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● 月～金（9：00～16：00）
● 昼食あり(１日参加の場合)
● 自立支援医療が利用可能

当院デイケアでは長期休職中の方、休職をくり返している方など、
復職に向けた準備をしたい方のプログラムを実施します。

※見学または参加希望の方は、気軽に
電話でお問い合わせ下さい。
☎0152-43-4138内線 720(デイケア)

注意力・集中力・記憶力・判断力など、

・日中活動できる場がほしい

頭の基礎体力の向上を目指します。

・生活リズムをつけたい
・仕事に行ける体力をつけたい

グループワークにより生じる情緒的体験

・手先を使い、作業の耐久力をつけたい

から、自他の存在を認め、人間関係のあり
方や主体的な生き方を考えます。

・コミュニケーション機会を増やしたい
・ストレス解消の余暇を見つけたい

同じうつ病の方たちと一緒に病気に

・注意力､集中力､記憶力を上げたい

ついて学び、対処法を話し合い、そ
れらを身につけることで症状の軽減

・栄養バランスのよい食事を摂りたい

を目指します。 うつ病以外の方も

・悩みや不安を話したい

ご参加いただけます。

・時間の感覚を取り戻したい

月
午

陶

前

火
芸

絵

画

水

木

ストレッチ体操

健康運動

金
うつ病のための
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午
後

認知機能トレーニング

全体ミーティング

◎窓口受付時間は、午前 8:50~ 午後 13:15~
◎診察は、初診・再来ともに予約制

グループワーク
・トレーニング

・ 茶道(第３週)

事前に、電話又は窓口で、受診日の
予約・変更 をお願いします。
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・ 食と健康の講座(最終週)

今年は雪解けも早く、初夏
の訪れもいつもの年より少し
早いでしょうか。
さて、4月に新職員が加わ

新 患 予 約

9:00 ~ 17:00

再来予約・変更 13:30 ~ 17:00
※月 ～金 曜日(年 末年始 ・祝日 を 除く )
当日 の予約 ・変更 は出 来ま せん

り、病院内に新しい風が入っ
てきました。この風を大切に
職員全員が一丸となり、地域
の皆様と信頼の輪をさらに広
げていきたいと思います。
新型コロナウイルスがいま

受付窓口
● 外
来 ： ☎ 0152-43-4138 （代）
● もの忘れ外来 ： ☎ 0152-44-0500

だ猛威を振るい、感染力が強
いといわれる変異株のウイル
スが気になります。人類の力
でウイルスに絶対勝つ！(H)

