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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
基本方針

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
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

当法人は、
「誰もが働きやすい職場づくり」
を目指しています
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「長崎県誰もが働きやすい職場づくり実践企業認証制度」
（略称：Nぴか）で
「2つ星」★★ を取得しました
今回、N ぴかの評価のひとつである「働き方改革」部分で、残業
時間や有給休暇の取得率等が評価され「2 つ星」を取得することが
できました。
今後、「5 つ星」を目指すために職場環境改善や社内制度づくりが
必要だと思います。人材不足が叫ばれる昨今、誰もが働きやすい
職場づくりを目指すため、同時にワーク・ライフ・バランス推進に

平成 30 年10月25日付取得

向けても力をいれていきたいと思っております。

「Nぴか」とは：
年齢・性別に関係なく、誰もが働きやすい環境づくりに積極的に取り組む県内企業を、県が優良企業として認証
する制度。
具体的には、
「仕事と育児・介護の両立」
「働き方改革」
「女性の活躍推進・男女共同参画」の3分野50項目の得点
が50％以上で、得点に応じて「一つ星」から「五つ星」を取得する5段階の認証制度。

「Nぴか企業認証書交付式」がおこなわれました
平成 31 年 3 月 15 日（金）、「N ぴか企業認証書交付式」がおこなわれ、今回、当法人も「2 つ星」を取得し、
認証書交付式へ出席しました。

平成30年度に
業への
認証を取得した企
社程の
交付式で、 約20
企業が出席して
いました。
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「第 64 回九州精神医療学会」
で
発表をおこないました

平成 31 年 1 月 31 日、2 月 1 日の二日間、福岡国際会議場で開催された第 64 回九州精神医療学会に
看護部より 3 名、参加しました。
当院からは、1 題の研究を発表しました。

学会発表題目：
「単科精神科病院における看護職員の行動制限最小化委員会に対する認識
～今後の行動制限最小化委員会の課題～」
発表者：A-2 病棟看護師

濱野

一紀

九州各地の様々な病院の発表も聞くことができ、多くの学びを得ることができました。学会で学んだ
ことを、他のスタッフと共有し、看護やリハビリの質の向上に努めていきたいと考えています。
この学会へはこれまで 10 年以上継続して参加、発表を行っています。今後も、精神科医療、看護の
レベルアップの為に研究を続けていきたいと考えています。

「 長崎市医師会看護専門学校」

合格者 がでました

昨年度合格者
30 代 A2 病棟勤務
介護職員

昨 年度の講座受講生の合 格者よりコメントを頂いております
私は、以前の職場で男性看護師が働いている姿に憧れを抱いていました。その中で、当院が介護職員
対象に「准看護師育成講座」をおこなっている事を知り平成 30 年 5 月に入職しました。
学校の勉強からは何年も離れていたので受験勉強を始めて当初は不安でいっぱいでしたが、講師の担当
看護主任の指導のもと、今回、無事に合格する事ができました。
今後、働きながら看護学校に通学する事になるので仕事と勉強の両立が大変になると思いますが、日々
の学校の授業や課題にしっかりと取り組み、将来、看護師として働けるように頑張りたいと思います。

准看護師育成講座とは：
当院独自でおこなっている人材育成制度のひとつで、将来、看護師の資格を取得したい介護職員を対象に、看護
学校入試対策講座を開講しています（無料）
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お一人様
味噌汁
味噌は味噌マドラーの小さい方1杯分使用

材 料（1人分）
●水
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…………………………… 200cc

●味噌

…………………… 大さじ一杯

●だし

…………… 小さじ1杯ぐらい
（茅の舎だし－焼きあご入り）

●具はお好みで。
（今回はタマネギ、長ネギ、豆腐、
刻みあげ、わかめ、小ネギを使用）

作り方
❶ 水：200cc
❷ 味噌：大さじ一杯（
「味噌マドラー」の小さい方使用）
❸ だし：小さじ1杯ぐらい（茅の舎だし－焼きあご入り）袋から出して使用
❹ 具：タマネギや長ネギ、豆腐（四分割されたものの1個）手のひらで3×3×3に包丁で分割。
刻みあげ、わかめなど適当に。水を火にかけ❸❹を投入。
沸騰したら必ず、火を止めてから味噌をいれ、器に移し、小ネギを散らして完成。

簡単に 1 人分
作れちゃいます !!

❷
●

●
❸

❹
●

❹
●

完成っ！
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長崎ケーブルメディア

「ケーブルワイドなんでんカフェ」
の撮影がおこなわれました

長崎キラリカンパニーとは：長崎市内のキラリと輝く企業の社内の様子や業務内容、
培ってきた技術や製品、独自の取組みなどをテレビ番組で紹介するコーナー

長崎市ホームページの「長崎キラリ☆カンパニー」で動画

をチェック！

今年2月22日、長崎ケーブルメディアの撮影がおこなわれ、当法人の看護師・介護士の職員等を中心に撮影して頂き
ました。初めての撮影ともあり、出演者も緊張気味でしたが、レポーターの方が柔軟に対応して頂き、時にはプライ
ベートの話しで場を和ませてくれ、とても魅力ある企業PRビデオを作成して頂きました。

第6 8 回

郡市対抗県下一周駅伝大会 に出場しました
平成31年2月15日～2月17日（3日
間）、
「 第68回

郡市対抗

県下一周

駅伝大会」が開催され、事務局所属
杉谷隆之選手が「長崎チーム代表」と
して出場しました。

【杉谷 隆之選手の今大会成績】
＊第1日目：6区出走（させぼ公務員オブ
ビジネス前―生島公民館前）
10.6㎞

区間記録（00:35:39）
（区間6位）

＊第3日目：2区出走（加津佐交番前―
焼肉さかい前）
10.9㎞

区間記録（00:37:42）
（区間9位）

杉谷選手のコメント
昨年に引き続き長崎チームで出場させて頂きました。結果はチームとして 2 位とな
りました。個人としては、昨年と同じ 2 区間を出走しました。まだまだ力不足でチー
ムに貢献する走りとなっていませんが、この大会での出場経験を大切にして、来年
リベンジできるよう取り組んでいきたいと思います。沢山の応援をいただきまして
ありがとうございました。

「出張相談」いたします

～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

在宅福祉支援課

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
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

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

杠葉病院

検 索

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

杠葉
病院

グループホーム
鹿追の里

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

TEL

095 - 878 - 3734

編 集
後 記

平成31年4月1日、日本政府より新元号が発表され、
「令和（れいわ）」と決定し、
「希望に満ちあふれた新しい時代を切り
ひらきたい」との想いで決定したとの事でした。新元号になって、私たち各職員も、患者様達に希望を与えられるよう日々
の業務で、患者様に対するサービス向上に努めていきたいと思います。

FAX

095 - 878 - 3289

