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医療法人　厚生会

日本医療機能評価機構認定病院

道ノ尾病院会報

こころのふれあいを何よりも大切に

ごあいさつ

認知症について

病院機能評価

外来、受付

Q&A・看護部より

患者様作品ページ

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。

2

3

4

5

6

7

8

道ノ尾病院 検 索

S H I N S E I

副院長　松本　一隆

精神保健指定医　畑田　けい子

病院機能評価の認定をうけて

業務内容ご紹介

Q&A…障害者手帳について
看護部より…急性期治療病棟

作業療法 デイケアプログラムによる患者様の作品紹介

創立50周年を迎えた道ノ尾病院
クリスマス会…サンタクロースがやってきた！
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　　　めまして、昨年５月に道ノ尾病院副院長に就
　　　任いたしました、松本一隆です。
 今回の「新星」の原稿を依頼されまして、正直不慣
れなことで戸惑いましたが、これも現在の立場上の
責務と感じ誠に勝手ではありますが、私の生い立ち
も含め、思うがままに書かせていただきます。
　私は、初代院長である松本新の孫、又現院長であ
る松本純隆の長男として幼少時より病院敷地内にて
生活をしてきました。周囲には、私や父、祖父の身
内にあたる方や職員の方が社宅に住み、その方の子
供さんと野球をして遊ぶなどしました。又、作業を
しておられたり、散歩をされている患者さんたちに
声をかけられるなど、それが当たり前のようにあま
り違和感なく（？）感じていたように思います。
　中、高校となると医学部への入学を目標にして勉
学一筋であったように記憶しています。その為か、
祖父や父が自宅から病院に行き働いている姿につい
て、興味を示したり話をすることはありませんでし
た。私の視野が狭かったのかもしれません。
　高校卒業後、福岡大学医学部に入学しそれ以来約
20年間福岡で生活を送りました。
　正直、大学に入学してからは、学生の本分である
勉学に関しては、意欲がわかず、ある種アパシー
（無気力症）のような状態で試験の時だけ、単位取
得のために勉強するという、とても真面目な学生で
はありませんでした。友人とはよく遊びましたが、
元来、酒も飲めず、ただ入学時より入部したバドミ
ントン愛好会だけは、真面目に取り組みました。
　勉学に身が入らなかったのは、明確な目標意識が
なかったからだと思います。
　そんな私も国試を控え必死で勉強し医師免許を取
得した時は、うれしさと安堵感でいっぱいでした。
努力が報われたと感じました。

　平成８年５月福岡大学精神科に入局、精神科の研
修に入りましたが、当初の福大精神科は西園昌久先
生という精神科精神療法の１つである精神分析療法
の大家ともいえる教授の元で精神分析を行なう先生
が多数おられ、もちろん精神科の一般的な知識、薬
物療法学も学びました。精神分析とは、主に神経症
圏内の患者さんの潜在意識に上がらない無意識の葛
藤等をカウンセリングで取り扱っていくという特殊
精神療法であり、大変難しい言葉、理論、技法を用
し、私たち研修医にとっては難解なものでした。
　一方で、大学以外では一般病院にいくつか研修や
研究生として出向させていただき、そこでは一般的
な精神療法、ＥＣＴ、統合失調症について、少しは
学べたと思います。
　平成17年10月より福岡精神科医局を退局し、実家
の道ノ尾病院に就職させていただくこととなりました。
　それから、早５年が経過いたしますが、実家に帰
らせてもらった以上は、道ノ尾病院で頑張ろう、
もっといい病院にしようと意欲と責任が徐々に沸い
てくるのが、自分でも実感いたします。
　現在43歳で医師としても人格的にもまだまだ未熟

だと思いますが、日々精進し
ていきたいと思います。
　何卒宜しくご指導ご
鞭撻の程よろしくお
願い申し上げます。

道ノ尾病院　副院長

現在に至るまでの思い

松本　一隆

初

もっといい病院にしようと意欲と責任が徐々に沸いてくる
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精神保健指定医

畑田
けい子

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

畑田

伊藤

伊藤

松本 俊二

永田

永田 深澤

立木 楠本 山田 畑田 永田 　

松本（一） 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

脳の病気のために、いったん身

につけた知的な能力（例えば、

記憶したり、判断する能力）が

落ちて、自立した生活が難しく

なった状態をいいます。知的な

能力の低下といっても、どこま

でがいわゆる「年のせい」なの

か、どこからが認知症であるの

かといった線引きは非常に難し

いところがあります。

症状の目安として以下のようなものが挙げられます。

認知症の中でも今日本で一番多いのがアルツハイマー
型認知症です。大脳皮質の神経細胞が変性、脱落する
疾患です。大脳全体の萎縮が認められます。進行とと
もに、妄想、幻覚などの精神症状を伴うこともありま
す。

脳梗塞や脳出血などにより脳組織が傷害されておこる
認知症です。CTやMRIにて梗塞や出血を認めます。
高血圧、糖尿病などの生活習慣病とも大きなかかわり
があります。

歩行障害などのパーキンソン症状と幻視が特徴的で
す。近年注目されてきており、認知症の１-２割が本
疾患であるといわれています。

その他にもさまざまな種類の認知症があります。

認知症の中心となる、物忘れに対する薬としては、ア
リセプトという薬が唯一、日本で使用されています。
しかし、これは治療薬ではなく、進行を遅らせる薬で
す。　
このほか、幻覚・妄想などの精神症状に対しては抗精
神病薬、不眠に対しては睡眠薬、抑うつ症状に対して
は抗うつ薬などが用いられています。

これから高齢化に伴い、認知症は加速度的に増えてい
きます。現在、世界中で認知症の治療薬、もしくは予
防法が研究されており、期待がもたれています。

週間外来

診察
予定表

言語面での支障

記憶の障害、とくに記銘力
（新たに覚えること）の問題

時間感覚の悪さ

知っているはずの場所で
迷う

何事であれ決定できない

意欲や主体性の乏しさ

うつ、あるいは逆に攻撃性

趣味などのさまざまな活動
への興味を失う

食事の摂取が困難

家族や友人、長年なじんだ品
物などもそれであるというこ
とがわからなくなる

事の理解や解釈ができない

自宅の近所ですら道に迷う

歩行困難

便尿失禁

人前での不適切な振る舞い

いわゆる寝たきり状態

忘れっぽさが顕著になり、とくに最近
の出来事や人の名前などで目立つ

独立して支障のない生活を営めない

料理、掃除、買い物ができない

ひどく依存的になる

排泄、入浴、清潔保持などの面で介助
が必要となる

衣類の着脱にも介助が必要となる

会話がさらに困難になる

徘徊して行方不明になる

さまざまな問題行動が活発になる

・
・

・
・

・
・
・
・

・
・

・
・
・
・
・
・

・

・
・
・
・

・
・
・
・

初期の症状 中期の症状 後期の症状
認知症とは

アルツハイマー型認知症

脳血管性認知症

レビー小体型認知症

について

症　状1 

2 

3 

種　類

治　療

１

2

3

これらの臨床症状や画像診断（CT,MRI,脳血管造影など）、心理検査（改訂長谷川
式簡易知能評価スケールなど）などの結果を総合して診断はつけられます。
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　理事長より「ハードは立派になった。次はソフトの
充実を」という言葉から、病院の質をさらに向上させ
る目的で、第三者評価機関である日本医療機能評価機
構が実施している病院機能評価の認定を目指すことと
なった。
　まず最初に、「自己評価調査票」に基づいて第１領
域から第７領域までの約500にも及ぶ評価項目の内容
チェックをおこなった。

第１領域では
　運営会議において、病院の基本理念、施策、方針な
どを決定した。
　病院の基本理念である「患者第一主義」は常に口頭
では発信していたが、各部署、エントランスなどに掲
示するとともに職員の名札の裏面への印刷、エーブル
オフィス（院内掲示板）のログイン画面に表示するな
ど基本理念の浸透を図るとともに、各部署は基本理念、
施策に基づいて各部署の目標・方針を作成した。
　又、新しく診療情報管理室を立ち上げ、診療情報・
経営分析データ等の情報がスムーズに提供できる組織
作りを行った。
　広報活動に関しては、ホームページの内容の充実を
図るとともに、新たに広報誌「新星」を発刊し、患者
様への情報の発信を行った。

第２領域では
　倫理委員会を新たに設け、職業倫理についての検討
を行うこととし、委員会規定、方針を明文化した。

第３領域では
　職員接遇セミナーを開催し言葉遣い、電話応対の仕

方を再確認し、また、患者満足度調査を実施しその結
果をふまえ、初診担当医を新たに設けるなど待ち時間
の短縮を図った。
　禁煙については、精神科病院の特性から分煙とし、
禁煙ポスターの貼付を行うなど患者様にも説明をし、
ご理解をいただいた。

第４領域では
　各部門において、診療方針の明文化・基本理念、部
門目標の作成、各種マニュアルの作成、ＮＳＴなど必
要な組織、委員会の設置を行った。

第５領域では
　評価・計画・見直し・修正のサイクルの確認を徹底
し、医師をはじめ各部署においてカンファレンスを行
い病状の変化、診断・治療への検討を行う体制作りを
した。
　さらに、電子カルテの導入により、各種情報の一元
化が可能となり必要な情報が容易に参照できる環境づ
くりも整えた。

第７領域では
　入院区分のカンファレンスを行い、取扱いの変更を
適宜行う体制作り、退院後の支援体制も地域連携室の
メンバーを中心に更なる支援体制を強化した。

　以上のような取り組みを行い、2010年11月「日本医
療機能評価機構の認定病院」として認定証の交付をう
けました。
　スタッフ一同、更なる向上を目指したいと思います。

病院機能評価の認定をうけて
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MICHINOO HOSPITAL
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私達外来スタッフ一同は、「笑顔と挨拶」を

第一に、患者様と御家族に親しみ易く話しかけ

やすい雰囲気作りに努めています。又、先生方

や他部署との連携を密にし、地域への架け橋と

なれるよう心配りのあるサービスを目指しま

す。何かございましたら気軽にお声掛けくださ

い。

はじめまして。受付です。

受付の業務は、外来受付、会計業務（外来診療

費・入院医療費等）、預かり金業務（入院患者様の

み）、ご面会の連絡などを行っております。

毎日たくさんの方に来院していただいており、

お待ちいただくことも多々ございますが、できる

だけはやく診療や会計が済みますようにスタッフ

が外来や薬局と協力し、待ち時間の短縮に努めて

おります。また受付は、患者様やお客様が一番最

初に来てくださるところですので、いつも笑顔で、

できる限り患者様のご希望にお答えできるように

がんばっております。ご不明な点やご不安なこと

がありましたら、お気軽に受付スタッフまでお申し

出ください。

受診の際には必ず保険証の提示をお願

い致します。特に、加入されている保険に

変更があった場合や誕生日を迎え新しい

保険証が交付された場合は、速やかに窓口

への提示または連絡をお願いします。

また、長崎市においては、昨年12月より

重度心身障害者、ひとり親、寡婦について

福祉医療の「現物給付※」がはじまりまし

た。長崎市にお住まいの方で『福祉医療費

受給者証』が送られてきた方は、窓口への

提示をお願いします。

現物給付とは従来は、窓口で全額支払い

市役所で払い戻しの手続きを行ってい

たものが、受給者証の提示をいただけれ

ば窓口でのお支払いが（1日800円、月

額上限1,600円）のみで済むものです。

外来

受付

保険証の提示のお願い

※
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急性期病棟入院者分類（平成22年 9月～11月）

統合失調症

アルコール依存症

うつ病

てんかん

躁うつ病

認知症

知的障害

器質性精神障害

Q

A

障害者手帳について教えてください

1995年（平成７年）に改正された精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（精神保健福祉法）に規定
された精神障害者に対する手帳制度。表紙の記載から、「障害者手帳」と呼ばれる場合、広義の「障害
者手帳」のうち、これのみを指す場合があります。

精神障害者保健福祉手帳（せいしんしょうがいしゃほけんふくしてちょう）とは

精神疾患を有し、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活に障害がある方。統合失調症、
躁うつ病、てんかん、認知症などがあります。疾患によっては対象外となるものもあります。また、原
則初めて病院にかかった日から６ヶ月を経過している事が条件になります。

対象者

１級：概ね「日常生活が一人では出来ず、他人の援助や介護を受けないと生活が出来ない人」 
２級：概ね「日常生活に著しい困難があり、時に応じて他人の援助が必要な人」 
３級：概ね「労働に著しい困難があり、社会生活に制限を受ける人」

等　級

手帳の交付を受けた方には、等級に応じてこの手帳により次のような補助などがあります。
　① 税制の優遇措置
　② 生活保護の障害者加算（１、２級のみ）
　③ 交通費助成
　④ 運賃割引（バス・電車料金が半額、タクシー料金１割引）
　⑤ 各種公共施設の利用料割引等
　⑥ 携帯電話通話料金、使用料金の割引き
　⑦ NHK料金半額
　⑧ 映画料金１，０００円

手帳が受けられるサービス（受けられるサービスは市町村によって異なります。）

１

２

３

４

相談・手続きに関しましては、市町村の障害福祉担当、または当院の地域連携室にご相談ください。

急性期治療病棟 看護部
　私達の病棟は、精神科急性期治療病棟です。
ベッド数：60床　その内隔離室：４床
個室：12床　PICU：１床を有しています。
看護スタッフの数は、37名　入退院数は、1ヶ月
35名前後で入退院が多い病棟であり、急性精神
症状やうつなどの感情障害、認知症、アルコー
ル依存症の患者様が入院され３ヶ月以内での退
院を目標に治療を行っています。

　急性期治療では刺激を遮断し、薬物療法などで症状の改善を
図る事が優先されます。最近は、うつの患者様の入院も増え、
心とからだをゆっくり休ませる事のできる環境が、益々必要に
なっています。入院生活の中、食事、入浴、睡眠などに関して
も、一人ひとりの患者様のところへ足を運び話を聞き、速やか
な対応を心がけています。
　私たち看護師は、優しさ思いやりを持って患者様に寄り添い
患者様の立場にたった看護が実践できるよう頑張っています。

25

17

30

3

11

8 3 4

疾病別に見た入院患者割合

★　　★　　★　　★　　★
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MICHINOO HOSPITAL

HINSEI

当院では作業療法プログラムやデイケアのプログラムでこのような創作活動を行っています。
昨年10月は『こころのふれあいフェスティバル』にも参加し、地域交流することができ参加者もとても楽しんでいました！
これからも皆様が一生懸命作られた作品を紹介していきたいと思います☆

手芸 ビーズ細工革財布

作業療法プログラム作品

デイケアプログラム作品

カレンダー作り 陶芸

絵画（Y.Tさん） 折り紙の置物（T.Kさん）ねこちゃんハサミ（A.Sさん）

花瓶（T.Tさん） お皿（K.Mさん）湯飲み（M.Mさん）

キッチンたわし（T.Yさん） 刺し子（M.Tさん）カレンダー（デイケアメンバー＆スタッフ）

作品集
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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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道ノ尾病院
虹が丘病院無料

駐車場
完備

創立50周年

クリスマス会

昨年12月に、道ノ尾病院にサンタクロースがやってきました。今年も沢山の“笑い”のプレゼントを届けてくれました。

　当院は平成22年9月で創立50周年を迎えました。半世紀にも及
ぶ皆様方からの支援に感謝しますとともに、これからも地域医療に
貢献すべく臨んでいく所存です。これを一区切りとし、60年70年
と歩んでいくにあたり多くの方々の御支援・御協力よろしくお願い
致します。

を迎えて


