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地域連携・生活支援室、地域精神医療推進室のご案内

診 療 案 内

※新患の方は、できるだけ事前にお電話にてご相談ください。

表紙の写真
豊前市求菩提園地のツクシシャクナゲ
豊前市の犬ヶ岳（標高1131ｍ）を特徴付けるブナ
林とツクシシャクナゲ自生地は、国の天然記念物
に指定されています。その麓の求菩提園地では、
毎年4月下旬からツクシシャクナゲが開花し、多く
の観光客の目を楽しませてくれます。

撮影者 放射線室：森田 仁士

地域連携・生活支援室、地域精神医療推進室は、当院にて皆様に安心して気持ち良く治療を受けていただくた
めの窓口です。皆様がお困りの際は、お気軽に声をお掛けください。下記のような支援と相談に応じています。

●入退院の相談と支援・地域医療支援・ 地域生活支援・ 地域連携・訪問看護

病院電話 ０９３（４８１）１３６８ 直通電話０９３（４８１）８８４４
受付時間 月～金 ９：００～１７：００ 土 ９：００～１２：３０

問合せ先

新設 重度認知
症患者デイケア
“なごみ”

新門司病院全景

新門司病院 検索

平成２９年１１月１３日に開催されました「平成２９年度精
神障害者の医療と福祉の連携」で、青木看護師が「精神
科クリニカルパスについて」講演させて頂きました。この
ような「出前講演」は、いつもご好評を頂いております。
当院では健康教室やイベントの「出前講演」を承ってお
ります。ぜひ、お気軽にご連絡ください。あああああああ

出前講演承ります
地

域
交

流

トピックス

く ぼ て

診療科目 精神科 神経内科 内科 リハビリテーション科

特殊外来 アルコール専門外来 もの忘れ外来 睡眠専門外来 パーキンソン病専門外来

診療時間 月～金曜日

1 9:00～12:30 受付12:00まで

13:30～17:00 受付16:30まで

土曜日

1 9:00～12:30 受付12:00まで

新患の方の受付は午前11:30 午後16：00まで

休診日 日曜、祝日、土曜日の休診は外来受付あるいは

ホームページでご確認ください。
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特集

○九州精神医療学会に参加して

○只今奮闘中

○トピックス

○診療案内

理念

私達は医療を通して社会に貢献します
私達は病める人ともに悩み、考え、行動します
私達は最高の医療を提供できるよう研鑽します

基本方針

地域や地域福祉・医療機関との連携を密にし、地域のニーズに貢献する
患者の権利を認識し尊重する
職員は絶えず医学的知識の向上のため、たゆまなき研修に励む
医療の質の向上と安定した経営を維持する

○地域精神医療推進室、地域連携・生活支援室のご案内

当院は、公益財団法人日
本医療機能評価機構より
認定を受けています。
（認定第JC173-3号）

いや

精神科クリニカルパスについて

平成30年6月9日（土）認知症ささえあい交流会 「さるびあの会」開催
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クリニカルパスとは
クリニカルパス（以下パス）は、一定の疾患や検査ごとに、その治療の段階および患者が目指す状
態（到達目標）に向け、最適と考えられる医療の介入内容をスケジュール表にしたものです。

有効性と効果について
○パスは治療の一貫性とアウトカムを達成するために日々の援助が計画しやすくなる。
○チーム医療推進のためのツールであり、多様な価値観を持つ患者、家族を理解し退院
というアウトカムに向かって多職種で介入することができる。
○安全で質の高い医療の提供。
※アウトカム：結果として得られる事柄を指します。例：症状の安定、３ヵ月の退院等

当院での取り組みについて
当院では、パス管理のための委員会を隔月に一度、多職種で開催
しています。その定義・目的については下記の通りです。
○医療の均質化・標準化によりケアの介入内容の最適化
○効率的かつ安全なチーム医療の推進
○質的向上を図り入院日数の短縮
○ インフォームドコンセントの徹底
このほかにも治療方針などを定めていくカンファレンス（当事者
参加型カンァレンス等を含む）も、パスの進行管理下で適切なタ
イミングで実施しています

当院で用いられているパスの種類
①統合失調症
②アルコール依存症
③クロザリル(治療抵抗性統合失調症治療薬）
④気分障害
⑤行動制限（隔離・身体拘束）
⑥社会復帰支援（長期入院者）
⑦認知症

おわりに
今後も治療の平準化・高密度化・焦点
化といった、効率的かつ効果的な治療
アプローチを実践して行きたいと思い
ます。

特集

近年「在院期間が長期に移行しないうちに退院できるよう、多職種による質の高
いチーム医療を提供し、退院支援等を推進する」という精神保健福祉対策が検
討されています。また、標準的な治療方法についても検討が進み、普及されて行
く事が時代の要請でもあります。精神科の治療改革の方向の中で、クリニカルパ
スは根幹的な役割を担うものと期待されていると言われています 。

さるびあの会

離脱早期　（入院～１週間） 離脱後期　（１週～４週） 回復期　（１ヵ月～２ヵ月） 社会復帰期　（２ヵ月～３ヵ月）

（     /       ～      /     ） （      /      ～     /      ） （      /      ～     /      ） （      /      ～     /      ）

ゆっくりと調子が良くなるまで 健康的な生活リズムを身に着け お酒が及ぼす問題を学び自らの 退院にむけて断酒の準備をしましょう。
過ごしましょう プログラムに参加しましょう。 酒害体験を掘り起こしてみよう （１日断酒）

水分をしっかりとって安静を優先 朝レクやプログラムに 朝レクやプログラムに参加 朝レクやプログラムに参加
に過ごしましょう。 ぼちぼち参加していきます。 （アサレクで体を動かそう！） （体を動かし体力をつけよう！）

□手足が震える　　　□汗が多くでる □食欲がない　　　　□眠れない □食欲がない　　　　□眠れない □食欲がない　　　　□眠れない
□吐き気がある　　　□吐いた □イライラする　　　□不安感がある □イライラする　　　□不安感がある □イライラする　　　□不安感がある
□不安感がある　　　□イライラする □体の調子がよくない □体の調子がよくない □体の調子がよくない
□眠れない

採血　（　　月　　　日） 採血　（　　月　　　日） 採血　（　　月　　　日） 採血　（　　月　　　日）
ＡＳＴ（　　　　　）　・　ＡＬＴ（　　 　　） ＡＳＴ（　　　　　）　・　ＡＬＴ（　　 　　） ＡＳＴ（　　　　　）　・　ＡＬＴ（　　 　　） ＡＳＴ（　　　　　）　・　ＡＬＴ（　　 　　）
γ‐ＧＴＰ　（　　　　　） γ‐ＧＴＰ　（　　　　　） γ‐ＧＴＰ　（　　　　　） γ‐ＧＴＰ　（　　　　　）
どんな状態？　基準値はこれぐらいだよ 入院時と比べてみて？
ＡＳＴ（１３～３３）・ＡＬＴ（６～３０）・γ‐ＧＴＰ（１０～４７）

測定日　（　　月　　　日） 測定日　（　　月　　　日） 測定日　（　　月　　　日）
身長　（　　　　）ｃｍ　体重(　　　　　）ｋｇ 体重　　（　　　　）　ｋｇ 体重　　（　　　　）　ｋｇ 体重　　（　　　　）　ｋｇ

横とび（　　　　）回　腹筋（　　　　）回 横とび（　　　　）回　腹筋（　　　　）回 横とび（　　　　）回　腹筋（　　　　）回
体力測定はまだお休みですよ～ 前屈（　　　　　　）ｃｍ 前屈（　　　　　　）ｃｍ 前屈（　　　　　　）ｃｍ

握力（右：　　　）　（左：　　　　）　ｋｇ 握力（右：　　　）　（左：　　　　）　ｋｇ 握力（右：　　　）　（左：　　　　）　ｋｇ
片足立ち（　　　　　）秒 片足立ち（　　　　　）秒 片足立ち（　　　　　）秒

必要に応じて離脱症状を抑える □シアナマイド　□ノックビン □シアナマイド　□ノックビン □シアナマイド　□ノックビン
薬の投与や点滴を行います。 □レグテクト　 　□なし □レグテクト　 　□なし □レグテクト　 　□なし

原則禁止（まだ早いです） 原則禁止です（もうちょっとです） 　そろそろ外出できるかな！？ 　退院準備はじめますか！
（　　/　　～　　/　　）（　　/    ～  　/　　） （　　/　　～　　/　　）（　　/    ～  　/　　）

飲酒欲求は？　□あり　□なし　□微妙　 飲酒欲求は？　□あり　□なし　□微妙　
□①酒をやめるつもりはまったくない。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□① 　　　　　　　　　　　　　　□① 　　　　　　　　　　　　　　□①

アルコール問題 □②酒害はわかっちゃいるけど、　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　□② 　　　　　　　　　　　　　　□② 　　　　　　　　　　　　　　□②
への気持ち 　　　止められない、止めない。

□③酒を止めようと思うが、どのように　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　□③ 　　　　　　　　　　　　　　□③ 　　　　　　　　　　　　　　□③
　　　止めるか分からない
□④酒をやめると決め、　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　□④ 　　　　　　　　　　　　　　□④ 　　　　　　　　　　　　　　□④
　　　やめるための計画を立てている。
（入院した時の自分は？） （勉強会に参加してみて） （学べたことは？） （退院後はどうしたい？）

スタッフからの
メッセージ

薬物治療

外出・外泊

目標達成

ひと目で分かる！　　アルコール依存症治療ノート          (患者様用クリニカルパス）

（外出・泊は酒のない習慣を身に付ていきます。）
（プログラムが優先です。実施日以外にしましょう。）

安静度　

目標

体の調子は？

肝臓データ

体力測定

          お名前（         　 　 　             様）        　　　　　　 主治医(　　　　　　　　　　　 ）       担当看護師（　　　　　　　　　 ）        担当PSW（　　　　　　　　　　）

多職種協働とチーム医療

患者様用クリニカルパス表

精神科クリニカルパスについて
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看護部 精神一般病棟（3病棟）病床数54床
看護スタッフ 26名（平成30年3月現在）

病棟の目標

只今奮闘中 部署紹介

３病棟は、精神科一般病棟で男女混合の閉鎖病棟です。精神症状を有し、日常生活全般におい
ても何らかの援助が必要な方が入院されています。

1.患者自身の意思決定を尊重し、セルフケア能力の維持向上のための支援に
努める

２.目標に添った看護計画の立案・実践・評価を行いフィードバックする

九州精神医療学会に参加して

2018年1月25～26日に宮崎県霧島で開催された、第63
回九州精神保健学会に参加しました。当院からは“患
者様に寄り添い、ゆっくりと話に耳を傾ける”をテーマに
３つの演題を発表してきました。発表ではとても緊張し
てしまい、何度も読み間違えてしまいましたが、何とか
無事に発表を終えることが出来ました。また、他の病院
の発表を聞いて、とても勉強になりました。精神疾患に
対する認識や患者様の見方が随分と変わり、これから
の援助の幅がさらに広まったように思います。今後も患
者様に向き合い、寄り添った援助を目指していきたいと
思います。ちなみに当学会おいて小住看護師が発表し
た「希死念慮のある患者との信頼関係について」が、福
岡県精神保健福祉協会長から表彰されることになりまし
た。これまでご指導・ご教授して頂いた先生やスタッフ
の皆様方に感謝しております。

看護部：柴田敬人 小住学 木下武 廣岡しげみ リハビリテーション課：石谷万秋 林智之

学会終了後は、息抜きに宮崎
観光やご当地グルメを楽し
みました。これもまた心に残
る想い出となりました。

入院期間が長期になる程、退院が困難な状況に
なります。そのため、長期入院患者さまが抱える
様々な障害を前提とした支援を行っています。な
かでも、薬をきちんと服用していても病状が改善さ
れない「治療抵抗性」とされる方の治療（クロザリ
ルによる治療）は、積極的に行っています。小さな
一歩が積み重なって大きく踏み出せるよう患者さ
まもスタッフも頑張っています。ああああああああ

鵜戸神宮参拝 名物チキン南蛮

学会会場前にて


