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いよいよ、当院のホームページがリニューアル致しました。今回、日頃、日常業務を頑張っている職員を多く紹介して、
みなさまがイメージしている精神科病院とは違う、本当の杠葉病院の姿を知って頂ければと思っております。

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、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。）

「出張相談」いたします

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

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）

OT学術教育研修会に参加して
作業療法士　　峯　信一郎

　7月14日から15日の間、岐阜市で開催された日

本精神科医学会学術教育研修会のOT部門に参加し

て来ました。二日間に渡り計六講演が行われたので

すが「認知症予防のための社会参加支援の地域介入」

という題目の講演が非常に興味深かったです。

　この講演で心理的指標として趣味を持つことが要

介護状態に対する予防効果が非常に大きいというこ

とを話されていました。またその中でも園芸活動が

どの時期にどういった作物を植えれば良いか考えて

もらうことで認知面へのアプローチ、他者との交流

機会が得られるなど非常に効果があるということで

した。

　当院ホームページを開設しておりましたが、今回、心機一転、

新しくホームページのリニューアルを行うことになりました。

　現在、杠葉病院としても地域の認知症診療に注力し、併せて、

口腔ケアや摂食・嚥下リハビリテーションに力をいれております。

また、我々より地域に積極的に出向き、今以上に気軽に相談や治療

が受けられるような環境を提供していきたいと思っております。

　私は今、A-1病棟を担当させてもらっており週に

一度園芸活動を行っております。種植えを行う際、

小さい頃は家でかぼちゃを育てていたなど普段は

口数の少ない患者様がにこやかに話をしてくれた

りと変化も見られています。この講演を拝聴し今

後はより患者様が達成感、満足感を得られるよう

作業内容を発展させ意義あるOT活動を行いたいと

感じました。

　また他にも認知症予防における早期の社会参加支

援において今後の超高齢社会に適応して行く上での

作業療法士の役割なども紹介されており大変勉強に

なりました。

平成 28 年（2016 年）夏　第11号（4）医療法人協治会 杠葉病院　広報誌「のびのびリング」
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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

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

基本方針

野母崎方面の海岸

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。

夏



「レントゲン室」紹介
　杠葉病院レントゲン室では診療放射線技師が1名と少数で
はありますが、医療スタッフと共にコミュニケーションを図
り、皆様が安全かつ安心して検査を受けられるよう心掛けて
おります。
　検査は主に一般撮影検査とCT検査を行います。一般撮影
検査はいわゆるレントゲン検査のことで胸部・腹部・骨や軟
部組織を中心にレントゲン平面像を撮影しています。また重
篤な状態の方に限りポータブル撮影装置を使用し病棟にて胸
部・腹部の撮影も行っております。CT検査では、頭部・胸部・
腹部を中心に断面像を撮影します。撮影した画像は医療情報
として各診療科へ提供され診断や治療のサポートとして活用
されます。また、いずれもX線を利用するため、検査を受け
る方が過度の被曝を受けぬよう常に線量の低減に努め、最適
化された条件で撮影するよう
にしておりますので安心して
検査をお受けください。検査
においてご不明な点やその他
疑問に思われたことはどうぞ
お声掛けください。

部署紹
介

1 レントゲン技師　濱崎礼央　2ポータブル装置
3 X線台　4 CT機1

2 3

4

介護士から看護師への挑戦
～看護師への夢をめざして～

　私は、介護職として働きなが
ら、この春、看護学校を卒業し、
准看護師として療養病棟に勤務
しています。諫早の県央看護学
校を受験する時は退職も覚悟し
ていましたが、合格してみると
「とにかく働きながら学校に通
えるようにしよう」という看護
部長、病棟の師長らの計らいで
介護職の勤務時間と給与を調整

して頂き、ほとんどの期間、学業に専念できました。
　学校ではすばらしい先生方、仲間たちに恵まれまし
たが、特に実習中は、精神的にも肉体的にも困難な時
期がありました。そうした時、勤めている病棟の患者
さんたちが「勉強、頑張ってくださいね」などと声を
かけてくださったのがたいへん励みになりました。
　二年間を振り返ってまず思い浮かぶのは実習で受け
持たせて頂いた統合失調症の患者Aさんです。「楽だか
ら」という理由で入院を続けようとするAさんと音楽
や歴史小説を会話の糸口にして関わりながら、日々変
化するAさんの言動、態度に戸惑いながらも統合失調

症の症状を学び、最終的にはAさんの本音である「自
立した生活」を引き出すことが出来ました。その間、
Aさんと共に悩み、考えるのは精神科の看護の難しさ
と喜びを同時に知ることでした。
　一昨年より、厚労省が精神病患者の退院を推進し、
精神病院の評価基準としたことで、精神病院の在り方
もこれまでとは異なり、より具体的な取り組み、成果
が求められることでしょう。そうした激動の時期にあっ
て、今は、先輩看護師さんたちに助けて頂く毎日ですが、
准看護師として患者さん方、スタッフの皆さんから信
頼されるよう精進してまいります。

　介護職として入社して二年、
今年の春から准看護師として働
かせて頂いています。元々人の
手助けをする仕事である介護職
を目指していましたが、私が子
どもの頃から、看護師として従
事している母の背中を追い、看
護の道を志しました。長くも短
くも感じられた二年間でした
が、この病院で様々な経験をさ

せていただけたおかげで学校でのテスト、実習での応
用力につなげることが出来、資格を得ることが出来ま
した。病院と学校の二重生活でしたので、学業を優先
することが多く、病院の皆様に迷惑をかけることが多々
ありました。今まで皆さんにお世話になった分一日で
も早くお役にたてるよう、介護職としての経験を活用
しながら准看護師として仕事に励んでいきます。また、

現在は准看護師から看護師になるべく夜間の学校に
通っているため、数年間学生をしながら働くことにな
ります。学生として働いていく中で、尊敬する病棟の
先輩のように患者からもスタッフからも信頼を置かれ
一緒に悩みを解決できる人物に成長していきたいです。

准看護師　原田 哲朗

准看護師　平川 直人

「第11回 ゆず祭り」が開催されました
　平成28年5月21日（土）、晴天の中、毎年恒
例の「第11回　ゆず祭り」が開催されました。
ゆず祭りの開催にあたり、坂井副院長より挨拶
がありました。
　ステージ上では、歌や踊
りラムネ一気飲み大会と患
者様や職員、一般の来客者
がそれぞれの垣根を越えた
交流ができたと思います。
今年も、無事に祭りを終え
ることができました。

　はじめに厚生労働省の報告によると、2010年ま
での日本の三大死因は、①悪性新生物②心疾患③脳血
管疾患であったが、2011年以降脳血管疾患に替わ
り肺炎が第3位となっています。また、肺炎で死亡
するものの約95%が65歳以上の高齢者であると報
告しています。
　そして、近年日本は高齢化社会が進み、認知症を
患う高齢者が増えています。認知症高齢者は2012
年の時点で462万人いると言われています。また、
2025年には700万人を超えるであろうと言われて
います。
　今回参加した学会では、高齢化社会に伴う課題や
認知症高齢者の日常生活の援助などについて様々な
看護研究に取り組んでいる医療機関が多く、非常に
学びが多かったです。
　高齢化社会が進み、認知症高齢者の人口が増加し
ているなかで、近年死因第3位の肺炎を予防する取
り組みが注目されています。
　杠葉病院でも平成26年度より摂食・嚥下リハビリ
テーション委員会を設立。増加している認知症高齢

者に対しての支援や肺炎予防にも力を入れています。
平成27年度より看護研究にも取り組んでいます。
　この度、摂食・嚥下リハビリテーション委員会の
活動の一環として、先日7月23・24日埼玉県大宮
市で行われた日本老年看護学会・第21回学術集会に
参加し、看護研究のポスター発表を行いました。

日本老年看護学会・第21回学術集会に参加してきました。

演　題：経鼻経管を抜去後新たな口腔ケアの試み
　　　　を行い誤嚥性肺炎が予防された3症例
発表者：平井　達也

肺炎が予防された3症例
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り組みが注目されています。
　杠葉病院でも平成26年度より摂食・嚥下リハビリ
テーション委員会を設立。増加している認知症高齢

者に対しての支援や肺炎予防にも力を入れています。
平成27年度より看護研究にも取り組んでいます。
　この度、摂食・嚥下リハビリテーション委員会の
活動の一環として、先日7月23・24日埼玉県大宮
市で行われた日本老年看護学会・第21回学術集会に
参加し、看護研究のポスター発表を行いました。

日本老年看護学会・第21回学術集会に参加してきました。

演　題：経鼻経管を抜去後新たな口腔ケアの試み
　　　　を行い誤嚥性肺炎が予防された3症例
発表者：平井　達也

肺炎が予防された3症例

平成 28 年（2016 年）夏　　第11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 28 年（2016 年）夏　　第11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 28 年（2016 年）夏　　第11号（3）医療法人協治会 杠葉病院　広報誌「のびのびリング」



「レントゲン室」紹介
　杠葉病院レントゲン室では診療放射線技師が1名と少数で
はありますが、医療スタッフと共にコミュニケーションを図
り、皆様が安全かつ安心して検査を受けられるよう心掛けて
おります。
　検査は主に一般撮影検査とCT検査を行います。一般撮影
検査はいわゆるレントゲン検査のことで胸部・腹部・骨や軟
部組織を中心にレントゲン平面像を撮影しています。また重
篤な状態の方に限りポータブル撮影装置を使用し病棟にて胸
部・腹部の撮影も行っております。CT検査では、頭部・胸部・
腹部を中心に断面像を撮影します。撮影した画像は医療情報
として各診療科へ提供され診断や治療のサポートとして活用
されます。また、いずれもX線を利用するため、検査を受け
る方が過度の被曝を受けぬよう常に線量の低減に努め、最適
化された条件で撮影するよう
にしておりますので安心して
検査をお受けください。検査
においてご不明な点やその他
疑問に思われたことはどうぞ
お声掛けください。

部署紹
介

1 レントゲン技師　濱崎礼央　2ポータブル装置
3 X線台　4 CT機1

2 3

4

介護士から看護師への挑戦
～看護師への夢をめざして～

　私は、介護職として働きなが
ら、この春、看護学校を卒業し、
准看護師として療養病棟に勤務
しています。諫早の県央看護学
校を受験する時は退職も覚悟し
ていましたが、合格してみると
「とにかく働きながら学校に通
えるようにしよう」という看護
部長、病棟の師長らの計らいで
介護職の勤務時間と給与を調整

して頂き、ほとんどの期間、学業に専念できました。
　学校ではすばらしい先生方、仲間たちに恵まれまし
たが、特に実習中は、精神的にも肉体的にも困難な時
期がありました。そうした時、勤めている病棟の患者
さんたちが「勉強、頑張ってくださいね」などと声を
かけてくださったのがたいへん励みになりました。
　二年間を振り返ってまず思い浮かぶのは実習で受け
持たせて頂いた統合失調症の患者Aさんです。「楽だか
ら」という理由で入院を続けようとするAさんと音楽
や歴史小説を会話の糸口にして関わりながら、日々変
化するAさんの言動、態度に戸惑いながらも統合失調

症の症状を学び、最終的にはAさんの本音である「自
立した生活」を引き出すことが出来ました。その間、
Aさんと共に悩み、考えるのは精神科の看護の難しさ
と喜びを同時に知ることでした。
　一昨年より、厚労省が精神病患者の退院を推進し、
精神病院の評価基準としたことで、精神病院の在り方
もこれまでとは異なり、より具体的な取り組み、成果
が求められることでしょう。そうした激動の時期にあっ
て、今は、先輩看護師さんたちに助けて頂く毎日ですが、
准看護師として患者さん方、スタッフの皆さんから信
頼されるよう精進してまいります。

　介護職として入社して二年、
今年の春から准看護師として働
かせて頂いています。元々人の
手助けをする仕事である介護職
を目指していましたが、私が子
どもの頃から、看護師として従
事している母の背中を追い、看
護の道を志しました。長くも短
くも感じられた二年間でした
が、この病院で様々な経験をさ

せていただけたおかげで学校でのテスト、実習での応
用力につなげることが出来、資格を得ることが出来ま
した。病院と学校の二重生活でしたので、学業を優先
することが多く、病院の皆様に迷惑をかけることが多々
ありました。今まで皆さんにお世話になった分一日で
も早くお役にたてるよう、介護職としての経験を活用
しながら准看護師として仕事に励んでいきます。また、

現在は准看護師から看護師になるべく夜間の学校に
通っているため、数年間学生をしながら働くことにな
ります。学生として働いていく中で、尊敬する病棟の
先輩のように患者からもスタッフからも信頼を置かれ
一緒に悩みを解決できる人物に成長していきたいです。

准看護師　原田 哲朗

准看護師　平川 直人

「第11回 ゆず祭り」が開催されました
　平成28年5月21日（土）、晴天の中、毎年恒
例の「第11回　ゆず祭り」が開催されました。
ゆず祭りの開催にあたり、坂井副院長より挨拶
がありました。
　ステージ上では、歌や踊
りラムネ一気飲み大会と患
者様や職員、一般の来客者
がそれぞれの垣根を越えた
交流ができたと思います。
今年も、無事に祭りを終え
ることができました。

　はじめに厚生労働省の報告によると、2010年ま
での日本の三大死因は、①悪性新生物②心疾患③脳血
管疾患であったが、2011年以降脳血管疾患に替わ
り肺炎が第3位となっています。また、肺炎で死亡
するものの約95%が65歳以上の高齢者であると報
告しています。
　そして、近年日本は高齢化社会が進み、認知症を
患う高齢者が増えています。認知症高齢者は2012
年の時点で462万人いると言われています。また、
2025年には700万人を超えるであろうと言われて
います。
　今回参加した学会では、高齢化社会に伴う課題や
認知症高齢者の日常生活の援助などについて様々な
看護研究に取り組んでいる医療機関が多く、非常に
学びが多かったです。
　高齢化社会が進み、認知症高齢者の人口が増加し
ているなかで、近年死因第3位の肺炎を予防する取
り組みが注目されています。
　杠葉病院でも平成26年度より摂食・嚥下リハビリ
テーション委員会を設立。増加している認知症高齢

者に対しての支援や肺炎予防にも力を入れています。
平成27年度より看護研究にも取り組んでいます。
　この度、摂食・嚥下リハビリテーション委員会の
活動の一環として、先日7月23・24日埼玉県大宮
市で行われた日本老年看護学会・第21回学術集会に
参加し、看護研究のポスター発表を行いました。

日本老年看護学会・第21回学術集会に参加してきました。

演　題：経鼻経管を抜去後新たな口腔ケアの試み
　　　　を行い誤嚥性肺炎が予防された3症例
発表者：平井　達也

肺炎が予防された3症例

平成 28 年（2016 年）夏　　第11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 28 年（2016 年）夏　　第11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 28 年（2016 年）夏　　第11号（3）医療法人協治会 杠葉病院　広報誌「のびのびリング」
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いよいよ、当院のホームページがリニューアル致しました。今回、日頃、日常業務を頑張っている職員を多く紹介して、
みなさまがイメージしている精神科病院とは違う、本当の杠葉病院の姿を知って頂ければと思っております。

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、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。）

「出張相談」いたします

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

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）

OT学術教育研修会に参加して
作業療法士　　峯　信一郎

　7月14日から15日の間、岐阜市で開催された日

本精神科医学会学術教育研修会のOT部門に参加し

て来ました。二日間に渡り計六講演が行われたので

すが「認知症予防のための社会参加支援の地域介入」

という題目の講演が非常に興味深かったです。

　この講演で心理的指標として趣味を持つことが要

介護状態に対する予防効果が非常に大きいというこ

とを話されていました。またその中でも園芸活動が

どの時期にどういった作物を植えれば良いか考えて

もらうことで認知面へのアプローチ、他者との交流

機会が得られるなど非常に効果があるということで

した。

　当院ホームページを開設しておりましたが、今回、心機一転、

新しくホームページのリニューアルを行うことになりました。

　現在、杠葉病院としても地域の認知症診療に注力し、併せて、

口腔ケアや摂食・嚥下リハビリテーションに力をいれております。

また、我々より地域に積極的に出向き、今以上に気軽に相談や治療

が受けられるような環境を提供していきたいと思っております。

　私は今、A-1病棟を担当させてもらっており週に

一度園芸活動を行っております。種植えを行う際、

小さい頃は家でかぼちゃを育てていたなど普段は

口数の少ない患者様がにこやかに話をしてくれた

りと変化も見られています。この講演を拝聴し今

後はより患者様が達成感、満足感を得られるよう

作業内容を発展させ意義あるOT活動を行いたいと

感じました。

　また他にも認知症予防における早期の社会参加支

援において今後の超高齢社会に適応して行く上での

作業療法士の役割なども紹介されており大変勉強に

なりました。

平成 28 年（2016 年）夏　第11号（4）医療法人協治会 杠葉病院　広報誌「のびのびリング」

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

のびのびリング

2016

第 11号

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

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

基本方針

野母崎方面の海岸

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。

夏
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いよいよ、当院のホームページがリニューアル致しました。今回、日頃、日常業務を頑張っている職員を多く紹介して、
みなさまがイメージしている精神科病院とは違う、本当の杠葉病院の姿を知って頂ければと思っております。
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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、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。）

「出張相談」いたします

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

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）

OT学術教育研修会に参加して
作業療法士　　峯　信一郎

　7月14日から15日の間、岐阜市で開催された日

本精神科医学会学術教育研修会のOT部門に参加し

て来ました。二日間に渡り計六講演が行われたので

すが「認知症予防のための社会参加支援の地域介入」

という題目の講演が非常に興味深かったです。

　この講演で心理的指標として趣味を持つことが要

介護状態に対する予防効果が非常に大きいというこ

とを話されていました。またその中でも園芸活動が

どの時期にどういった作物を植えれば良いか考えて

もらうことで認知面へのアプローチ、他者との交流

機会が得られるなど非常に効果があるということで

した。

　当院ホームページを開設しておりましたが、今回、心機一転、

新しくホームページのリニューアルを行うことになりました。

　現在、杠葉病院としても地域の認知症診療に注力し、併せて、

口腔ケアや摂食・嚥下リハビリテーションに力をいれております。

また、我々より地域に積極的に出向き、今以上に気軽に相談や治療

が受けられるような環境を提供していきたいと思っております。

　私は今、A-1病棟を担当させてもらっており週に

一度園芸活動を行っております。種植えを行う際、

小さい頃は家でかぼちゃを育てていたなど普段は

口数の少ない患者様がにこやかに話をしてくれた

りと変化も見られています。この講演を拝聴し今

後はより患者様が達成感、満足感を得られるよう

作業内容を発展させ意義あるOT活動を行いたいと

感じました。

　また他にも認知症予防における早期の社会参加支

援において今後の超高齢社会に適応して行く上での

作業療法士の役割なども紹介されており大変勉強に

なりました。
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第 11号

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

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

基本方針

野母崎方面の海岸

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。

夏


