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地域社会に信頼され、貢献できる病院を目指します
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※折尾駅・二島駅より北九州市営バスで原牟田下車　徒歩約5分
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電車の場合
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患者さんのご紹介をいただきました。ありがとうございました。 精神科救急病棟退院患者転帰
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～医師の産休のお知らせ～
この度、5月22日より産休をいただくことになりました。
妊娠中は皆さんに体調を気遣っていただ
き、最終勤務日を無事に迎えることができま
した。たくさんの優しいお言葉も嬉しかった
です。不在の間皆さんには負担をかけてしま
い申し訳ありません。
育休や復帰の時期等は未定ですが、元気な
赤ちゃんを産み体調を整えて戻って参りたい
と思います。復帰できる日が来ましたら、ま
たどうぞ宜しくお願いいたします。

精神科医師　橋本　玲亜

ケ

地域連携室だより

橋本先生は、無事元気な男子を出産されました。おめでとうございます。



精神科医のしごと精神科医のしごと

E V E N T S

令和３年度辞令式令和３年度辞令式
令和３年
４/１（木）

精神科医の仕事は、精神疾患が疑われる方の診察、検査、治療が主です。
外来では、問診、各種検査、会話を通しての診断と、必要な治療の選択を行います。他診療科からの相談や、
企業からの長時間労働者に対する面接などもあります。
入院の場合は、予約をして頂いた上での任意入院、精神科救急での医療保護入院、応急入院や措置入院など
があります。法律に基づいた強制入院や隔離、身体拘束などの行動制限は、精神保健指定医が判断します。
疾患について
対象となる疾患は、認知症、気分障害、統合失調症などが多いですが、せん妄、依存症、不安障害、解離性障害、
発達障害、知的障害、睡眠障害、パーソナリティ障
害、ひきこもりや不登校などもあります。
精神疾患は原因がはっきりしない事も多く、正
常と病気の基準が難しいです。時代や場所によっ
て流動的だったりします。例えば、2022年１月から
発効のICD-11では「性同一性障害」は精神疾患から
外されます。DSM－5では保険給付から除外される
懸念から、「性別違和」と名称、概念の変更に留まっ
ているようです。
 精神科医師（精神保健指定医）：辻　尚志郎

コロナワクチン接種コロナワクチン接種
令和３年 
4月・5月

作業療法作品作業療法作品 スポーツ大会スポーツ大会 6/8（火）

皆さんにもひとつはあることでしょう。私が一度は訪れてみた
い場所、それはフランスのパリ南西部イヴリーヌ県にある世界遺
産「ヴェルサイユ宮殿」です。
ここは世界で初めてガイドブックが作られた場所だということ
はご存知ですか？元々この宮殿は王家が狩りを楽しむ場所で、ル
イ13世が別荘を建てていました。後にルイ14世がその場所を気に
入り自らの宮殿としてヴェルサイユ宮殿を建造したのです。
1682年にはほぼ完成したといわれていますが、ルイ15世、ルイ
16世による増改築が施され、すべての工事が終わるまでにおよそ
200年かかったそうです。
ルイ14世は自らの偉大さをみせつけるため宮殿を庶民に開放し
ていました。その際
に「王の庭園鑑賞
法」という本がつく
られ、その楽しみ方
が伝えられました。
これが世界初のガイ
ドブックといわれて
います。
フランス王家の繁
栄と衰退を知るヴェ
ルサイユ。この豪華
絢爛な宮殿をぜひ一
度訪れてみたいと
思っています。

認知症治療病棟：百武　小百合

リレーエッセイ
『世界で初めてガイドブックが作られた場所』
リレーエッセイ
『世界で初めてガイドブックが作られた場所』

2021年4月、当院の新型コロナウイルス感染防止対策の一環と
して「PCR検査装置（全自動遺伝子解析装置Smart Gene）」を導
入。外来に設置されました。全ての新規入院患者さんを対象に検
査を実施しています。
入院当日、外来でインフルエンザの検査と同様に鼻からの粘液
を採取。これをカートリッジに4滴滴下。カートリッジを「全自
動遺伝子解析装置Smart Gene」
に挿入し、スタートボタンを押せ
ば約１時間で判定結果がでます。
これまで新入院患者さんには抗
原検査で対応していましたが、よ
り正確に新型コロナウイルス感染
の検査が実施できることで、入院
中の患者さんと医療スタッフ、新
規入院患者さんにとってもより安
全で安心な環境を整えることに
なったと感じています。

広報委員：佐伯　美穂

ペット紹介ペット紹介

我が家のペットは、13歳になるウ
サギで名前は「ぴょん吉」です。
ウサギは何でもかじる特性があ
るので、イヤホン・充電器が何個
も犠牲になりました。また、かじ
る以外に噛まれたり、引っかかれ
たりされたこともあります。娘の
頬には今でも引っかき傷が残って
います。これも愛されている証拠
ですかね？（笑）
そんなぴょん吉も今ではおじい
ちゃん。ご飯をしっかり食べ、一
日のほとんどを寝て過ごしていま
す。そして大好物はにんじんや義
父の作る大根の葉っぱです。冷蔵
庫から野菜を出す音が聞こえる
と、身を乗り出しアピールをして
きます。その可愛さにたくさんの
野菜をあげてしまいます。
最後に、越智家が選ぶぴょん吉
の可愛いしぐさ、圧倒的第一位は
「毛づくろい」です。我が家にお
越しの際は、是非見ていただきた
い！これからも我が家の癒し担当
として長生きしてね。

外来：越智　優子

　病棟移動があり、新しい出会いがありました。今回紹介するの
は女性アングラー（釣り師）で看護師の古賀さんです。
　愛車にロッド（釣り竿）を常備し、仕事終わりでもお構いなし
に、海へ河へと出かけるパワフルな女性です。初心者の僕に釣り
を教えてくれるとの事で、同行させてもらいました。

広報委員：瀬戸口　輝

新型コロナウイルス
PCR検査装置を導入しました。
新型コロナウイルス
PCR検査装置を導入しました。

地元探訪

『せっとんカジキ釣る！？ 女流釣り名人登場の巻』
地元探訪

『せっとんカジキ釣る！？ 女流釣り名人登場の巻』

愛用のロッド若松白島フェリー乗り場です。
晴天、絶好の釣り日和です。

ICD11には「ゲーム障害」が
収載される予定。

せっとんと古賀さん。
僕から見ても男前です♡

さすが師匠！！お見事です。
何の魚か分かりますか？

令和３年
 4月～6月

令和３年

マナーを守り、綺麗な海を大切にしましょう！！
3密（密閉、密集、密接）を避け楽しみましょう！！

答え：セイゴ
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～医師の産休のお知らせ～
この度、5月22日より産休をいただくことになりました。
妊娠中は皆さんに体調を気遣っていただ
き、最終勤務日を無事に迎えることができま
した。たくさんの優しいお言葉も嬉しかった
です。不在の間皆さんには負担をかけてしま
い申し訳ありません。
育休や復帰の時期等は未定ですが、元気な
赤ちゃんを産み体調を整えて戻って参りたい
と思います。復帰できる日が来ましたら、ま
たどうぞ宜しくお願いいたします。

精神科医師　橋本　玲亜

ケ

地域連携室だより

橋本先生は、無事元気な男子を出産されました。おめでとうございます。


