
C O N T E N T SC O N T E N T S

Vol.6
2012

【医療法人厚生会  道ノ尾病院ホームページ】

http://www.michinoo.or.jp

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

精神科デイケアについて

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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不眠症、うつ病などさまざまな病気で精神科の
外来にこられる方は増えてきましたが、統合失調
症はその治療の困難さもあり、いまだに精神医療
において主要な位置をしめています。統合失調症
の症状のうち幻覚・妄想など比較的目立つ症状を
陽性症状といい、反面意欲の低下、まわりのこと
に興味・関心を抱かなくなる、感情が湧かず表情
の動きに乏しくなる、ひきこもる、などの症状を
陰性症状といいます。患者さんが社会生活を送る
上で障害となってくるのは、むしろこの陰性症状
なのです。薬物による治療で陽性症状は比較的改
善しますが、陰性症状の治療は精神科関係者が頭
を悩ますところです。
精神科デイケアは、統合失調症の患者さんを主

な対象として陰性症状の改善も目的として、第二
次大戦後イギリス、カナダで始められました。現
在では外来に通院しているうつ病、適応障害、ア
ルコール依存症などの方も利用しています（高齢
者を対象としたデイサービスとは異なります）。
道ノ尾病院でも平成５年にデイケアが開設され、
現在に至っています。当院のデイケアでは手芸、
陶芸、料理、パソコン、ストレッチ、カラオケ、
生活技能訓練などのプログラムを行っています。
また野菜を作ったりの園芸作業、週２回外来にお
ける喫茶活動も行っています。好きな人は将棋、
囲碁、オセロ、麻雀などを楽しんでいます。１日
の利用者は150人程度です。院外のプログラムで
は白木峰にコスモスを見にいったり、大村公園に
菖蒲を見にいったり、年に一度の一泊研修旅行を
しています。人気のプログラムで、60人以上の人

が参加し今まで雲仙、伊万里、武雄などに行って
きました。一泊のキャンプも毎年やってきました
が、利用者のニーズもあり、今年からデイキャン
プに変わりました。
デイケアに通所することのメリットは①生活に

リズムができる②メンバー（患者さん）あるいは
スタッフとのふれあいの中で症状の改善が期待で
きる、病気で失ったものを取り戻していく③メン
バーの病状の変化がわかり、悪化への早期治療が
期待できる④食事をとる、などでしょうか。退院
してアパートで独り暮らしをする人も増えてきま
したが、卵かけご飯だけ、インスタントラーメン
だけなど食生活のまずしい人もいます。当院デイ
ケアでは食事の提供を行っています。整った食事
提供で栄養バランスを保つことができます。朝か
ら始まり昼食を食べ午後に帰るデイケアと、同じ
く朝に始まり昼食・夕食まで食べて帰るデイナイ
トケアがあります。一日に一食でもちゃんと食事
をしていれば、我々も比較的安心です。家に引き
こもっていた人がデイケアに通うようになり、次
第に話す人もできて表情の動きも出てくると私た
ち治療する側の者もうれしくなります。私につい
て言えば、メンバーのなかに囲碁の有段者がいて
石を置いて打ってもらっています。今では利用者
でもあるような格好になっております。

精神保健指定医

楠本 四郎

月 火 水

茶話会
室内ゲーム

木

趣味の会
茶話会

金

茶話会
室内ゲーム

土

夕の集い

趣味の会
エコクラブ
ピラティス

書道教室（デイケア1F）
お話の会（第1.4週）

クッキング
（１回／月・さくら棟）

第１週：ミーティング
第４週：クリーンデイ
お話の会（第2.3週）

SST
クッキング
（３回／月・さくら棟）

エコクラブ
手芸

エコクラブ
ウォーキング（院外）

手芸
グラウンドゴルフ

エコクラブ
ウォーキング（院外） 手芸

お菓子作り 陽だまりカフェ
フィットネス 陶芸

陽だまりカフェ
模型作り
生活技能体験
読書の会

茶道
（デイケア作業室）
民踊教室

手芸
卓球同好会 手芸 手芸

常時
働き

2F
1F

午前

午後

ナイト

室内ゲーム・パソコン・カラオケ・ストレッチ・バンドクラブ・スカットボール・ゲートボール
室内作業・園芸・清掃・陽だまりカフェ・洗車作業・美化活動

映画の日室内ゲーム
茶話会

☆院外活動や院内行事、また時期により一部予定の変更があります

デイケアプログラム表
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内科医

植山 千秋
 入院して２、３日もすると先生、○○さん、便
が出ていません。排便コントロールの指示をお願
いします、と声がかかる。年配の方も若い看護師
さんであっても同じである。定型抗精神病薬で苦
労したのであろうか、排便への気遣いが脈々と受
け継がれている。確かに腹部単純写真では多量の
ガス像と便が見られる人やまるでヘチマをいれた
かのように直腸が拡大している患者さんもいる。
　精神科といえば悪性症候群。DSM-Ⅳなどを含
め、いくつかの診断基準が提唱されている。これ
は発熱、意識障害、錐体外路症状、自律神経症状
などが主に向精神薬と関連しておこる副作用症候
群である。ダントロレンNaを静注したり、気管
内挿管をしての呼吸管理を必要とする例は比較的
稀である。しかし、このような患者さんも経験し
た。39歳男性、トイレに踞っていた。38.3度の発
熱と著明な発汗がみられた。翌日には解熱してい
たが、何となく気になって検査してみるとCPKは
46000、腎機能障害も認められた。これも悪性症
候群であろうか、きちんと診断しようとすれば悪
性症候群は奥が深い。
　また精神科では恒常的な飲水過多による低ナト
リウム血症も多い。120-130では軽度の虚脱感や
疲労感、110-120では精神錯乱、頭痛、悪心、食
欲不振、110mEq/L以下では痙攣、昏睡などの症
状が表れる。120台であればあまり問題はないが、
多量に飲水をして嘔吐することがある。この時に
はナトリウムが110以下にまで低下して痙攣をお
こす例を時にみかける。しかし無理に補正しよう
とはせずに、飲水制限と適切な輸液および全身状
態を行えば自然に低ナトリウム血症は改善する。

　この数年、高齢の認知症患者さんの入院が増加
してきた。やれ癌の術後だ、糖尿病だ、高血圧だ、
心臓病だ、脳梗塞だ、と合併症も多い。年齢とと
もに頻度が増える不整脈ということで、心房細動
について調査してみた。当院では785床のうち内
科病棟と認知症病棟とで185床あるが、17例
（9.2%）が心房細動を有し、うち16例が75歳以上
（平均85.3歳）であった。心房細動の厄介な合併
症の一つに脳塞栓症がある。脳塞栓の発症を予測
する指標としてCHADS2スコア（最近はより詳
細なCHA2DS2-VAScスコア）がある。これは
うっ血性心不全（C）、収縮期160以上の高血圧
（H）、75歳以上（A）、糖尿病（D）に各１点、
一過性脳虚血発作あるいは脳卒中（S）に2点を与
え、スコア化したものである。0点では年間の脳
塞栓発症率は1.9%であるのに対して６点では
18.2%までに増加する（１点2.8％、２点4.0%、３点
5.9%、４点8.5%、５点12.5%）。当院の17例のうち
16例はワルファリン投与が考慮されるCHADS2
スコア２点以上であったが、４例のみにしかワル
ファリンが投与されておらず、治療域にあるもの
は69歳の１例のみであった。さらにCHADS2ス
コア２点の88歳例と３点の89歳例は入院中に脳塞
栓症を発症しており、いずれもワルファリン非投
与例であった。しかしその一方で、標準化プロト
ロンビン時間の突然の延長や出血性合併症に苦慮
することもある。認知症、寝たきり、薬剤（向精
神薬、抗生剤、NSAIDsなど）との相互作用、高
齢者に特有の低蛋白、肝腎機能障害の問題もある。
ワルファリンを投与すべきか否かの判断はなんと
悩ましいことか。
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Medical careメディカルケア（合併症治療）病棟
　　　院には合併症治療病棟が２病棟あります。そのうちB-1病棟は、
　　　精神疾患の患者様がさまざまな合併症（肺炎、イレウス、脳梗
塞など）を併発した時など、内科的な治療を集中的に行う病棟です。
　B-2病棟も同様の役割を果たしています。副院長である芹田医師と他
３名の内科医師が常勤しており、看護師31名、看護補助者15名で65床
の患者様の治療、看護にあたっています。

　　年の高齢化社会の影響で老人保健施設やグループホームが増加しています。それ
　　　らの施設から食欲低下、不眠などの認知症の患者様の入院が増えています。当病
棟は、患者様の受け入れに多職種がチームとなって取り組み、「苦痛の緩和と医療安全
の確保」を目標に、患者様を一日でも早くもとの場所に戻れるように治療、看護に努め
ています。

芹田副院長　　　　　　　植山医師　　　　　　　北野医師　　　　　　　北村医師　

一般の医療機関 施　設 地　域

メディカルケア病棟

患者様・御家族様

医　師 看護師

薬剤師 管理栄養士（栄養士）

精神保健福祉士

作業療法士
理学療法士

歯科衛生士

歯科医師

当

近
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個々の患者様に

合わせたケアミーティング

を多職種で。

がんばって～！

ファイト！！

ミーティング

リハビリテーション

重篤な患者様を常に

近くで観察できます。

機械浴で安全に

気持ちよく。

ナースステーション

のんびりと

ゆっくり

楽しい時間を！

レクレーション 入　　浴

看護部理念
患者様にはやさしく、
思いやりを持って寄り添う

朝長 病棟師長
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兜の置物

ひな人形

湯飲み茶碗

デイケア作品紹介

陶芸教室では外来講師の先生の指導を受けながら、さまざまな作品を制作
し て い ま す 。

　これらの作品は当院の夏祭りや花祭り、大村こころのふれあいフェスティバルなど院内外の行事にて出品、
販売をしております。デイケアではこのような創作活動を地域交流を目的として行っています。お立ち寄り
の際はお声をかけていただければありがたいです☆

① 園芸活動
大根、長ネギ、さつまいもなど旬なお野菜を、
デイケア利用者様とさくら棟前にて不定期に
なりますが販売しております。お立ち寄りの
際は宜しくお願い致します☆

② 手芸作品紹介

③ 陶芸教室作品紹介

手芸ではエコバックやシュシュなど実用的な物からかわいらしい置物ま
で作っています。

うさぎの置物

ブックカ
バー

猫ち
ゃん
ハサ
ミ

エコバック

マフラー

たわし

エコバック

テーブルクロス
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クラブ紹介

道ノ尾病院コーラス部
　道ノ尾病院 コーラス部は 平成12年より発足し ｢でき
る！できる！できる！｣の合言葉で長崎にてご活躍中
の中澤伸元先生にご指導いただき､皆で明るく･楽しく
をモットーに 練習に励んでおります｡
　部員は９名｡ 少ないながら頑張っています｡ 昨年は
なんと(！) 新人さんが２人も入部しましたので皆の意
気も上がっています｡
発表の場は､年に一度の病院主催の忘年会です｡ 時には
患者様のクリスマス会や敬老会に出演させていただく
こともあります｡
　大きな声で歌うことは 心にも体にも 新しい風が吹
くようです｡皆様もいかがでしょうか？
これからも､皆で楽しく歌っていきたいと思います｡

中澤 伸元　先生
武蔵野音楽大学声楽科卒業
1969年～1971年獨協大学グリークラブボイストレーナー
「できる！できる！できる！」にて教員、保育士、指導員、児童などを対
象に各地講演、ワークショップを開催。
1993年～2010年ふるさと音楽便にて小学校巡回演奏会
子どもクリスマス大会にて「できる！先生のできる！できる！できる！」
を毎年アルカス佐世保、ブリックホール、五島にて講演する。
2000年  長崎カウントダウンにてベートーベン第九指揮
1920年の「山本直純と1000人の第九」以来「障害者の第九」各第九指導
を行う。
NIB24時間テレビ長崎テーマソング「僕たちの未来」の音楽監督
NIBミュージカル「出島」合唱指導を行う。
長崎児童合唱団、ハッピートーク、花の輪など全国大会に出場する。
現在、長崎女子短期大学幼児教育学科教授として学生に音楽のすばらしさ
を教えている。

大塚 裕子　先生
活水高校音楽コース、フェリス女学院短大音楽科卒、同専攻科修了。
長崎県新人発表演奏会、西日本新人紹介演奏会に出演。
姉とピアノデュオ「デュオ・スール」を結成、楽しいコンサートをめざし、
いろいろな場所で連弾、二台ピアノの活動を続けている。また合唱の面白
さに目覚め、複数の合唱団の伴奏者も務めている。

♪♬♩ ♪♬♩

先生のご紹介

中澤 伸元 先生

大塚 裕子 先生



SHINSEI TEL 095-856-1111 FAX 095-856-47552012.Vol.6
2012年１月１日　発行

題字：松本 寿美子

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

道ノ尾病院携帯サイトができました 交通アクセス
虹が丘
小学校 道

の
尾（
西
友
）

バ
ス
停

長崎工業高校

長崎工業高校前
バス停

岩屋中学校

至 長崎市街
　 長崎駅

至 滑石

至 時津

西友
道の尾駅

至 長与

ジョイフルサン
ロイヤルチェスターホテル

マ
ツ
ダ20

6

↑

↑
↑

↑

道ノ尾病院
虹が丘病院無料

駐車場
完備

本年も１月３日長崎歴史文化博物館で開催さ
れる長崎奉行所初稽古剣道演武大会に協賛致し
ました。
大会の様子は１月22日（月）６：00～６：30にNCC文化放

送にて放送予定ですのでご覧下さい。

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 一隆 伊藤 常勤医
（週替わり）

深澤 常勤医
（週替わり）

　

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。

週間外来

診察
予定表

TOPICS
平成23年10月よりNCCトコトンサタデー最終土曜日の
朝９時３０分より「おしえてドクター」のコーナーに厚生会
道ノ尾病院・虹が丘病院のドクターが生出演しています。
ご覧ください。

第６回 長崎奉行所初稽古剣道演武大会


