね。そのためにも夏バテをしないように
エアコンなどを上手に使いながら体調管理をしていきましょう。

生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群
成人の人格及び行動の障害

退院患者の疾病別割合

知的障害（精神遅滞）
心理的発達の障害

平成２７年４月１日～
平成２８年３月３１日

小児（児童）期及び青年期に通常発症する行動
及び情緒の障害

第２面へ→

