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こころのふれあいを何よりも大切に

院長あいさつ

うつ病について・外来診療

歯科室のご案内

看護部

心理相談・外来作業療法

Q&A

お知らせ

“新星”発刊にあたって

うつ回避・就労支援プログラム

診療内容・診療時間のご案内

活力ある看護部を目指して！

カウンセリングのご紹介

患者満足度調査・アンケート

ふれあい花まつり・映画上映のお知らせ

基本
理念

基本
方針患者第一主義

■ 挨拶と笑顔をもって皆様（患者・家族）に接します。　　　■ 疾病や治療に対して十分な説明と同意に基づき、患者本位の医療を提供します。
■ 患者の権利を認識し、尊重します。　■ 地域における責務を認識し、開かれた病院を目指します。　■ 職員研修を行い、常に研鑽に努めます。
■ 健全な病院経営に努めます。　　■ 患者の社会復帰に努めます。
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患者第一主義

「　　　」発刊にあたって

　この度、皆様に当院を知って頂く
為に、広報誌【新星】を発刊する事と
なりました。　　
【新星】という名前の由来は、病院の
創立者で私の父である松本新の名前
“新”と、当院は長崎市北部岩屋山の
麓に位置し夜は澄み切った空に星が
美しく煌いていたところから“星”の
イメージとをあわせ【新星】と致しまし
た。
　当院は1960年9月病床数７１床で
発足し、現在までに、いくたびかの増
築、改築を経て７８５床となっており
ます。この間、1984年4月知的障が
い者更生施設「虹が丘学園」、1987
年4月、合併症の治療を目的とした
「虹が丘病院」、2003年11月には
特別養護老人ホーム「望星荘」を併

設いたしました。又、1997年12月に
「Ｂ病棟」、2003年10月に「Ａ病棟」
「さくら棟」（複合用途棟）精神障が
い者福祉ホームＢ型「れいんぼうハ
ウス」、退院患者様用の共同住居「ふ
れあい荘」2005年8月には「セン
ター棟」を新築し施設面の充実をは
かってまいりました。
　さらに、2007年5月に松山町には
「みちのおメンタルクリニック」を開
設し、地域外来医療の充実を目指し
ております。
　又、2010年3月には、電子カル
テ、オーダーリングシステムの導入を
行いソフト面の充実もはかっておりま
す。
医療スタッフに関しましては、精神科
医16名、内科医5名、外科医1名、皮

膚科医1名、歯科医2名、合計25名
の常勤医師、その他非常勤医師、薬
剤師11名、看護師216名、准看護師
126名、精神保健福祉士19名、作業
療法士10名、理学療法士2名、臨床
心理士4名、管理栄養士4名、栄養士
3名など640名の職員を擁し、「患者
第一主義」を基本理念とし、よりよい
精神科医療を目指し一歩一歩研鑽を
重ね、長崎県の基幹病院となれるよ
う全職員、努力、精進をしてまいりた
いと考えております。
　開院以来、地域の皆様のご支援と
ご指導により、今日に至っております
が今後とも、皆様方の温かいご支援
を心からお願い申し上げます。

医療法人厚生会　道ノ尾病院
理事長兼院長　　　　　　松本 純隆
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◇ 第一に、「長期の充分な休息」が必要です。仕事を休んで他人に迷惑をかけたくないと思っても、まずは休養を
とることです。うつ病は、きちんと治療すれば必ず治ります。早めに休みを取れば、それだけ早く治るのです。
気分が良くなるまでは退職などの重大な決断をしないようにすることも大切です。元気になれば、以前のよう
にきちんと仕事ができるようになるのです。

◇ 第二に、「抗うつ薬や抗不安薬、睡眠導入剤は睡眠障害を改善します」。薬は、本人の症状に合わせてうまく組
み合わせることが必要です。少し良くなったからとか、副作用が心配だからと、勝手に減らしたりやめたりして
はいけません。医師の指示に従って服用しましょう。

うつ病 について

不安な気持ち
　「近頃、もの悲しい気分がして、気持
ちが落ち込む。動くことも、話をすること
もおっくうだ、不安な気持ちになったり、
いらいらしたりもする。何事に対しても
（自分が悪かったのだ）と、自分を責め
る。特に朝は気分が悪い。眠りが浅く、
夜中によく目が覚めて、朝起きたときに
眠った気がしない。食欲も無く体重も
減少してきた。頭痛がして、体もだる
い。便秘や動悸もある。」。
　最近、このような症状を訴えて、心療
内科や精神科を受診する人が増えて
います。人々の生活が忙しくなり、また
社会の高齢化が進んで、中高年のう
つ病が増えてきているのです。

　うつ病になりやすいタイプの人は、
「仕事熱心、几帳面、良心的で、秩序を
愛し自分よりも他人の気持ちを優先す
る傾向」があります。そのため人から信
頼される、良い性格の持ち主で、職場
での評価も高く、昇進も早い人が多い
のです。このような性格の人に、次のよ
うなきっかけが加わると、発症しやすく
なります。
　男性では「昇進や退職、再就職に伴
う負担の急激な増加や軽減、転勤、経
済的な問題」。
　女性では、「妊娠や出産、身体的な
病気、夫の病気や死亡、家庭内の問
題、転居」などです。

充
分
な
休
息
を

◇ 第三に、「励ましたり、気晴らしをさせたり、頑張らせたりしない」ようにします。
うつ病は、病気であってやる気がないわけではありません。励ましたりするとかえって精神的負担が重くなるこ
とがあります。周囲の人はそのことを理解して、本人に必ず治ることを繰り返し伝え、症状の変化に一喜一憂
せずに温かく見守り、気長に回復を待つことが大切です。
　うつ病は、ごくありふれた病気であり、正しく治療すれば必ず治る病気ですが、治るまでに少なくとも数ヶ月
を要します。思い当たることがありましたら、早めに専門医を受診する事をお勧めいたします。

温
か
い
見
守
り

精神保健指定医

山　田　　 稔

外来診察

午後

午前

新患

第1外来

第2外来

午前

午後

院長、松本（俊）

楠本

楠本

築城

山田

山田

畑田

伊藤

伊藤

院長、松本（俊）

永田

室井

立木

畑田

立木

院長

立木 楠本 松本（一） 畑田 永田 　

山田 伊藤 築城 深澤 田島 　

築城

非常勤医

月 火 水 木 金 土

※但し医師の都合により変更になる場合があります。

うつ病の治療は、「病気がひどくなる前に早めに治療する」ことが大切です。

MICHINOO HOSPITAL

HINSEI

週 間 外 来
診察予定表
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歯科室のご案内

診療内容

受付・診療時間

月～土 受付
時間

8：50～11：30
13：50～16：30

☎ 095-855-0924

診療
時間

9：00～12：00
14：00～17：00

休診
日曜・祝日　　 お盆　8月15日
年末年始　12月30日～1月3日

お口のことで悩んでいることはありませんか

歯科室はここにあります

小児から高齢者の方まで安心して治療を受けて頂けるよう、
スタッフ一同日々精進しています。

小児歯科

摂食嚥下リハビリテーション

一般歯科

口腔外科

スポーツ歯学（マウスピース）

※ 完全予約制です（急患を除く）
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バリアフリーになっていますので車椅子の方でも気軽に来院して頂けます。

治療に際しては治療の内容を十分に説明し、よく理解納得して頂いた上で、さらに患

者様の希望、要望を取り入れ安心し満足してもらえる治療を心掛けています。

予防に力をいれています。

往診を行っています。

忙しくて時間がとれない方には、ご相談の上、短時間で治療を終わることができます。

歯科治療恐怖症の方でも不安なく治療を受けて頂けます。

長崎大学歯学部より非常勤歯科医師が3名勤務していますのでより専門的な治療を提

供することができます。

医科との連携が迅速にできますので、精神障がい、全身疾患をお持ちの方でも

安心して治療を受けて頂けます。

A病棟

B病棟

（C病棟）

正面玄関

駐車場

駐車場

さくら棟

センター棟

虹が丘病院

グラウンド

1F
さくら棟

ご予約・お問い合わせは
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　私たち看護部は「患者様との
人間関係」を大切にし、いかに
「温もりのある看護」を提供でき
るか、「心の病」にどのように対
応し、「心の安らぎ」を回復して
頂けるかを理念とし、優しさ思い
やりを持って患者様に寄り添い、
不安なく穏やかな生活ができる
ようにと、日々 努めています。
　現在、1３の病棟、外来、中央
材料、訪問看護などの部門があ
り、総勢３８０名のスタッフを有
し、患者様が満足できる看護、
支援ができるよう自己研鑽に努

め、笑顔で声をかけることをモッ
トーにしています。
　また、一人ひとりの患者様の
お話に耳を傾け、カンファランス
を行い、対応の仕方を考え、些
細なことでも、患者様の思いに
共感、受容し、人間関係、信頼
関係を構築し、回復の手助けが
できるようにと考えています。
　これからも、病院の医療ソフト
の充実に貢献し、患者様が一日
でも早く回復ができるよう努力し
ていきたいと考えています。

　優しさ思いやりを持って患者さまに寄り添い、人間尊重を基本に安
全・安心の質の高い看護を提供する

１．患者さま中心の看護を提供します
２．看護の質の向上をはかります
３．患者さまの人権を尊重します
４．ノーマライゼーションの観点から精神医療、福祉の普及に努めます

Ⅰ．看護部教育理念
　　「一人ひとりが専門職業人として精神科看護を創造する」

Ⅱ．看護部教育基本方針
　１．社会が求める看護ニーズに応えられる精神科看護者を育成する
　２．組織の一員としての責任と義務を自覚し、職務を実践できる人
　　を育成する
　３．人間性の育成と一人ひとりのやりがいを支援する

Ⅲ．看護部教育目標
　１．教育プログラムを作成し日常の場面において気付き・考え・行動
　　できる看護師を育成する
　２．プリセプター制を導入する
　３．看護ニーズに応じた看護の追及と質の向上を目指し、臨床看護
　　研究を推進する
　４．リーダーシップを発揮できる人材の育成
　５．看護業務基準・手順・マニュアルの作成、修正ができる人材の育
　　成
　６．広い視野を持ち看護部の将来を考え実践できる人材の育成

活力ある看護部を目指して！

看護部の理念

看護部の基本姿勢

看護部の人材育成の考え方

MICHINOO HOSPITAL

HINSEI
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当院心理相談室のご紹介

カウンセリングのご案内

午前9時～午後５時（日曜・祝日を除く）
＊相談の受付は午後４時まで

相 談 日 時

お申込方法

相 談 料 金

予約制となっております。まずはお電話ください。
TEL ０９５－８５６－１１１１道ノ尾病院

相談は有料です。以下は消費税が含まれた料金です。

お問い合わせ ご不明な点などございましたらどうぞお電話ください。

初回面接  ……………　3,150円
継続面接（50分）………2,625円
　　　　（30分）………1,575円
＊家族面接は1名につき525円加算

＊健康保険の適用ではありません。ご了承ください。

心理相談

精神に障がいがある方の
生活・就労を支援する

　当院の心理相談室には4名が所属し、カウンセリングや
心理検査等を行っています。ご本人様だけでなくご家族
へのサポートにも力を入れ、統合失調症やアルコール依
存症患者さまのご家族を対象とした家族教室の運営にも
携わっています。

４月から当院では、うつ病で休職中の方の
ための外来作業療法を行います

作業療法
　道ノ尾病院の作業療法では、入院中だけでなく退院して地域生活を送りながら、
自分らしい生活と、自信を取り戻すための援助を行います。

作業療法（Occupational Therapy=OT）は、

生活に障がいがある方々を支援するリハビリテー

ションの1つです。作業療法士は日々の生活で行わ

れる様々な作業活動を用いて、その人の健康的な

部分に働きかけ、心とからだの回復を助け、自分

らしい生活を再建していくための支援を行いま

す。

うつ回復・就労支援プログラム

再発を防ぎ、スムーズな復職へ
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平成21年の退院者数と入院期間

Q&A
Q

１. 目的

２. 調査期間

３. 対象

平成２２年１月１５日～２２日

５. 結果

入院患者様対象アンケート 外来患者様対象
アンケート

当院を選んだ理由

受付の対応は？

対応は？

快適さは？ 生活処遇は？

言葉使いは？

身だしなみは？

4. 調査方法
質問用紙を配布し、無記名にてのアンケート調査

入院患者

外来患者

１５０名
（５０名）
（１００名）
５０名
２００名

急 性 期 病 棟
一般、療養病棟

計

　　　　　患者様にとって多くの時間を過ごす病院は、「治療の場」のみにとどまらず「生活の場」のひとつではないでしょうか。患者
様のニーズに耳を傾け「治療の場」「生活の場」といった環境を整えていくことは患者様の心と身体の回復のためには必要不可欠なこと
だと考えています。
　今後もこのような満足度調査を継続的に実施して、患者様のためよりよい病院作りの資料として役立てて行きたいと思っております。

当院では、患者様が安心して治療や入院生活が送れるように、
すべてのスタッフが笑顔で対応し心とこころのふれあいを大切に
しています。今回私たちが日々 、行っているサービスは「どのように
評価されているのか」「何を求められているのか」等、サービス利
用の現状を知り、利用者の価値観に触れ、今後の患者サービスを
成熟させていけるよう満足度調査を実施しました。

全体として看護職員についての評価はすべての項目で「普通」
以上が８０％以上と高い評価をいただき、日々言葉使いや身なり、
基本的な礼儀、患者様への気配りといったことへの意識の向上に
取り組んできた努力が受け入れられたものと思っています。
 ただ、入院患者様の「看護師への話しかけやすさ」の項目では、
「不満」が１５％と高く、電子カルテの導入や機能評価への取り組
みといった複雑化する業務のなかにおいても置き去りに出来ない
こととして重く受け止める必要があると感じています。
　環境面への評価も高く、「普通」以上が８０％を超えましたが、病
室の清掃が不充分との声も１４％あり、スタッフ全体の院内美化へ
の意識も今後の課題と受け止めております。
 前回の調査では、入浴に関する要望がありましたので、今回のア
ンケートに回数、時間の項目を設けました。８１％の患者様が「普
通」以上と答えておられ、夏場のシャワー浴の導入などの取り組み
がこの評価に繋がったのではないかと考えております。しかし、そ
の他の意見では「入浴を週に３回以上にしてもらいたい」「入浴時
にはゆっくり入りたい」との要望もあり、患者様のニーズへの対応や
保清の面からも今後も検討していく必要があると考えています。
　外来サービスのなかで、前回の課題としてあがっていた外来駐
車場に関しては「不満」の声はなく、駐車場拡張による効果が現
れたのだと考えています。

新規に入院する患者さんは
どれ位ですか？

Q 入院期間はどれぐらいですか？ Q どんな病気の方が多いのですか？

A 50～80名で推移しております。 A 1～3ヶ月以内の退院が67.5％
と最も多くなっています。

A うつ病と総合失調症で 57％を占め、
認知症、アルコール依存症となって
います。

お わりに

（人） （人） （％）

58人

493

82
3 8 15

24
33

17
32 19

104

57人

75人

1～
3ヶ月

3～
6ヶ月

6～
12ヶ月

1年～
1年半

1年半
以上

器質性情緒
不安定性障害

アルコール
依存症

認知症 反復性
うつ病

総合
失調症

その他

不満 0％不満 0％

普通
48％

満足
52％

普通
46％

普通
62％

不満
6％

不満
6％

不満
8％

不満
10％

未回答
0％

未回答
2％

未回答
2％

未回答
0％

満足
54％

満足
32％

満足
38％

満足
42％

満足
32％

普通
54％

普通
50％

普通
56％

紹介
36％

家人知人より
32％

いつも利用
4％

大きいから
16％

その他
12％

第２回 患者満足度調査

MICHINOO HOSPITAL

HINSEI



　毎年３月に開催される『ふれあい花まつり』が

２７日（土）に開催されました。今年は天候に恵ま

れサクラも花まつりにふさわしく見頃を迎えまし

た。会場内では様々な食べ物を出店した売店

に、日用品や洋服・陶器や手芸などを販売した

バザーが店を連ね、ステージ上の催し物では

様 な々アトラクションに抽選会が行われました。

　『ふれあい花まつり』では、“楽しむ”ことは勿

論のこと、地域の皆様との“出会いの場”となる

よう地域交流を目指しています。今年は「虹が

丘民踊部」「長崎工業高等学校 吹奏楽部」

「琴」「虹が丘学童保育くれよんクラブ」と様々

な地域の皆様に参加していただき、花まつりによ

り一層の花を咲かせて下さいました。

　来年も快晴と満開の桜を期待し、沢山の地

域の皆様のご参加をお待ちしております。

 道ノ尾病院では精神に障がいをもつ人たちへ医療支援のみならず、地域生活での自立に向けた生活訓練など取り入れた
福祉支援を行っています。
 この度、地域で暮らしていくこと・働いていくことについて皆さんと一緒に考える機会になればと思い、障がい者作業所を舞台
とした映画を上映することとなりました。患者様やご家族さまと映画を通して有意義な時間を過ごせたらと思っております。
　また、これまで当院に対して温かいご支援をいただいた地域の皆さま、多くの関係者の方々への感謝の意を込めて上映致
したいと思います。
　ご来場を心よりお待ち申し上げます。

【開催日時】

【場　　所】

【上映作品】

【主な内容】 　片倉千草は大学院を出て県庁に就職、帰郷する。その頃、町に障がいのある人たちが集団で引越して来て、クリーニングとパン製造の共
同作業所を始めたという…。町の人々は警戒の目を光らせ、町内会役員の千草の父も、まとめ役として反対運動の先頭に立つ。そんな折、
千草は、共同作業所の若い職員である内藤明彦と知り合う。彼の案内で、初めて障がいのある人たちの働く姿に接し、共感する千草。一生
懸命な千草だが、反対運動を進める父の態度は、あくまでも頑なである。果たして、作業所と地域住民の今後の行方は・・・。

ふれあい花まつりふれあい花まつり
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〒852-8055　長崎市虹が丘町1番 1号

映画上映開催のお知らせ

お手持ちの携帯のバーコードリーダーより上画像を読み取ってください。
お気に入りへの追加もお願い致します。
バーコードリーダーが無い場合は下記アドレスを直接入力してください。

http://www.michinoo-m.com

道ノ尾病院携帯サイトができました 交通アクセス
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＊詳しくは医療法人厚生会　れいんぼうハウス・スタッフまでお問い合わせください　TEL　０９５－８１４－６２００

平成22年　5月　22日（土）　（上映時間90分）
　1部　13：45～　　2部　17：15～

道ノ尾病院内　みちのおホール

映画 「ふるさとをください」 （きょうされん３０周年記念映画）　
脚本　ジェームズ三木　　　監督　富永　憲治

入場無料


