
　桜花病棟の浴室は 2 月から 3 月中旬にかけて工
事が行われ、広く新しく生まれ変わりました。
　これまで車椅子の患者様や入浴介助が必要な患
者様に入浴していただく際にスペースの関係上や
や困難な場合があり入浴に時間を要することもあ
りましたが、入り口が約 2 倍に広がり患者様の行
き来もしやすくなったことで患者様の待ち時間の
短縮に繋がります。浴室の中も、患者様の安全を
第一に考えた患者様目線、介助者目線での造りに
なっており、工事に入る前から医師、看護師、介
護士がそれぞれの意見を出し合い可能な限り最大
限の利便性と安全性を確保した浴室となるよう、
業者さんとの話し合いの場を持ちました。

　患者様に気持ちよく且つ安全に入浴していただ
けるように、看護師・介護士共々これからも頑張っ
ていきたいと考えています。
　これからも桜花病棟をよろしくお願いいたします。
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平成27年度を迎え、「顔の見える病院」を目指し地域へ積極的に出向いて行きたいと思っておりますので
宜しくお願い致します。
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「最近、眠れない」「毎日、ゆううつで何もしたくない」「仕事でのストレスで体調がすぐれない」
「最近、親が物忘れがひどくなった」等、誰にも悩みを話せない・・・でもどうにかしたい！
そのような悩みがあれば、私たちからご自宅等へ出向きお話を聞かせて下さい。
一緒にお悩みを共有しながら、「こころの元気」を取り戻すお手伝いをさせて下さい。
※まずは、お気軽にお電話下さい。（相談内容によっては、ご依頼できない場合もございますのでご了承ください。）

「出張相談」いたします

杠葉病院は、大正13年に創設された精神科の医療機関です。
長崎市南部の緑豊かな環境の中、地域に根差した医療を心がけています。
職員一同、「患者様本位の医療と看護」の理念に基づいた人間的温かみのある

医療サービスの提供に努めます。

当院へ徒歩でお越しの際は、坂の登り
口より電話（095-878-3734）していた
だければ、坂の下までお迎えに参りま
すので遠慮なくご利用ください。
（土日祝は除きます）
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なっています
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土井首バス停下車　徒歩およそ10分
クルマ
国道499号下り線土井首バス停の次の信号の先を左折
（田吾作米の看板が目印）
長崎駅・大波止ターミナルからは、野母崎・香焼方面に向け
国道499号線沿いをおよそ30分走行

〒850-0975 長崎県長崎市三和町413番地
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検  索杠葉病院
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電話受付：平日（月～金）（10:00 ～16:00）（予約制）
お問い合わせ：（095）878-3734　事務総務課　担当：吉田形（よしだがた）、地域生活支援課　担当：冨永連絡先

桜花病棟の浴室が
新しく生まれ変わりました！

桜花病棟便り

平成 27年（2015 年）春　第 7号（4）医療法人協治会 杠葉病院　広報誌「のびのびリング」

病 院 理 念

患者様本位の医療と看護
一、人間としての尊厳と生活の質を重視した全人的なケアの提供

二、地域社会との連携を目指した医療・看護サービスの提供

三、職員の専門知識の向上による医療・看護の充実
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平川　直人（介 護 士） 萬矢　良子（介 護 士）

西川　真美（介 護 士） 井上　はるか（介 護 士）

一生懸命頑張りますのでよ
ろしくお願いします。 頑張ります。

一生懸命頑張ります。 Ｂ２病棟で頑張ります。

今年で第 10 回目の記念の病院祭開催となります。昨年同
様に、こころ医療福祉専門学校生によるネイルサロンやリ
ラクゼーションマッサージの体験ブースやフリーハウスさ
んの創作品の出店など盛り沢山！。また、ステージ上でも
様々な企画を考えておりますので、ご家族そろって足を運
んで下さい！

ゆず春祭り開催のお知らせ

日時：平成 27 年 5 月 23 日（土）10:00～
認知症地域連携セミナーが開催されました。
未来の人材育成にも力をいれています。

職員活動の報告
桜花病棟便り・新人職員紹介

目　　次

新人職員紹介

院内のイベント

（高齢者こころのケアセンター）

杠葉病院本部前の桜を撮影

地域生活支援課からのお知らせ
～患者様とご家族の方へ～
外来受診や入院相談に関しては、
地域生活支援課のソーシャルワーカーが対応します。
ささいな事でも構いませんので、お気軽にご相談ください。

～医療機関および施設の方へ～
地域医療連携の窓口として
「地域生活支援課」が、お話をうかがいますので、
ぜひご利用ください。

受付時間 ： 8:50 ～17:10 電話 095-878-3734 （代表）ファックス095-878-3289 （代表）



平成 27年 2月 12日（木）19:00 ～当院 B棟ホール 1Fにて、「認知症地域連携セミナー」が開催されました。

セミナー終了後は、情報交換会をおこない、お互い関
連機関での名刺交換が活発に行われました。各テーブ
ルで、葉室先生が引っ張りだこで次々に質問が飛び交
い、充実した時間を過ごすことができました。今後の
連携強化にもつながっていくのではないかと感じまし
た。多数のご参加、誠にありがとうございました。

今回のセミナーでのポイントとして、
①アルツハイマー型認知症とは、潜行性に発症し、認知機
能低下は緩徐進行性であること。
　*アルツハイマー型認知症らしさとして
　 にこやか（病識のなさ）、取り繕う（ニュースなどの最 
    近の出来事）、左右に振りかえる
②脳血管型認知症とは、急激に発症し階段的
　*脳血管型認知症らしさとして
    赤ら顔（三大生活習慣病）、瞬間湯沸かし器、
    涙もろい（内容関係ないことも）
との事で、とても分かりやすくポイントを教えて頂き、更に
事例では、より臨床現場で使える“技”を教えて頂きました。

杠葉病院弓道部

ソフトボール部より

　杠葉病院弓道部は現在、看護師１名、介護士１名、
栄養士 1 名、事務員１名のバラエティに富んだ計 4 名
で活動しています。活動の拠点は松山町にある弓道場
です。決まった練習の日はありませんが、各々時間が
許す範囲で練習をしています。特に大会前などは毎日
練習に足を運ぶこともあります。これまでも病院とし
て全国大会に出場したり、長崎市の大会で優勝するな
どの実績を上げてきました。これからも積極的に活動
していきたいと考えています。部員はいつでも募集中
で初めての方も大歓迎です。

平成 27年（2015 年）春　第 7号（1）医療法人協治会 杠葉病院　広報誌「のびのびリング」 平成 27年（2015 年）春　第 7号（2）医療法人協治会 杠葉病院　広報誌「のびのびリング」 平成 27年（2015 年）春　第 7号（3）医療法人協治会 杠葉病院　広報誌「のびのびリング」

　当院の事務局は、総務、業務、医事、営繕の 4部門で構成さ
れ、計 13名の職員が勤務しています。それぞれが担当する業
務を円滑に遂行し、院内の各部門との情報共有に努め、　日々
の業務に励んでいます。
　様々な業務の中で、昨年度から活動方針の 1つとして掲げて
いる「顔の見える病院を目指す」ことについてご紹介いたしま
す。これは、総務担当主任が中心となり、広報誌やホームペー
ジを活用して当院の情報を関係機関へ発信することや、近隣の
医療機関、施設職員の皆様を対象にした認知症専門医による講
演会やセミナーを当院で開催することで、地域との連携強化を
図っています。また、「医療になかなか繋がらない」「相談する
場所が分からない」「まずは不安な気持ちを受けてもらいたい」
など、困っている方に対し、当院より専門職のスタッフが自宅

等に直接出向く「出張相談」を新しいサービスとして平成 26
年度からスタートさせ、徐々にですが相談も増えつつあり地域
に根差した活動も展開しております。
　今後もこの活動と併せて、経費節減や安心・安全な病院環境
づくり、診療報酬対策等様々な取り組みの中で事務部門として
の役割を果たしたいと思っています。

事務局

私は、現在 LAUREL とい
うチームに所属し 9 人制社
会人バレーにて活動してい
ます。試合に向けて練習に
励み、日々精進しています。

部署紹介をおこないます

認知症地域連携セミナーが開催されました

特別講演

『アルツハイマー型認知症と脳血管性認知症　
～らしい症状から画像まで～』

認知症専門医　葉室　篤Ｄｒ
演 者

昨年 11 月に初開催され、地域の関連機関のコメディカルスタッフや開業医、地域包括支援センター職員など多
数参加されました。前回開催されたセミナー参加人数を上回る参加者で、このセミナーの注目の高さを感じました。

した

3 年ぶりの
県大会出場を
目指して !!

　我々、you’s（ユーズ）ソフトボールチームは今年で結成 5年目のシー
ズンにはいります。
　メンバー構成は、看護師・介護士、さらに作業療法士に精神保健福祉士・
事務職員と多職種のメンバーが集まり和気あいあいと活動しています。
　昨年は三和町のリーグに参戦したり、毎年恒例の藤村薬品杯ソフトボー
ル大会に参加しています。
　今年は、東望山リーグ（東長崎地区）に参加する予定で、一番目標で
ある「藤村杯優勝！」を目指し「全員ソフト」で頑張って行きたいとお
もいます。

地域生活支援課
内野　恭奈

バレーボール活動に
参加しています！

ユーズ・ソフトボールチーム
キャプテン

塚本　貴之

杠葉病院はここが違う！

未経験者歓迎！
＊未経験の方でも、現場で働きながら看護師を目指せます。

・長崎市医師会看護専門学校准看護科
・長崎県央看護専門学校准看護科

合格実績あり！
＊過去 4年間は毎年合格者を出しています。

・現在 2名の准看護師が当病院で活躍しています。

入試対策もサポートします！
＊担当講師が専門学校入試に必要な科目
　(国語・数学・面接 )の授業を行っています。

　「看護学校に行きたかったけど勉強
が．．．」との声を聴いて始めた勉強会も
今年で 6 年になります。病院のバック
アップもあり、これまで 4 名の卒業生
を出すことができました。大学時代、家
庭教師や塾講師で培ったスキルを生か
し、各々の勉強レベルにあった指導を行
う事によって、勉強習慣が身に付き、看
護学校入試を突破できているのだと思い
ます。これからも、やる気のある方々の
お手伝いが出来ればと考えています。

　平成 26 年 4 月より、准看護師として勤務し、約 10ヶ月が経
ちました。昨年までは介護士でしたが、一念発起し本院での准看
護師養成講座に参加し資格を取得することができました。
　看護学校と仕事との両立は大変だと思う時もありましたが、病
棟スタッフをはじめ、皆様の支えがあり頑張ることが出来ました。
　現在は、急性期病棟で様々な経験をさせて頂いています。患者様はもちろん、先輩、仲間か
らも信頼される看護師を目指し頑張りたいと思います。

講師：若浦　雄也
（高齢者こころのケアセンター
　　　　　桜花病棟　看護主任）

修学資金貸与制度で
バックアップ！

准看護師資格取得（H26.4)

木下　千津子さん

～卒業生からのメッセージ～
実際に、准看護師になった職員よりコメントを頂いております。

未来の人材育成にも
力をいれています。

大瀬戸厚生園との交流試合にて

准看護師育成講座について 職 員 活 動
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内野　恭奈

バレーボール活動に
参加しています！

ユーズ・ソフトボールチーム
キャプテン

塚本　貴之

杠葉病院はここが違う！

未経験者歓迎！
＊未経験の方でも、現場で働きながら看護師を目指せます。

・長崎市医師会看護専門学校准看護科
・長崎県央看護専門学校准看護科

合格実績あり！
＊過去 4年間は毎年合格者を出しています。

・現在 2名の准看護師が当病院で活躍しています。

入試対策もサポートします！
＊担当講師が専門学校入試に必要な科目
　(国語・数学・面接 )の授業を行っています。

　「看護学校に行きたかったけど勉強
が．．．」との声を聴いて始めた勉強会も
今年で 6 年になります。病院のバック
アップもあり、これまで 4 名の卒業生
を出すことができました。大学時代、家
庭教師や塾講師で培ったスキルを生か
し、各々の勉強レベルにあった指導を行
う事によって、勉強習慣が身に付き、看
護学校入試を突破できているのだと思い
ます。これからも、やる気のある方々の
お手伝いが出来ればと考えています。

　平成 26 年 4 月より、准看護師として勤務し、約 10ヶ月が経
ちました。昨年までは介護士でしたが、一念発起し本院での准看
護師養成講座に参加し資格を取得することができました。
　看護学校と仕事との両立は大変だと思う時もありましたが、病
棟スタッフをはじめ、皆様の支えがあり頑張ることが出来ました。
　現在は、急性期病棟で様々な経験をさせて頂いています。患者様はもちろん、先輩、仲間か
らも信頼される看護師を目指し頑張りたいと思います。

講師：若浦　雄也
（高齢者こころのケアセンター
　　　　　桜花病棟　看護主任）

修学資金貸与制度で
バックアップ！

准看護師資格取得（H26.4)

木下　千津子さん

～卒業生からのメッセージ～
実際に、准看護師になった職員よりコメントを頂いております。

未来の人材育成にも
力をいれています。

大瀬戸厚生園との交流試合にて

准看護師育成講座について 職 員 活 動



平成 27年 2月 12日（木）19:00 ～当院 B棟ホール 1Fにて、「認知症地域連携セミナー」が開催されました。

セミナー終了後は、情報交換会をおこない、お互い関
連機関での名刺交換が活発に行われました。各テーブ
ルで、葉室先生が引っ張りだこで次々に質問が飛び交
い、充実した時間を過ごすことができました。今後の
連携強化にもつながっていくのではないかと感じまし
た。多数のご参加、誠にありがとうございました。

今回のセミナーでのポイントとして、
①アルツハイマー型認知症とは、潜行性に発症し、認知機
能低下は緩徐進行性であること。
　*アルツハイマー型認知症らしさとして
　 にこやか（病識のなさ）、取り繕う（ニュースなどの最 
    近の出来事）、左右に振りかえる
②脳血管型認知症とは、急激に発症し階段的
　*脳血管型認知症らしさとして
    赤ら顔（三大生活習慣病）、瞬間湯沸かし器、
    涙もろい（内容関係ないことも）
との事で、とても分かりやすくポイントを教えて頂き、更に
事例では、より臨床現場で使える“技”を教えて頂きました。

杠葉病院弓道部

ソフトボール部より

　杠葉病院弓道部は現在、看護師１名、介護士１名、
栄養士 1 名、事務員１名のバラエティに富んだ計 4 名
で活動しています。活動の拠点は松山町にある弓道場
です。決まった練習の日はありませんが、各々時間が
許す範囲で練習をしています。特に大会前などは毎日
練習に足を運ぶこともあります。これまでも病院とし
て全国大会に出場したり、長崎市の大会で優勝するな
どの実績を上げてきました。これからも積極的に活動
していきたいと考えています。部員はいつでも募集中
で初めての方も大歓迎です。

平成 27年（2015 年）春　第 7号（1）医療法人協治会 杠葉病院　広報誌「のびのびリング」 平成 27年（2015 年）春　第 7号（2）医療法人協治会 杠葉病院　広報誌「のびのびリング」 平成 27年（2015 年）春　第 7号（3）医療法人協治会 杠葉病院　広報誌「のびのびリング」

　当院の事務局は、総務、業務、医事、営繕の 4部門で構成さ
れ、計 13名の職員が勤務しています。それぞれが担当する業
務を円滑に遂行し、院内の各部門との情報共有に努め、　日々
の業務に励んでいます。
　様々な業務の中で、昨年度から活動方針の 1つとして掲げて
いる「顔の見える病院を目指す」ことについてご紹介いたしま
す。これは、総務担当主任が中心となり、広報誌やホームペー
ジを活用して当院の情報を関係機関へ発信することや、近隣の
医療機関、施設職員の皆様を対象にした認知症専門医による講
演会やセミナーを当院で開催することで、地域との連携強化を
図っています。また、「医療になかなか繋がらない」「相談する
場所が分からない」「まずは不安な気持ちを受けてもらいたい」
など、困っている方に対し、当院より専門職のスタッフが自宅

等に直接出向く「出張相談」を新しいサービスとして平成 26
年度からスタートさせ、徐々にですが相談も増えつつあり地域
に根差した活動も展開しております。
　今後もこの活動と併せて、経費節減や安心・安全な病院環境
づくり、診療報酬対策等様々な取り組みの中で事務部門として
の役割を果たしたいと思っています。

事務局

私は、現在 LAUREL とい
うチームに所属し 9 人制社
会人バレーにて活動してい
ます。試合に向けて練習に
励み、日々精進しています。

部署紹介をおこないます

認知症地域連携セミナーが開催されました
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『アルツハイマー型認知症と脳血管性認知症　
～らしい症状から画像まで～』
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昨年 11 月に初開催され、地域の関連機関のコメディカルスタッフや開業医、地域包括支援センター職員など多
数参加されました。前回開催されたセミナー参加人数を上回る参加者で、このセミナーの注目の高さを感じました。

した
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県大会出場を
目指して !!
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　(国語・数学・面接 )の授業を行っています。
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が．．．」との声を聴いて始めた勉強会も
今年で 6 年になります。病院のバック
アップもあり、これまで 4 名の卒業生
を出すことができました。大学時代、家
庭教師や塾講師で培ったスキルを生か
し、各々の勉強レベルにあった指導を行
う事によって、勉強習慣が身に付き、看
護学校入試を突破できているのだと思い
ます。これからも、やる気のある方々の
お手伝いが出来ればと考えています。

　平成 26 年 4 月より、准看護師として勤務し、約 10ヶ月が経
ちました。昨年までは介護士でしたが、一念発起し本院での准看
護師養成講座に参加し資格を取得することができました。
　看護学校と仕事との両立は大変だと思う時もありましたが、病
棟スタッフをはじめ、皆様の支えがあり頑張ることが出来ました。
　現在は、急性期病棟で様々な経験をさせて頂いています。患者様はもちろん、先輩、仲間か
らも信頼される看護師を目指し頑張りたいと思います。

講師：若浦　雄也
（高齢者こころのケアセンター
　　　　　桜花病棟　看護主任）

修学資金貸与制度で
バックアップ！

准看護師資格取得（H26.4)

木下　千津子さん

～卒業生からのメッセージ～
実際に、准看護師になった職員よりコメントを頂いております。

未来の人材育成にも
力をいれています。

大瀬戸厚生園との交流試合にて

准看護師育成講座について 職 員 活 動



　桜花病棟の浴室は 2 月から 3 月中旬にかけて工
事が行われ、広く新しく生まれ変わりました。
　これまで車椅子の患者様や入浴介助が必要な患
者様に入浴していただく際にスペースの関係上や
や困難な場合があり入浴に時間を要することもあ
りましたが、入り口が約 2 倍に広がり患者様の行
き来もしやすくなったことで患者様の待ち時間の
短縮に繋がります。浴室の中も、患者様の安全を
第一に考えた患者様目線、介助者目線での造りに
なっており、工事に入る前から医師、看護師、介
護士がそれぞれの意見を出し合い可能な限り最大
限の利便性と安全性を確保した浴室となるよう、
業者さんとの話し合いの場を持ちました。

　患者様に気持ちよく且つ安全に入浴していただ
けるように、看護師・介護士共々これからも頑張っ
ていきたいと考えています。
　これからも桜花病棟をよろしくお願いいたします。
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アクセス

精神科・心療内科・内科・歯科・
歯科口腔外科・矯正歯科

355床

100台

平成27年度を迎え、「顔の見える病院」を目指し地域へ積極的に出向いて行きたいと思っておりますので
宜しくお願い致します。

http://www.yuzuriha.or.jp/

編 集
後 記

武次食堂

土井首
バス停

「最近、眠れない」「毎日、ゆううつで何もしたくない」「仕事でのストレスで体調がすぐれない」
「最近、親が物忘れがひどくなった」等、誰にも悩みを話せない・・・でもどうにかしたい！
そのような悩みがあれば、私たちからご自宅等へ出向きお話を聞かせて下さい。
一緒にお悩みを共有しながら、「こころの元気」を取り戻すお手伝いをさせて下さい。
※まずは、お気軽にお電話下さい。（相談内容によっては、ご依頼できない場合もございますのでご了承ください。）

「出張相談」いたします

杠葉病院は、大正13年に創設された精神科の医療機関です。
長崎市南部の緑豊かな環境の中、地域に根差した医療を心がけています。
職員一同、「患者様本位の医療と看護」の理念に基づいた人間的温かみのある

医療サービスの提供に努めます。

当院へ徒歩でお越しの際は、坂の登り
口より電話（095-878-3734）していた
だければ、坂の下までお迎えに参りま
すので遠慮なくご利用ください。
（土日祝は除きます）

この区間は
急な上り坂に
なっています

駐車場

診療科目

病床数

長崎バス
30番系統に乗車　（深堀・香焼・野母崎方面行き）
土井首バス停下車　徒歩およそ10分
クルマ
国道499号下り線土井首バス停の次の信号の先を左折
（田吾作米の看板が目印）
長崎駅・大波止ターミナルからは、野母崎・香焼方面に向け
国道499号線沿いをおよそ30分走行

〒850-0975 長崎県長崎市三和町413番地

TEL 095-878-3734 FAX 095-878-3289
検  索杠葉病院

す ～こころのかぜひいていませんか？～

電話受付：平日（月～金）（10:00 ～16:00）（予約制）
お問い合わせ：（095）878-3734　事務総務課　担当：吉田形（よしだがた）、地域生活支援課　担当：冨永連絡先

桜花病棟の浴室が
新しく生まれ変わりました！

桜花病棟便り

平成 27年（2015 年）春　第 7号（4）医療法人協治会 杠葉病院　広報誌「のびのびリング」

病 院 理 念

患者様本位の医療と看護
一、人間としての尊厳と生活の質を重視した全人的なケアの提供

二、地域社会との連携を目指した医療・看護サービスの提供

三、職員の専門知識の向上による医療・看護の充実

http://www.yuzuriha.or.jp/　編集発行：医療法人協治会　杠葉病院　☎095-878-3734

基本方針

のびのびリング

2015

春
第 7号

平川　直人（介 護 士） 萬矢　良子（介 護 士）

西川　真美（介 護 士） 井上　はるか（介 護 士）

一生懸命頑張りますのでよ
ろしくお願いします。 頑張ります。

一生懸命頑張ります。 Ｂ２病棟で頑張ります。

今年で第 10 回目の記念の病院祭開催となります。昨年同
様に、こころ医療福祉専門学校生によるネイルサロンやリ
ラクゼーションマッサージの体験ブースやフリーハウスさ
んの創作品の出店など盛り沢山！。また、ステージ上でも
様々な企画を考えておりますので、ご家族そろって足を運
んで下さい！

ゆず春祭り開催のお知らせ

日時：平成 27 年 5 月 23 日（土）10:00～
認知症地域連携セミナーが開催されました。
未来の人材育成にも力をいれています。

職員活動の報告
桜花病棟便り・新人職員紹介

目　　次

新人職員紹介

院内のイベント

（高齢者こころのケアセンター）

杠葉病院本部前の桜を撮影

地域生活支援課からのお知らせ
～患者様とご家族の方へ～
外来受診や入院相談に関しては、
地域生活支援課のソーシャルワーカーが対応します。
ささいな事でも構いませんので、お気軽にご相談ください。

～医療機関および施設の方へ～
地域医療連携の窓口として
「地域生活支援課」が、お話をうかがいますので、
ぜひご利用ください。

受付時間 ： 8:50 ～17:10 電話 095-878-3734 （代表）ファックス095-878-3289 （代表）



　桜花病棟の浴室は 2 月から 3 月中旬にかけて工
事が行われ、広く新しく生まれ変わりました。
　これまで車椅子の患者様や入浴介助が必要な患
者様に入浴していただく際にスペースの関係上や
や困難な場合があり入浴に時間を要することもあ
りましたが、入り口が約 2 倍に広がり患者様の行
き来もしやすくなったことで患者様の待ち時間の
短縮に繋がります。浴室の中も、患者様の安全を
第一に考えた患者様目線、介助者目線での造りに
なっており、工事に入る前から医師、看護師、介
護士がそれぞれの意見を出し合い可能な限り最大
限の利便性と安全性を確保した浴室となるよう、
業者さんとの話し合いの場を持ちました。

　患者様に気持ちよく且つ安全に入浴していただ
けるように、看護師・介護士共々これからも頑張っ
ていきたいと考えています。
　これからも桜花病棟をよろしくお願いいたします。
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平成27年度を迎え、「顔の見える病院」を目指し地域へ積極的に出向いて行きたいと思っておりますので
宜しくお願い致します。

http://www.yuzuriha.or.jp/
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土井首
バス停

「最近、眠れない」「毎日、ゆううつで何もしたくない」「仕事でのストレスで体調がすぐれない」
「最近、親が物忘れがひどくなった」等、誰にも悩みを話せない・・・でもどうにかしたい！
そのような悩みがあれば、私たちからご自宅等へ出向きお話を聞かせて下さい。
一緒にお悩みを共有しながら、「こころの元気」を取り戻すお手伝いをさせて下さい。
※まずは、お気軽にお電話下さい。（相談内容によっては、ご依頼できない場合もございますのでご了承ください。）

「出張相談」いたします

杠葉病院は、大正13年に創設された精神科の医療機関です。
長崎市南部の緑豊かな環境の中、地域に根差した医療を心がけています。
職員一同、「患者様本位の医療と看護」の理念に基づいた人間的温かみのある

医療サービスの提供に努めます。

当院へ徒歩でお越しの際は、坂の登り
口より電話（095-878-3734）していた
だければ、坂の下までお迎えに参りま
すので遠慮なくご利用ください。
（土日祝は除きます）

この区間は
急な上り坂に
なっています

駐車場

診療科目

病床数

長崎バス
30番系統に乗車　（深堀・香焼・野母崎方面行き）
土井首バス停下車　徒歩およそ10分
クルマ
国道499号下り線土井首バス停の次の信号の先を左折
（田吾作米の看板が目印）
長崎駅・大波止ターミナルからは、野母崎・香焼方面に向け
国道499号線沿いをおよそ30分走行

〒850-0975 長崎県長崎市三和町413番地

TEL 095-878-3734 FAX 095-878-3289
検  索杠葉病院

す ～こころのかぜひいていませんか？～

電話受付：平日（月～金）（10:00 ～16:00）（予約制）
お問い合わせ：（095）878-3734　事務総務課　担当：吉田形（よしだがた）、地域生活支援課　担当：冨永連絡先

桜花病棟の浴室が
新しく生まれ変わりました！

桜花病棟便り

平成 27年（2015 年）春　第 7号（4）医療法人協治会 杠葉病院　広報誌「のびのびリング」

病 院 理 念

患者様本位の医療と看護
一、人間としての尊厳と生活の質を重視した全人的なケアの提供

二、地域社会との連携を目指した医療・看護サービスの提供

三、職員の専門知識の向上による医療・看護の充実

http://www.yuzuriha.or.jp/　編集発行：医療法人協治会　杠葉病院　☎095-878-3734

基本方針

のびのびリング

2015

春
第 7号

平川　直人（介 護 士） 萬矢　良子（介 護 士）

西川　真美（介 護 士） 井上　はるか（介 護 士）

一生懸命頑張りますのでよ
ろしくお願いします。 頑張ります。

一生懸命頑張ります。 Ｂ２病棟で頑張ります。

今年で第 10 回目の記念の病院祭開催となります。昨年同
様に、こころ医療福祉専門学校生によるネイルサロンやリ
ラクゼーションマッサージの体験ブースやフリーハウスさ
んの創作品の出店など盛り沢山！。また、ステージ上でも
様々な企画を考えておりますので、ご家族そろって足を運
んで下さい！

ゆず春祭り開催のお知らせ

日時：平成 27 年 5 月 23 日（土）10:00～
認知症地域連携セミナーが開催されました。
未来の人材育成にも力をいれています。

職員活動の報告
桜花病棟便り・新人職員紹介

目　　次

新人職員紹介

院内のイベント

（高齢者こころのケアセンター）

杠葉病院本部前の桜を撮影

地域生活支援課からのお知らせ
～患者様とご家族の方へ～
外来受診や入院相談に関しては、
地域生活支援課のソーシャルワーカーが対応します。
ささいな事でも構いませんので、お気軽にご相談ください。

～医療機関および施設の方へ～
地域医療連携の窓口として
「地域生活支援課」が、お話をうかがいますので、
ぜひご利用ください。

受付時間 ： 8:50 ～17:10 電話 095-878-3734 （代表）ファックス095-878-3289 （代表）


