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医療法人　厚生会

道ノ尾病院会報
こころのふれあいを何よりも大切に

副院長あいさつ

統合失調症について

地域連携室・訪問看護

デイケア

栄養課・薬局のご紹介

Q&A・看護部より

お知らせ

合併症にも強い精神科病院

精神保健指定医　山田　稔

予防から地域生活の支援

17年目を迎えたデイケア活動

栄養課…治療食の紹介／薬局…『思いやり調剤』

Q&A…自立支援法について／看護部より…院内研究発表会

映画上映のお礼・クラシックの調べ・夏まつり・
運動会案内

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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S H I N S E I

道ノ尾病院 検 索
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　精神疾患を有する方にも内科的な治療を必要
とする場合が多く、特に認知症の患者さまには
内科的合併症を認めることがほとんどです。ま
た内科的に入院治療が必要であるにもかかわら
ず精神症状のため一般病院での加療が困難な例
も多く見受けられます。近年では高齢化に伴い
これらの患者さまも急速に増えており、精神科
病院での合併症治療の重要性はますます増加し
ています。当院では精神疾患を有する患者さま
の合併症治療にも積極的に取り組んでいます。

　当院では1998年１月1日より合併症治療病棟を
新規開設、現在では2病棟125床の合併症治療専
門病棟を有し、内科医5名（うち内科認定医4
名、循環器専門医4名）、外科医1名が常勤、看
護スタッフも合併症治療に精通しており、合併
症治療病棟には一般精神科病棟より3割多い人員
が配置されています。各種レントゲン撮影はも
ちろんCT、MRI、胃カメラ、大腸カメラによる
精査も迅速に行うことが可能です。また病棟に
は人工呼吸器4台、心エコー、腹部エコー、24時
間心電図、除細動器などの専門機器を保有して
おり、様々な疾患に対応した治療が可能となっ
ています。病棟には合計15床の集中治療病床を
有し、院内で急変した患者さまを速やかに収容
加療する他、内科的加療が必要な状態にも関わ
らず精神症状のため一般病院での加療が困難な
患者さまを受け入れています。 さらに緊急の手
術や、高度な検査を必要とすると判断された場
合には、同一法人であり隣接する虹が丘病院
（急性期一般病院）と連携し、適切な医療を提

供しております。

　一般精神科病棟でも精神科主治医の他に全員
の入院患者さまに対して常勤内科医が副主治医
として担当しており、急変時はもちろん、風邪
などの症状出現時にも毎日対応しています。ま
た定期的に血液・生化学検査、胸部レントゲ
ン、心電図等を施行し、長期入院患者さまの状
態もチェックしています。

　皮膚科専門医が1名常勤し、皮膚科疾患の専門
的加療を行っています。また設備の整った眼科
室を設置し、週に1回眼科専門医の診察、治療を
受けることが可能です。さらに、理学療法室に
は理学療法士2名が常勤しており、ホットパック
や低周波治療器などの物理療法機器、エルゴメ
ーターなどの運動療法機器をそろえ、身体面に
対するリハビリテーションも実施しています。
　その他、院内には歯科医２名が常勤し最新の
治療ユニット６台をそなえた歯科室があり、入
院中の歯科治療も可能です。

　このように当院では精神科疾患を有する患者
さまの合併症に対応可能な充実したスタッフと
設備を有しており、安心して精神疾患を治療で
きる環境を整えています。今後とも合併症に強
い精神科病院としてスタッフ一同頑張りたいと
思っております、どうぞよろしくお願い申し上
げます。

道ノ尾病院
副院長 芹田　巧
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統合
失調症 

精神保健指定医

山田
　稔

外来診察

午後

午前

新患
午前

午後

松本 俊二

楠本

楠本

築城
深澤
山田

松本 一隆
畑田
立木

当番医

山田

山田

畑田

伊藤

伊藤

松本 俊二

永田

永田 立木

立木 楠本 松本（一） 畑田 永田 　

山田 伊藤 築城 深澤 赤瀬 　

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。

MICHINOO HOSPITAL

HINSEI

　統合失調症は、幻覚や妄想が現れ
たり、気分の波が不安定になったり
するなど、知覚面や感情面などにさ
まざまな変調が表れる病気です。最
近は治療法も進歩して治療可能な一
つの病気として認識され、社会生活
を維持できる患者さまが増えていま
す。統合失調症は、特に青年期に起
こりやすく、発症の割合は百人中ほ
ぼ０.８人です。「統合失調症の症
状」は、まず「先行症状」として、
「不眠を訴える、ぼうっとすること
が多くなる、切羽詰ったように気持
ちが妙に高揚する」などの症状が見
られます。この段階で受診すれば、
発症を予防し、発症しても治療がし
やすくなります。先行症状に周囲の
人が気をつけて、病気を早期に発見

することが大切です。 
　「先行症状」の次に、典型的な精
神症状が現れます。「思考面」では、
考えが飛んでまとまらない、現実離
れした考えに固執する、一つの考え
に凝り固まる（これを妄想といいま
す）などの症状が現れます。「感情
面」では、感情の波が不安定で、さ
らに感情の表出が乏しいことが特徴
です。「知覚面」では、自分への悪
口や怖い話が幻聴として聞こえるこ
とがもっとも多く見られます。「行
動面」では、社会的に孤立する、閉
じこもる、ちぐはぐな行動をするな
どの症状があります。「自我」の面
では、自分が自分の意思で行動した
り、考えたりしているという意識が
薄れ、だれかにさせられているよう
に感じます。これらの精神症状が進
行すると、社会生活を送るのが難し
くなることもあります。心当たりが
あれば、一日でも早く受診すること
をお勧めします。「統合失調症の治
療」は、薬物療法が有効です。最も
有効な薬は「抗精神病薬」で、この
薬には、脳の中での「神経伝達物
質」の働きを調整する作用がありま
す。神経伝達物質とは、脳の神経細
胞と神経細胞の間（シンプス間隙＝
かんげき＝）で情報を伝える物質の
ことで、「ドーパミン」「ノルアド
レナリン」「セロトニン」と呼ばれ
るものがあります。 
　このように、抗精神病薬は作用の

仕方がはっきりした合目的な薬です。
“なるべく飲まないほうがよいので
は”などと心配せず、規則的にきち
んと服用することが大切です。また
薬の服用には“再発を予防する”意
味もありますので、症状が軽快して
も長期間服用する必要があります。
長く用いても癖になるようなことは
ありません。薬物療法とともに重要
なのが、きちんとした社会生活を続
けられるような「生活技能」を身に
付けることです。この病気の患者さ
まには、他人との接し方や気持ちの
伝え方が上手でない人が多くいます。
そのために周囲の人から理解されな
かったり、偏見を持たれたりして、
それが大きなストレスに結びつくこ
とがよくあります。そこで、生活技
能を身に付ける「社会生活技能訓練
（ＳＳＴ）」という訓練も、病院や
保健所の“デイケア”などで受ける
ことができます。 
　そのほか、家族や周囲の人は、病
気をよく理解し、患者さまの自信が
増すようにサポートしてあげること
が非常に大切です。 
　また、患者さまの回復後の「不眠、
不安、迷い」などの症状は、病気の
再発の早期のサインといえます。回
復後もこれらのサインを見逃さず、
気になる症状が現れたら、早めに医
師に相談することも大切です。

上の写真は、ある日の糖尿病食です。       
       
       

について

週間外来

診察
予定表

8月より土曜日午後からが休診となりました。ご了承ください。
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のご案内

地域連携室のご紹介

地域連携室では、地域の関係機関との連携を進め、地域の医療・保健・福祉の中から、

患者様のニーズに合ったサービスは何かを、一緒に考えていきます。

　入院治療だけではなく、公共機関との連携、保健活動、外来治療、心理療法、福祉サービ

スなどを組み合わせることで、予防から地域生活の支援まで、より手厚いケアが実現できる

のではと考えています。何かありましたらお気軽にご相談下さい。

服薬や健康管理の工夫、外来受診の受け方等、上手に治療を続けていくための支援

生活リズムの調整や人間関係のコツ、公共機関や福祉サービスの利用方法への支援

病気の理解、付き合い方への支援など

① 病気の再発予防の為のサポート

② 日常生活のサポート

③ ご家族へのサポート

居場所、
引越しについて

仕事について病気についての
悩み

お金、経済のこと友達のことや
人間関係

当院外来に通院中で、ご本人・ご家族のご希望があり
主治医が必要と認めた方が利用できます。

その他、地域生活を送る中で、日々直面する困りごとについても、
ご本人といっしょに考え、サポートしていきたいと考えています。

訪問看護
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道ノ尾病院デイケアは平成5年4月に開設し

て、今年で17年目を迎えています。

当初は週2日、デイケア活動のみ実施して

おりました。平成13年4月にはデイナイトケ

アの開設、平成20年12月に活動場所をデイケ

アセンターに移設して現在多くの方でにぎわ

っています。毎日の定期プログラムに加え、

毎月院外活動を実施、8月には雲仙まで一泊

温泉旅行に行ってきました。

当院のデイケアは「生活のこと」「人との

交流」「病気の状態」そして「これから」に

ついて悩んでいる方々がくつろぎ、ふれあ

い、学んでいく場所です。私たちスタッフは

皆さまと様々なプログラムや就労体験活動を

通して、喜びや楽しみを分かち合い、共に考

え、お手伝いできたらと考えています。

月～土（日曜・祝日はお休みです）

デイケア　　　　　9：00～15：00

デイナイトケア　　9：00～19：00

見学・説明や体験利用など随時受け付けております。
ご希望の方は一度お気軽にご連絡ください。

※ 原爆手帳をお持ちの方や生活保護受給中の方は自己負担がありません。
　 詳しくはケースワーカーへご相談ください。

デイケア通所には、各種健康保険に併せて自立支援法（精神通院医療）が適用されます。

また、利用者軽減措置として月額の上限額が設定されています。

デイケア　770円　　デイナイト　1,110円（自立支援法適用時の利用料金）

お申込み方法
TEL 095-856-1111（病院代表）
TEL 095-855-3112（デイケア直通）

ご利用日

（アルコールデイケアは月、火、木、金、土実施）

利用料金

☆私たちにお気軽にご相談ください☆
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栄養課

薬 局

上の写真は、ある日の糖尿病食です。       
       
       

はじめまして。
栄養課は、管理栄養士、栄養士、事務員、調理師、調理員で構成され、
総勢82名の大所帯です。
さくら棟の2階で朝の5時から夜の20時30分まで交代制で食事に関す
る仕事をしています。
道ノ尾病院の厨房では、道ノ尾病院、虹が丘病院の患者さまの食事と
さらに両施設の職員の昼食も提供しています。また、当院では、デイ
ケアのメンバーさんへの食事提供も行っており、1日の食数は、約
3200食になります。毎日の食事提供の中で、衛生管理については、手
洗いの徹底をはじめ、食材の搬入、下処理、調理、盛り付け、配送ライ
ンまで、大量調理マニュアルに沿って安全で美味しい食事を提供するた
めに一丸となって日々研鑽しています。病院食は、冷たくて、美味しく
ないというイメージがありますが、栄養管理はもちろんのこと、味、見
た目を考え、患者様に満足して頂けるように嗜好やアレルギー、食べる
能力に合わせた食事を提供しています。
また、治療食については、糖尿病食、脂質異常症食、塩分制限食、腎臓
食、透析食、クローン食、肝臓食、貧血食等があり、病状に合わせて献
立調整を行っています。
患者さまに喜んで食べて頂く為に好きなメニューを選んでいただく選択メニューを月に2回実施しています。

院内では、患者さまに食事についてのお話や体に良いお話をしています。また、個別の食事相談も行っています。

食事のことでご相談がありましたら、お気軽にお声をおかけ下さい。

ご飯、アサリ汁、
エビフライ、

付け合せに人参の
グラッセ、

アスパラのソテー
、湯豆腐、

レバー焼きです。

メニューは

　はじめまして。薬局です。
わたしたちの職場は薬剤師８名、薬剤助手４名の

スタッフが在籍し、日々、緊張感を持って調剤を
行っています。今回は、ごあいさつの意味をこめて
当薬局のモットーである『思いやり調剤』について
ご紹介します。
おくすりはつらい病気の症状をやわらげてくれま

す。ですが、おくすりを飲むこと自体が患者さまの
苦痛とならないようにしなくてはいけません。そこ
で、当薬局では患者さまが安心して無理なくおくす

りを飲み続けられるよう、下のイラストに示したよ
うなさまざまな調剤方法でお手伝いさせていただい
ています。
　できるだけ患者さまのご希望に沿えるよう薬局一
同『思いやり』を持った調剤を心がけています。飲
み方がわかりにくいなど、おくすりのことで困って
いることがありましたら、遠慮なく薬局までご相談
ください。

お待ちしております。
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MICHINOO HOSPITAL
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精神科・心療内科に通院するにあたり、
　　　　何か受けられるサービスはないでしょうか？
精神科・心療内科に通院するにあたり、
　　　　何か受けられるサービスはないでしょうか？

自立支援法（精神通院医療）のご紹介

Q

A

レクリェーション療法における関わりの中での気付き

胃瘻患者の経口摂取を試みて

軽度認知機能障害のある患者への看護

認知症患者の情動をより良く導くためには

当院におけるリワーク・プログラムの取り組み

　～誕生会での似顔絵導入を通して～

　～｢もう一度食べたい｣と言う意思を尊重して～

　～ＲＯ（リアリティオリエンテーション）の視点を取り入れた援助を行って～

　～看護者の視点の変化・意識改革の先へ～

　～うつ回復・就労支援プログラムの立ち上げから実施まで～

　今年度の演題は、長い期間取り組んだ症例もあり、個々の患者さまの内面の理解、患者さまの意思の尊重と多く

の関わりの大切さ、援助を通して統一した関わりの大切さ、看護者の内面の変化が患者さまに与える影響の大きさ

など、日々の看護に真剣に取り組む姿勢が伺える発表でした。

　事例検討や看護研究は私達のものの見方を変え、臨床を変えて行く力になります。これからも毎日の実践のなか

で振り返りを行い、患者さまに還元できるように努力したいと思います。

　６月２日（水）１３時から当院道ノ尾ホールに於いて、院内研究発表が行われ

ました。当院の看護研究発表は、もう今年で１７回目を迎えますが、院長をはじ

め他職種の参加もあり活発な質疑応答がなされました。また、例年、研究発表

の中から県や全国レベルの学会にも出題しています。

発表演題

１席　Ａ－３病棟

２席　Ｂ－２病棟

３席　Ｂ－４病棟

４席　Ｃ－７病棟

５席　ＰＳＷ　　

：

：

：

：

：　　

精神障がいを持ち、継続的に入院によらない精神医療（通院

医療）を受ける方が、公費によって医療費の補助を受けること

ができる制度です。精神科・心療内科での治療費（診察代、く

すり代、デイケア、訪問看護、外来作業療法など）が原則とし

て１割負担になります。また、所得に応じて月の上限額（負担

なし、2500円、5千円、1万円、2万円、上限なしの1割負担）が

あります。

長崎県の審査会で否承認になる場合もありますので、詳しくは主治医または病院

スタッフにご相談ください。

院内研究発表

ご相談ください
！



【 日　 時 】

【 時 　 間 】

【 場 　 所 】

SHINSEI TEL 095-856-1111 FAX 095-856-47552010.vol.2
2010年9月4日　発行 発行 医療法人 厚生会　道ノ尾病院　「新星」SHINSEI 編集部

〒852-8055　長崎市虹が丘町1番 1号

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
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道ノ尾病院
虹が丘病院

MICHINOO HOSPITAL

平成22年10月8日（金）【雨天時：10月15日（金）】

9：30～15：00

道ノ尾病院グラウンド ☆沢山のご来場をお待ち致しております☆

道ノ尾病院　大運動会のご案内

道ノ尾病院

5月22日(土)　映画「ふるさとをください」を上映し、
無事に終了する事ができました。
多くの方々にご来場を頂き、計３００名を超える方々が映
画を鑑賞されました。中には、「いい映画であった」と涙
を流す方もおられました。ランチョンミーティングでは、
「はたらくこと」をテーマに実際に働かれている方々にお
話し頂き大変勉強になりました。ホールでは、様々な事業
所の協力のもと、クッキー・パン・式見蒲鉾などを販売頂
き、売り切れが続出するほどの大盛況でした。
今回催しが成功したのも、偏に皆様にご協力頂けた結果だ
と思います。本当に、ありがとうございました。

　　　　　　　　　　　　　医療法人　　厚生会
理事長　松本　純隆

6月27日（日）当院ロビーのアトリウムにて「フィル
ハーモニックオーケストラ・長崎」による演奏会『ち
ゃんぽんマチネー』が行なわれました。当日は団員30
名が出演14曲を演奏し、患者さまや地域の方など約
100名が心地のよい音楽を楽しみました。

病院ロビーでクラシックの調べ映画上映会のお礼

まつり夏夏
夏の行事である『道ノ尾病院 夏まつり』が８月６日（金）に開催されました。

今年は天候の関係で日程を延期しての開催となりましたが、会場となったグラウンド
では、やぐらを中心として提灯が飾り付けられ、売店が並び、様々な催し物が行なわ
れました。夏まつりの風物詩の一つでもある盆踊りでは、今年話題となっている坂本
龍馬に因んで“龍馬踊り”を取り入れ、音楽や太鼓の音に合わせ、沢山の方々が踊ら
れていました。アトラクションでは「望星荘太鼓クラブ」の力強い演奏に「よさこい長与
河童連」の迫力ある踊り、売店では事業所「菓子舎さんらいず」のクッキー販売や作
業所「悠悠工房」の野菜販売など皆様の御協力もあり、とても充実した夏まつりを開
催することが出来ました。
これからも地域の皆様との交流ある夏まつりが開催出来ればと考えておりますの

で、来年も沢山のご来場をお待ちしております。

無料
駐車場
完備


