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長崎市高浜地区で撮影

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。

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思いやりのあるケアの提供

基本方針 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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新院長挨拶
院長

上田 康雄

この度 4 月 1 日付をもちまして医療法人協治会 杠葉病院の院長に就任いたし
ました上田康雄と申します。
簡単に自己紹介をします。
S26 年長崎市馬町で生まれました。新興善小学校、片淵中学校、長崎東高等学
校を経て長崎大学医学部を S53 年に卒業いたしました。長崎大学医学部第一内科
で研修し現在まで糖尿病を専門とする内科医です。S58 年より日本赤十字社長崎
原爆病院に勤務し 7 年前より副院長を任ぜられ本年 3 月 31 日で原爆病院を定年退
職いたしました。
主な資格としては糖尿病専門医、総合内科専門医、産業医があります。「糖尿
病患者における血圧日内変動の異常」の研究で医学博士となりました。病態栄養
学会、腎臓病学会、高血圧学会、内分泌学会にも参加しています。趣味は音楽と
読書と料理です。
ご縁があって当病院の院長を拝命することになりました。精神科病院という畑
違いの疾患の病院ですが、内科疾患を抱えた患者さんも多いと伺っております。
その点ではお役に立てるのではと思っています。原爆病院での副院長の経験も生
かせればと思っています。
病院の方針といたしましては、これまで同様「安心・安全な医療の提供」「地
域に選ばれる病院づくり」を目指し、地域に根差した精神科医療を展開して参り
たいと存じます。私は非力で右も左もわからない状態ですので、何卒皆様のご指
導ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。
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南部地区認知症地域連携セミナー
平成 29 年 3 月 24 日
（金）、杠葉病院 B 棟ホール 1F にて、
医療従事者を対象にした「南部地区認知症地域連携セミナー」
を開催しました。
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した

開催いたしま

南部地区認知症地域連携セミナー
場所：杠葉病院B棟ホール1F
座長：杠葉病院

精神科

葉室

篤先生

「アルツハイマー型認知症の治療と

BPSDへの対応」

演者：特定医療法人悠心の郷
ときわ病院

院長

宮澤

仁朗先生

今回のセミナーでは、当院 精神科 認知症専門医 葉室 篤先生が座長を務め、特定医療法人悠心の郷
ときわ病院

院長

宮澤

仁朗先生の特別講演、「アルツハイマー型認知症の治療と BPSD への対応」があり

ました。認知症の初期症状のサインや代表的な認知症（アルツハイマー型・脳血管性・レビー小体型）の症
状や疾患別に応じた対応の仕方など、分かりやすく説明して頂きました。
また宮澤先生は、2013 年、簡単にできるアルツハイマー型認知症の簡易テスト（Me−CDT）
（約 3 分間）
を他の先生方と共同開発した先生の一人でもあります。

認知症症状別に合わせた対応
●アルツハイマー型認知症
・なじみのある仲間で接する、集団で楽しい環
境の中での対応⇒「安心」を提供
●脳血管性認知症
・1 対 1 での対応（個別対応）が必要である事。
⇒「不満」を「満足」へ変えてあげる事
・身体リハビリテーションへの対応

看護・介護スタッフの対応
・まずは、原因疾患をしっかりと理解する事が
鉄則。そのうえで、不安を安心に変え、プラ
イドを傷つけないような対応に心掛ける。
・認知症の人との対応として「バリデーション
療法」が大切。

バリデーション療法とは…
・アイコンタクト
（真心を込めて、相手に視線を合わせる）
・リフレーミング
（言ったことを繰り返して相手に返す）
・極端な表現を使う（相手に同調する）
・タッチング（身体に触れる）
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花粉症

◆EPA・DHA◆
青魚などに豊富に含まれてい
る 不 飽 和 脂 肪 酸 で す。ア レ ル
ギー症状を抑える働きがあるといわれています。
【食材例】青魚、その他の魚、クジラ肉等
◆ビタミン B6◆
免疫機能がスムーズに働くために欠かせ
ない栄養素です。ビタミン B6 の不足によ
りアレルギー症状が出やすくなります。
【食材例】魚類、にんにく、バナナ等

「出張相談」から
みえてきたこと
事務総務課

管理栄養士

にならない為に

春になり、花粉症の季節となりました。今年は花粉の
飛散量が例年より多いということで、今まで花粉症でな
かったけれど「今年は発症してしまうかも…」と心配し
ている人、去年より症状がひどくなることを心配する人
がいるかもしれませんね。そこで、今回は花粉症対策の
効果が期待される栄養素や食べ物をご紹介します。

吉田形 和伸

森

翔子

◆亜鉛◆
亜鉛が不足すると免疫機能が低下するので、
意識して摂取するとよいでしょう。添加物に
は、亜鉛の摂取を阻害するものがあります。
添加物は活性酸素を増やすこともあるので加
工食品などはできるだけ控えましょう。
【食材例】牡蠣、牛肉、豚肉等
つらい花粉症の季節を乗りきるために、日常の食生
活を見直すのはもちろん大切です。しかし、花粉症の
予防・対策は花粉に触れないことが最も重要になりま
す。花粉の除去と回避が花粉症対策の大原則であるこ
とを忘れないようにしましょう。食事内容の改善とと
もに、マスクやメガネの着用、室内の掃除を徹底する
ことも気がけてみて下さいね。
参考：
http://www.skincare-univ.com/article/012856/

いたので、私達もスムーズに面談をすることができました。
出張相談を始めて、改めて、「精神科に対する偏見が根強
く残っている」「精神疾患に対する知識が乏しい」と痛感し
ました。そのような地域生活の中では、早期発見・早期治
療に繋がらず病状も悪化し、家族関係までも悪化するケー
スが増えているのではと感じました。
このような現状を考えると、私達も含めて、もっと地域
社会に精神疾患への理解・精神科医療等の啓発活動がとて
も重要だと感じました。今後も、地域の専門職の方々とよ
り多くの情報提供をおこなうことで、お互いの知恵と経験
が「足りないピース」となり、点と点が一つの線として「繋
がるきっかけ」になるのだと思います。まだまだ「精神科
のコメディカルスタッフが自宅に来る」事自体、非現実的
で嫌がる方々も多くいますが、一人でも困っている方がい
れば私達より自宅へ出向き、悩み事を拝聴し一緒に考え、
何かの「きっかけづくり」になれるように地道に活動して
いきたいと思っています。
年度別相談件数
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私がソーシャルワーカーとして地域連携会議に参加する
中で、
「精神疾患の方との接しかたがわからない」
「どうやっ
たら認知症の疑いのある方を精神科へ受診させていいのか
がわからない」など精神科や心療内科へ繋がらず、苦慮し
ているケースを抱えている地域の医療従事者が沢山いるこ
とに驚きを感じました。
そのような状況を知り、当院としても何かお手伝いでき
ないかと考え、平成 26 年 5 月より当院独自の新規事業とし
て「出張相談」サービスを開始しました。
最初は、全国どの地域でも、殆どおこなわれていない事
業でしたので、本当に手探り状態の活動でしたが、地道な
活動を続け、徐々に開業医の先生方や関連機関のケアマネー
ジャー、ソーシャルワーカーより相談を頂くようになって
いきました。活動当初は、パニック障害や気分障害関連の
相談が殆どでしたが、最近の相談の約半数近くは認知症関
連の相談が大半をしめるようになりました。
相談を頂いた担当ケアマネージャーと自宅訪問すると、
利用者とケアマネージャーとの信頼関係がしっかりできて
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毎年恒例の OT 企画「新春お楽しみ会」を
開催しました。
今回は、要望の多かった「カラオケ大会」
を行いました。各病棟から
棟から 3 名ずつの代表者
が出場し、皆さん高得点を目指して得意な
得点を目指して得意な
歌を熱唱していました。
。

出場者の方々の幅広い世代の歌、パフォー
出場者
マンスで会場は非常に盛り上がりました !!
マンスで
また、会の最後にはスタッフ特製の雑煮
また、
とコーンスープを振る舞い、皆さん美味し
そうに召し上がっていました。来年もお楽
しみ会を行います。お楽しみに !!!

桜 花 病棟だより

1

今回は、平成 28 年度認知症ケア専門士試験に合格された、
桜花病棟 大串真由美 介護主任に話を伺いました。

認
認知症ケア専門士試験を受けようと思われた
理由は何ですか？
理

3

認
認知症ケア専門士として、
今後取り組みたい事は何ですか？
今

私は、認知症治療病棟の介護主任として、自らのスキ
私は

患者の
患者の個別性に沿ったケアを

ルアップの為に、認知症の対応についてもっと深く知り

提供できるように、看護師と協

たいと思いましたし、治療病棟に従事している以上それ

働しながらケアに携わっていき

は必要であるとも思いました。だから、認知症ケア専門

たいと思います。

士試験の勉強を通して、認知症についていろいろな事を
吸収した
吸収したいと思って受験しました。

2

認
認知症ケア専門士試験の勉強で
大変だった事は何ですか？
大

試験の
試験の社会福祉に関する問題で、現在医療の現場で介
護をしているため、福祉関係から離れている事もあり、

4

こ
これから認知症ケア専門士になろうと
思っている方に一言お願いします。
思

難しい
難しいことはたくさんありますが、勉強していく事で
いろんなことを理解することができて、患者のケアや対

今の社会情勢を把握できておらず、施設の概要や、根拠

応に生かすことができると思います。ぜひ、頑張って認

法律など勉強しなおす事が大変でした。

知症ケア専門士へ挑戦してください。

「出張相談」いたします
す

〜こころのかぜひいていませんか？〜

「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。
（相談内容によっては、お引き受けできない場合もございますのでご了承ください。）
※まずは、お気軽にお電話下さい。

電話受付：平日（月〜金）（10:00 〜 16:00）（予約制）

連絡先

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

地域生活支援課からのお知らせ
〜患者様とご家族の方へ〜

〜医療機関および施設の方へ〜

外来受診や入院相談に関しては、

地域医療連携の窓口として

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。

「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）

診療科目
土井首
郵便局

病床数
355床

土井首
バス停

アクセス
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

武次食堂

野母崎・香焼方面↓

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

駐車場
100 台

〒850-0975 長崎県長崎市三和町413 番地

TEL
編 集
後 記

杠葉病院

095 - 878 - 3734

国道４９９号線

精神科・心療内科・内科・歯科・
歯科口腔外科・矯正歯科

検 索

FAX

土井首
バス停

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

田吾作米
（看板）

杠葉
病院

グループホーム
鹿追の里

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

095 - 878 - 3289

平成 29 年度に入り、新院長も就任され、杠葉病院として新たな出発になります。これからも、地域の方々が気軽に利用し、
少しでも相談しやすい環境が提供できるように、日々努力していきたいと思っております。

