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患者第一主義

基本方針
■ 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

神科医になりました︒松本一隆院
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来年は、より良い結果を残せるようにがんば
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道ノ尾病院の多職種チーム（看

初参加をしました。ラン３名、スイム１名、バイ

護師・精神保健福祉士・経理・臨床心理士）で

９月14日

新 しい精神科医のご紹介

精神科医

長先生の医局の後輩にあたり︑そ

ませんでした︒それから福岡大学

りの方はお気軽にご相談ください︒

アロマセラピーでストレスケア

のご縁でこちらの病院にお世話に

病院で常勤しながら唐津の進藤病

郁子

なることになりました︒福大の医

院で非常勤医として勤務し︑夫の

大坪

局時代は毎週金曜日の午後のデイ

実家の病院の宮崎の若草病院に勤

と
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2014いさはやミニトライアスロン・リレー大会

ク１名、ラン＋ガタスキー１名でタスキを繋い

で、強豪集まる73チーム中20位という好成績

を収めました。

もってこーい︒
みちのお病院くんち
前号でお知らせしました「みちのお病院くんち」ですが、皆様のご協力のおかげで
10月４日に無事開催することができました。
当院職員による「コッコデショ」は、全員そろっての練習はなかなかできませんで
したが、一生懸命頑張りました。皆様、いかがだったでしょうか？
また、福祉事業所による売店も初めての試みでした。クッキーなどのお菓子や、野
菜や果物、アクセサリーなどの雑貨など、患者様もどれを買おうか迷うほど、たくさ
んの商品が並んでおりました。多くの出店があり、患者様にもスタッフにも大変好評
でした。
患者様が参加された「仮装コンテスト」では、映画やアニメで人気のキャラクター
をメインに各病棟でアイディアを出し合い仮装していました。患者様もステージに立
ち、踊ったり歌ったり、楽しく面白く参加されていました。
今回は天候により順延開催となったにもかかわらず、多くの皆様にお越しいただ
き、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
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認知症カフェ

『虹かふぇ』開催しました！
第１回

虹かふぇ

８月30日（土）

れいんぼうハウス滑石をお借りして
14時開店しました。
この日は

夏祭り

をテーマにカキ氷やぜんざいの

模擬店、また、昔なつかしのゴム鉄砲で的当てゲーム
や頭と身体を同時に使って歩くスクエアーステップな
どを紹介しました。
理事長先生、管理局長、院長先生も参加者の皆さん
と一緒に体験して頂きました。
認知症に関するアンケートも実施してお答えいただ
きました。

第２回

虹かふぇは９月27日（土）

13時開店しました。
テーマは
そして

アフタヌーンティー
体験型カフェ

。

テーブルに飾るお花のアレンジからパン作りまで参加者の皆さんと
手分けして作業しました。さすが！お花も愛らしく活き活きとアレン
ジして頂き、素敵なテーブルになりました。
そして、なぜか純和風のアンパン作り！餡をくるんで丸める手つき
もあざやか！お見事です。
アンパンが焼きあがるまでは、スタッフと参加者の皆さんとのじゃ
んけん合戦で盛り上がりました。景品がかかっているので、皆さん気
合が入りますが、スタッフのこぶし（ｸﾞｰ）は、容赦ありません。

次回は、11月22日（土）14時、
れいんぼうハウス滑石で開店します。
ご来店お待ちしております。
認知症カフェとは
｢認知症施策推進５か年計画｣（オレンジプラン）によって｢認知
症の人と家族、地域住民、専門職等の誰もが参加でき集う場」と
定義されています。
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院内研究発表会
１日目

1
席

〜隔離室評価表による意識統一を目指して〜

看護師

2
席

道上

席

山井

看護師

4
席

5
席

席

山本

〜ストレスコーピングに着目した関わりから見え

看護師

吉田

〜新しいアルコール治療の導入によるＡＲＰの見

看護師

吉川

席

竜太

入院退院を繰り返す慢性統合失調症
へのＳＳＴを用いた関わり
〜外出を通した社会性の構築〜

3
席

4
席

席

席

片岡

大貴

精神科病院における終末期の看護

〜今、何が出来るのかアンケートから見えてきた
家族の思い〜

看護師

荒木

慎司

治療に専念できる環境作りへの取組み

〜イメージアンケートの試み〜

福井

常久

認知症患者の睡眠障害に対する光
療法の効果
看護師

6

翼

〜知識テストを用いた退院者・在院者の比較検討〜

看護師

5

町田

精神障害者の「リカバリー」
を高める
要因
作業療法士

昇平

当 院 のＡＲＰ
（ ア ルコー ルリハビリ
テーションプログラム）
の動向
直しの経過報告〜

2

一郎

幻聴によるストレスを傾聴で緩和さ
せることを目指して

（６月５日）

看護師

緑

〜骨密度測定を通して見えてきたもの〜

てきたもの〜

6

島本

骨折の増加に直面して

看護師

席

亨

盗食行為があり隔離解除に至れない
患者への関わり
〜おやつを通しての一考察〜

1

聡

在院期間における精神障害者社会
生活評価尺度
（ＬＡＳＭI）
の比較
作業療法士

3

２日目

（６月３日）

急性期病棟における隔離患者評価
についての意識調査

平成26年
６月３日、５日

相川

桂子

就労準備プログラムの取り組みから
見えてきた課題
〜ワークチャレンジプログラムを立ち上げて〜

精神保健福祉士

臼井

雅之

総評

道ノ尾病院の院内研究発表は今年で21回目となります。歴史を重ねて今迄の
不足部分が補え、学会や各種研修会への参加から看護全体の視野が広がり、患
者様をとりまく職種全体での関わりを重視したチームでの発表が増えきたと思
〈吉崎看護部長〉

います。
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Conference Presentation

学会
発表

平成26年は当院から５人の職員
が全国規模の学会で発表を行い
ました。

第57回 糖尿病学会年次学術集会
日時：平成26年5月23日
場所：大阪国際会議場
発表者

内科医師
芹田 巧

第66回 九州精神神経学会

第33回 日本認知症学会学術集会

日時：平成25年11月8日

日時：平成26年11月30日

場所：かごしま県民交流センター

場所：パシフィコ横浜

演題：メマンチンの周辺症状・介護負担度軽減効果

演題：メマンチンの周辺症状・介護負担度軽減効果

―Visual Analogue Scale(VAS)を用いた検討―

第29回
日本静脈経腸栄養学会学術集会
発表者

B‑2病棟
看護師
荒木 健二

日時：平成26年2月2７日
場所：パシフィコ横浜
演題：とろみ付流動食（エコフロー）の長期使用に
おける検討

第50回 日本精神保健福祉士協会全国大会
第13回 日本精神保健福祉士学会学術集会
発表者

地域連携室
精神保健福祉士
道越 愛子

日時：平成26年6月21日
場所：大宮ソニックシティ
演題：地域連携室勉強会を立ち上げて
〜3年間を振り返り今後の課題を探る〜
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演題：精神症状によりインスリン療法が困難となるも
ビルダグリプチンにてコントロール良好となっ
た3症例

―VASを用いた2ヶ月後と1年後の検討―

第33回
日本心理臨床学会
発表者

診療技術
臨床心理士
武藤 翔太

日時：平成26年8月24日
場所：パシフィコ横浜
演題：臨床教育シンポジウム事例発表

第39回
日本精神科学術集会
発表者

C‑3病棟
看護師
山田 哲也

日時：平成26年６月７日
場所：広島国際会議場
演題：急性期病棟に入院した患者家族の心情と家族
支援の必要性

行動制限最小化委員会

院内研修

長崎県病院企業団

長崎県精神医療センター

精神科認定看護師（行動制限最小化看護）

岸川

2014年9月26日

孝 先生

「拘束帯マスター研修」
精神科病院では、入院治療中の方に医療及び保

岸川先生は、患者様に適切な医療を提供するた

護を目的として隔離や拘束などの行動制限をとる

めに、看護師がいっそう観察のスキルを磨くこと

ことがあります。６月にも、都立松沢病院院長の

の大切さを強調されておられました。

齋藤先生にお越し頂き研修を行いました。

質疑応答も活発で、参加者からは、「患者様の

今回は、身体拘束を行う際の留意点や手技につ

苦痛を最小にするために、今回学んだことを病棟

いて改めて学びました。２時間の長時間研修で、

のスタッフに周知させていきたい」「学んだこと

30分講義、90分は実技を行いました。また、そ

を活かしてよい看護を提供したい」というような

の際に看護師が拘束をされる体験も同時に行い、

熱心な感想が寄せられました。

「実際に、拘束をされてみて、あまり気持ちの良

今後も、患者様のため、スタッフの意識・技術

いものではなかった。恐怖を感じた」「患者様の

向上になるような研修会を行っていきたいと思い

気持ちが理解、再確認できた」「人権の意味を考

ます。

えた」等の患者様の立場に立って考えることがで

（行動制限最小化委員会）

きたという感想が集まりました。

7

地域連携室勉強会
第33回

平成26年８月23日

「精神科長期入院者の退院支援」多職種チームでの退院支援

精神保健福祉士 西首 瑞穂
療養病棟退院支援専門看護師

石田

宗悟

道ノ尾病院が、平成20年から取り組んでいる長期入院者の

当日は、90名を超える参加があり皆さん活発な意見を交わ

退院支援の実践報告を精神保健福祉士と看護師で報告させて

されていました。参加者からは「チームで取り組むことの大

頂きました。精神科病院には退院したいと思っていても、30

切さとパワーを感じました」「いずれ自分もこのような支援

年以上入院している社会的入院者は少なくありません。患者

を行っていけたらと強く感じました」「退院支援へのスタッ

さんや家族の想いも大切にしながら支援を行い132名が地域

フの方の想いが胸に響きました。ありがとうございました」

の高齢者施設やアパートなどで元気に暮らしておられます。

という温かい感想を頂きました。

第34回

平成26年10月23日

報告は次号

この勉強会の

「はじめての成年後見」成年後見制度の活用と
成年後見人の活用について

崎陽合同法律事務所
ぱあとなあ長崎所属

弁護士 今井 一成さん
社会福祉士 川瀬 雅代さん

次回予告
平成26年12月17日（水）19：00〜21：00

会 場：みちのおホール
時 間：19：00〜21：00
参加費：無料

「（言語聴覚士）
と（歯科衛生士）
による食べるための口づくり」
ST
DH
長崎北病院
道ノ尾病院

言語聴覚士
歯科衛生士

戸澤
小嶺

明美さん
京子

事前申込みにご協力ください

第36回 平成27年２月
「障害者の就労支援」（仮）
就労支援事業所数カ所のセッション形式

参加希望、お問い合わせは
PSW西首、道越まで

交通アクセス

【医療法人厚生会 道ノ尾病院ホームページ】

http://www.michinoo.or.jp
検索

虹が丘
小学校

長崎工業高校前
バス停

道ノ尾病院

http://www.michinoo-m.com

至 長崎市街
長崎駅

206

至 時津

西友

道の尾駅

虹が丘病院
マツダ

お手持ちの携帯のバーコードリーダーより左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。

無料
駐車場
完備

岩屋中学校

↑

↑

道ノ尾病院携帯サイトができました

長崎工業高校

道の尾︵西友︶
バス停

道ノ尾病院

↑ 至 滑石

↑

第35回

至 長与

ジョイフルサン
ロイヤルチェスターホテル

