
Shinsei
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

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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　昨年春より、道ノ尾病院にて後期研修医とし
てお世話になっております、尾林誉史と申しま
す。こちらの病院には、私が初期研修でお世話
になりました、東京都立松沢病院の前院長でい
らっしゃる、岡崎祐士先生（現道ノ尾病院特別
顧問）のご縁で勤めさせていただくこととなり
ました。
　私はもともとリクルートという会社にてサラ
リーマンをしておりましたが、1990年後半より
気分障害（主にうつ病）がクローズアップされ
始め、勤めていた会社でも、取り引き先や友
人・知人の会社でも、そのような症状に苦しむ
方々を、いやというほど目の当たりにしてきま
した。その体験から、「職場におけるメンタル
問題」の一助となりたく、30歳で一念発起し、
弘前大学医学部に社会人編入をいたしました。
　上記のような理由から、精神医療に身を投じ
ることには何のためらいもありませんでした
が、一括りに精神医療と申しましても、児童思
春期から老年期まで、気分障害のみならず統合
失調症や発達障害など、非常に広い領域に渡っ
てカバーしなければならず、加えて、それぞれ
の領域が非常に深みを持っていることに大変驚
かされました。そのような気付きがあったた
め、初期研修先として、現存する精神科病院と
しては最古の歴史を有する東京都立松沢病院を
選択し、精神科医としての土台を築かせていた
だきました。
　道ノ尾病院は、精神科単科の病院としては病

床数（症例数）も大変に多く、臨床家として経
験すべきベーシックな症例から、なかなか経験
することのできない希少な症例まで、幅広い症
例に触れる機会に恵まれた病院であると、まだ
一年余りの歳月ながら、強く実感しておりま
す。当面の目標としましては、まずは道ノ尾病
院の戦力としての足腰を鍛えること。そして、
周囲の先生方やスタッフの方々の助力を得なが
ら、精神保健指定医や精神科専門医の取得を掲
げて、日々の業務に取り組んでおります。長崎
の土地柄や気候・風土などには多少なりとも慣
れて参りましたが、現場での力不足は、残念な
がら否めません。まだまだ皆さまには、ご迷惑
をおかけすることばかりかと思いますが、ご指
導の程、何卒よろしくお願いいたします。

精神科医の紹介

精神科医　尾林　誉史
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総評

１日目

２日目
院内研究発表会　平成27年６月3・5日　

１席　精神科看護師の急変時対応への不安の検討
～研究から見えた経験の必要性～ 看護師 嵜村 浩司

「精神科看護師の急変時対応への不安を調査し、今後の課題が見えた研究になりました」

２席　睡眠障害のある認知症患者に対するアロマ療法の効果
看護師 田中 亮

３席　デイケア通所者の食生活習慣の改善に向けて
管理栄養士 長畑 葉子

「院内研究発表は、多職種の情報共有の場なので、積極的に発信していきたいと感じました。」

４席　精神科看護従事者の職場ストレスの現状
～メンタルヘルスケアと精神的健康度調査～ 看護師 中本　勇海

５席　クロザピン治療における患者・家族・看護者の変化
～そこから見える反省点と今後の看護のあり方～ 看護師 高木 靖史

６席　長期入院者に対する退院支援
～退院に対する意識調査から見えた課題～ 看護師 内間 安幸

１席　危険動作があり拘束解除に踏み切れない患者との関わり
看護師 松下 智夏

２席　デイケア　復職支援デイケアＳＴＥＰでの試み
～グループワークを通して学んだこと～

看護師 内田純一

３席　心身のリラクゼーションを目指した補完・代替療法
～双方の尊厳が手を介して伝わって～

看護師 松下 恩

４席　リハビリテーション科 地域連携における「顔が見える関
　　　　　　　　係」がもたらす関係性の変化

～グループホームに対するアンケート調査結果を通して～

「今後も精神科病院の職員として地域貢献に努めていきたいと思います。」
精神保健福祉士　五島　昌幸

５席　音楽がもたらす認知症患者のＢＰＳＤへの効果
～ようこそ！昭和のうたごえ喫茶へ～
看護師 坂瀬 哲志

「今回は、共同研究者の他、看護助手、介護福祉士、作業療法士、看護師といった多職種の
協力を得てよい研究結果になったと感じています。」

それぞれの部署で問題になっている事柄をどのように改善してい
るか、その取組みが分かる内容でした。日々の関わりの中では
「気付き・考え・行動」が大切です。これからも看護部の理念と
重ね合わせて看護の質の向上に努めていきましょう。
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行動制限最小化委員会研修
「行動制限の法律を楽しく学ぶ」
　隔離や身体拘束といった行動制限は、精神保健福祉法に基づいており、患者様の自由を制限する行為であるため、

その使用にあたっては常に適正さが要求されます。行動制限最小化とは行動制限を適正に行って、不必要な行動制限

を防止することです。最小化はすなわち適正化と考えられ、そのためには倫理観や精神論的な取り組みだけではな

く、あくまでも科学的に明確で効果的な標準的手段を講じる必要があるとされています。

　道ノ尾病院は、行動制限に関して委員会と小委員会を設置しており運用における適正化、行動制限の最小化に努め

ています。今回の、全体研修は「精神保健福祉法」にある行動制限関連の法律をクイズ形式で学ぶ研修会を企画しま

した。また、病棟や職種の垣根を越えたグループディスカッションを行い「事例検討で他部署のスタッフの方々の考

え方の細やかさに感心しました」「グループワークで他病棟のスタッフの意見が聞けたが患者に寄り添った活発な意

見交換が出来たので現場でも活かせたらと思います」などの感想も聞かれました。

　今後も、実務に役立つような研修会の立案や運営ができるように研鑽を重ねていきたいと思います。

平成27年６月19日
８月21日

グループディスカッションは、みんな真剣です！
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「ハワイの大学生が道ノ尾病院へ見学に来られました」

　新緑の５月27日、ハワイからお客様があった。ハワイカウ
アイコミュニティーカレッジの看護学生14名と先生２名であ
る。一行は、長崎大学保健学科の先生２人と共に（１人は通
訳）約２時間かけての病院見学をおこなった。
　先ず、道ノ尾ホールにて理事長より病院の歴史などのお話し
を聞き、院内にある宿泊型自立訓練事業所（ふれあい）、就労
支援多機能事業所（かいこう）、デイケア棟、療養病棟の１つを見学された。学生さんはさほど緊張もなく終始リラック
スした感じだった。しかし、興味のある事、特に紙作業所や製麺所では案内役の話（通訳された）に耳を傾けたり熱心に
メモをとったりしていた。院内移動の道すがら景色や花にも関心を示し、アイパットや携帯で写真を撮ったりされ、やま
ぼうしの花を見て「Ｅａｔ？」と聞いてきたので「Ｎｏ、Ｅａｔ」と返すと頷いてくれた。病棟では作業療法が行われて
おり、ハワイの先生がカラオケに（ビートルズのレット・イット・ビーを英語で）飛び入りされると、いきなり患者様も
一緒に歌い始めるという微笑ましい場面もあった。
　病院全体を見学してもらうには短い時間であったが、雰囲気を感じとってもらったとは思う。２年後にまた見学に来た
いと言う。帰り際学生さんから渡された、ナッツチョコの小袋にさり気なく結んだリボンと名前らしきサインにハワイの
優しさを感じた。

みちのお P H O T O コ ン テ ス ト

タイトル

コメント

「夏風　そこに咲く花」

表紙
ベスト賞 優秀賞 特別賞

今回もたくさんの応募
 ありがとうございました。

センター棟５階 久保　乃也

タイトル

コメント

「水面の灯花」
世知辛い世の中…
こんな庭がたくさんほしいですね

訪問看護ステーションすみ香

小中原　隆史

第2回

　　　　　　　沖縄旅行の際に、夏の風に揺らぐ真っ赤な
　　　　　　　ハイビスカスと出会う。何を考えるわけで
もなく自然とレンズを向けた一枚。きっと夏の暑さや海の
青さに負けない真っ赤なハイビスカスに時間を奪われたの
だろうと思う。

タイトル

コメント

「秋の知らせ」

センター棟５階 久保　乃也

　　　　　　　９月のはじめ、世間は依然として夏の暑さ
　　　　　　　が残る最中に、早朝から開始した山登り。
傾斜を登りきった所に、陽光に輝く金色のススキと涼やか
な風に秋の訪れを感じた。
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　民生委員は、生活に困っている方、障害のある方、児童、高齢者、ひとり親家庭などで色々な悩みを持っている方々の相談相手とな
り、また地域住民と関係行政機関とを結ぶパイプ役として、地域住民の福祉の向上に努める厚生労働大臣から委嘱され地域の中で福
祉の相談や支援を行うボランティアです。22年間民生委員を務めている吉川さんや、岩屋地区の民生委員さん達、地域包括支援セン
ターのスタッフにも来て頂きお話をしてもらいました。
　「民生委員さんが地域を支えている生の雰囲気が感じられてとても楽しかったです。同じ班の民生委員さんや援助職の方々がとて
も人の話を聞くプロで話しやすくて相手をしてもらうだけで癒やされました。すごい！」「民生委員がどのような事をされているのか、
とても漠然としていましたので、このような機会があると知識の幅、視点の幅が非常に広がったように感じております。貴重なお話を
ありがとうございました。」と、民生委員のお仕事について理解が深まったという感想を多く頂きました。「ほとんど知らない内容でと
ても勉強になりました。私たち病院関連者では見えない、在宅チームのフォローにはとても感謝しています。」「色々と細かい、ケアマ
ネージャーだけでは把握できない情報を教えていただけたら助かります」というような連携に関する意見も頂きました。

第40回　平成27年10月「生活困窮者自立促進支援事業」（仮）　　　長崎市社会福祉協議会（社会福祉士）田中 信さん
第41回　平成27年12月「これまでの地域連携室勉強会を振り返って」（仮）　道ノ尾病院　精神保健福祉士　西首 瑞穂　道越 愛子
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 吉岡 礼子

　ふれあいショップかいこうでは「人とのふれあいの中にある働く喜びとの出会い」をモッ
トーに毎週金曜日にさくら棟前で販売会を行っています。
　本革の手作り商品のほか、外部の事業所とも協力し、イベント商品を販売するなどバラエ
ティに富んだ販売会を目指しています。
　販売会での売り上げはそこで働く利用者様の工賃となります。毎日一生懸命作業している
利用者様の励みとなりますので、お気軽にご来店いただけると幸いです。

場所：道ノ尾病院　さくら棟前
日時：毎週金曜日　11：30～13：30
※天候や諸事情により変更があります

第38回「ご存じですか？民生委員」平成27年6月17日（水）

第39回「デイケアの流儀」～PSWの想い～
平成27年８月20日
西脇病院 PSW
真珠園療養所　米満 恭一郎さん
道ノ尾病院　　吉岡 礼子

岩屋地区民生委員・児童委員　吉川 充子さん
長崎市岩屋地域包括支援センター　田中 秀和さん

地域連携室勉強会

勉強会の内容は次回広報誌に掲載します！

次 回
予 告

革製品　200円～

式見かまぼこ　1
30円

ソフトクリーム（種
類は日替わり♪）　

200円

手作りパン　100
円～

新鮮野菜　　50
円～

※そのほかイベン
ト用特別商品やデ

ザートの販売もあ
るかも…☆

会場：みちのおホール　時間：19時～21時　参加費：無料　毎回、60～80名前後の参加があり資料準備の都合上、事前申し込みにご協力下さい。
　　　参加希望、お問い合わせは 電話095-856-1111　PSW西首・道越まで

ふれあいショップかいこう　

ワークステーション　　　　　　　 お知らせ
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男性５点以上、女性３点以上なら、危険な飲酒、または依存症の疑いがあります。

本当に知っていますか？ お酒のこと（その3）　新 連 載 ４回シリーズ

　訪問看護ステーションすみ香は、平成24年４月から
活動を開始しました。　
　主に精神疾患を抱えながら地域で生活されている方を
対象に、訪問による支援を行なっています。
　長期間の入院生活を経て退院される方の場合、様々な
社会システムの変化に対応することが困難だったり、新
しい地域での人間関係に悩んだりすることも多いもので
す。
　また、外来通院中のかたでも、家庭や職場で置かれて
いる立場によって、不安や孤独感、心身の不調を抱えな
がら暮らしている方もいらっしゃいます。
　そうした環境の中で、精神症状をコントロールしなが

ら、家庭生活や仕事を始めたり続けていくためには、い
ろいろな知恵やコツが必要です。
　訪問看護では各ご家庭に出向いて、その方がどのよう
に生活していきたいのかなどお話を伺いながら、その方
に合った『知恵やコツ』をいっしょに探してまいります。
　スタッフは、保健師を含む看護師７名と作業療法士１
名です。
　訪問看護の利用を希望される場合は、まずは主治医に
ご相談ください。申し込みをいただきましたら、選任さ
れた担当スタッフが訪問の日時などの連絡・調整をいた
します。

道ノ尾病院事業所紹介シリーズ ③

１．お酒の量を減らさなければならないと感じたことは？
２．他人からお酒のことで非難され、腹が立ったことは？
３．自分の飲酒について、後悔したり反省したりしたことは？
４．気分を落ちつけたり二日酔いを治すため、迎え酒をしたことは？

ある　　　　　ない
ある　　　　　ない
ある　　　　　ない
ある　　　　　ない

２項目以上ある＝依存症を疑います。　　１項目＝節酒を勧めます。

→さらに詳しい検査や診断を受け、今すぐ飲み方の見直し、または治療をお勧めします。
男性５点未満、女性３点未満だったあなたは、危険の少ない飲酒です。
　　→今の飲み方で大丈夫ですが、年に一度は飲み方のチェックをお勧めします。

当院ではさらに詳しい検査とお酒の飲み方のご相談を、アルコール治療スタッフがお受けしています。
お酒の飲み方でお悩みの方は、ぜひご相談ください。

通常、どのくらいの量のお酒を飲みますか
2ドリンク相当のめやす
日本酒１合、缶ビール１缶、焼酎お湯割１杯
一度に６ドリンク以上飲むことはどのくら
いの頻度でありましたか

お酒をどのくらいの頻度で飲みますか

1～２
ドリンク

ない 月１以下 月数日 週数日 週４以上

飲まない 月１以下 月数日 週数日 週４以上
0点 １点 ２点 ３点 ４点

3～4
ドリンク

5～6
ドリンク

7～9
ドリンク

10
ドリンク
以上

TEST②　AUDIT-C

TEST①　CAGE

　これまで、お酒のことについてお伝えしてきました。お酒のことを知り、「自分は大丈夫かな…？」
と不安になった方もおられるのではないでしょうか。
　そこで今回は、アルコールのスクリーニングテストをご用意いたしました。ご自身のお酒の飲みや現
在の状態を、ぜひチェックしてみてください。



【医療法人厚生会  道ノ尾病院ホームページ】

http://www.michinoo.or.jp

道ノ尾病院 検 索

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。

http://www.michinoo-m.com

道ノ尾病院携帯サイトはこちらから
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ダ

↑

↑

↑

↑

道ノ尾病院
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駐車場
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　去る８月４日 (火 ) に当院３大行事のひとつ“道ノ尾病院夏祭り”が開催されました。　当日

は天候にも恵まれ、やぐらを囲み盆踊りや望星太鼓のアトラクション、カラオケ大会と楽しい夏

のひとときを過ごしました。　また、売店は今回初の試みとして“リトル・エンジェルズ”から

の出店もあり、大盛況でした。　今後も患者様はもちろんのこと、ご家族や地域の皆様に喜んで

いただけるよう、また地域交流も目指して病院行事を行っていきたいと思って

おりますので、よろしくお願い申し上げます。

夏祭りのご報告

Summer Festival


