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早津江病院理念 

博愛の心を持ち、躍動感に溢れた医療を実施する為に、ここ（早津江病

院）に集い、われらの英知を傾けよう。 

 

        は：博愛 こころ 精神 

        や：躍動 活気ある病院 前向きな姿勢 

        つ：集い チーム医療 

        え：英知 創造 判断力 

 

基本方針 
＊開かれた精神医療をめざすために、チーム医療の充実を図り、専門医

療を確立する。 

＊精神障害者の偏見を取り除き、患者の権利・患者の尊厳を守り、患者

中心の医療を実践する。 

＊障害者と地域との共存を図るために積極的に地域活動への参加を行

う。 

院長挨拶 

 みなさんこんにちは。この冬は暖冬傾

向で、ここ数年続いていた佐賀市内の積

雪もなく、当院も雪への対応を迫られる

場面はありませんでした。また桜もほぼ

例年通りの開花となり、皆さんも花見を

楽しまれたのではないでしょうか。この

広報誌を皆さんが読まれる頃には桜も

散って新緑の季節を迎えます。今後も穏

やかな気候であってほしいものです。 

 さて、みなさんもご承知のとおり、新

しい元号が「令和」と発表され、５月１

日には現天皇陛下の譲位と現皇太子さま

の新天皇即位が行われます。そのため５

月１日は祝日となり、その前後も休日に

なるなどして、例年のゴールデンウィー

クよりも休みが長くなっています。当院

では、みなさんへの影響等を考慮して４

月３０日ならびに５月６日は通常通り外

来診療を行うことになりました。尚、両

日とも普段の診療と同様に予約診療と

なっておりますので、診察のご希望の際

は、電話での事前の予約をお願いいたし

ます。 

院
長 

松
永
高
政 



平成3１年2月１６日（土）に佐賀市立図書館にて｢第1４回早津江病院学会｣を開催しまし

た。今回のテーマは、「早津江病院が目指す精神科医療」とし、各所属から一般演題に１０

例を発表して頂きました。 

一般演題では、入院患者の病状の特性を理解した関わり方や長期入院患者の退院支援への

取り組みなど様々な内容に関しての発表が行われ、特別講演は、当院院長の松永高政先生に

お願いし、演題は「樟風会 これからの展望」と題して、当法人が今後のどのような役割を

担ってていくべきかについて講演され、とても興味深い内容となりました。 

 今後も、より早津江病院学会が充実したものになる様取り組んで参りたいと思います。 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

  

  
発表者 発 表 内 容 

一 

般 

演 

題 

心理療法室 

臨床心理士 百津 拓人 

「なぜその患者は変わることができたのか」 

      ～臨床心理士の視点から考える～  

医局 

医師 橋本 雅彦 

「なぜその患者は変わることができたのか」 

      ～医師の視点から考える～ 

東1病棟 

看護師 中尾 吉辰 

「精神療養病棟における看取りケア」 

      ～家族へのアンケート調査～ 

東1病棟 

介護士 副島 こずえ 
「高齢者に対する嚥下体操の取組み」 

西3病棟 

看護師 髙木 良治 
「西３病棟対応の退院支援パスを作成して」 

社会福祉法人 こもれび会 
デイサービスセンター けやき荘  
認知症対応型通所介護 だんらん 

生活相談員 秋吉 淳一 

「基本に立ち返る。気持ちの良い接遇とは」 

西2病棟 

准看護師 古川広美 
「精神療養病棟でおやつに対する単独売店利用への取り組み」 

ゆりの木苑 

看護師 宮地みどり 
「ヒヤリ・ハットレポートの提出効果」 

東2病棟 

看護師 重松 義人 

「多職種による症例検討会で考えられたチームアプローチの実践」 

～バウムテストから見えた患者の精神状態の変化～ 

訪問看護ステーション 

くすの風 

看護師 髙木 俊次 

「訪問看護ステーション くすの風 開設より1年の軌跡」 

特別

公演 

医療法人樟風会 院長 

医師 松永 高政 
「樟風会 これからの展望」 



東 
２病棟は精神症状

が悪化し治療が必

要な精神障害者の

方々が入院される急性期病棟

（閉鎖病棟）です。当病棟で

は、急性症状の鎮静を図り心

身の安全・安静に努め、患者

様の症状や状態を理解・把握

し症状にあった様々な治療を

行います。（薬物療法・精

神療法など）入院中は患者

様の不安軽減や安全に努

め、1日も早い社会復帰を

目指しスタッフ一同がサ

ポートしていきます。  

精 
神療養病棟の東１

病棟は認知症や統

合失調症の患者様

が、肺炎やその他の身体合併

症を有し、日常生活を送る上

で支障を来たしている方の療

養や治療の場としての役割を

担っています。入院中の患者

様が、安全、安楽な入院生活

東１病棟 

を提供し、精神面、身体面

の観察を併せて行い、自宅

や施設への退院へ向け、医

師、看護師、精神保健福祉

士、介護福祉士、看護補助

で連携を図りながら支援を

行っています。  

西 
３病棟は定床６０

床の男女混合閉鎖

病棟です。急性期

症状は改善されてた方で、生

活障害がみられる患者様に入

院生活技能訓練や作業療法を

通してリハビリテーションを

行い社会復帰（家庭復帰）を

目標として援助しています。

西３病棟 

患者様の訴えをよく聞き、

その人に合った対応を心が

け、穏やかに療養してもら

えるよう取り組んでいま

す。  

病棟紹介（東２病棟～西３病棟） 

東２病棟 



西 
２病棟は開放病棟

で患者様が自由に

出入り出来る病棟

です。医師、看護師、精神保

健福祉士、作業療法士、臨床

心理士など多職種のスタッフ

が協力して幅広い年齢層の患

者様の治療にあたっていま

す。身体的、精神的、社会的

西２病棟 

側面から評価を行い、生活

リズムを整える援助や服薬

指導、対人関係向上に向け

た援助を行い入患者様のス

ムーズな社会復帰を目指し

ています。  

当 
病棟は認知症治療

病棟です。精神症

状及び行動異常が

特に著しい重度の認知症があ

る患者様の受け入れを行って

います。 薬物療法ととも

に、精神科作業療法で患者様

の認知機能が維持向上ができ

るように、作業療法士と共に

ゆりの木苑 

看護・介護させていただい

ています。 日々の患者様の

状態や変化を観察し、患者

様自身の心の声が聞けるよ

うな関わりができるよう

に、スタッフ一人一人が

個々のスキルアップにも励

んでおります。  

精 
神科デイケアとは

社会生活能力の向

上と、精神症状の

再発防止を目的とした、外来

治療のひとつです。デイケア

の仲間とともに、いろいろな

活動を行うことで規則正しい

生活リズムや、人との上手な

付き合い方などを身につけ、

デイケア 

生活のしづらさを解消して

いきます。スタッフは医

師・看護師・作業療法士・

精神保健福祉士・栄養士・

公認心理師で構成されてお

り、利用者の皆様の生活を

多方面からサポートできる

かと思います。 

病棟紹介（西２病棟～デイケア） 
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 第１回地域奉仕活動（米納津農村公園 除草作業） 

 第２回地域奉仕活動（病院周辺地域のゴミ拾い） 
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 敬老会 開催 

 
樟風祭 開催 
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 広報誌 冬号 発行 

7月 

1月 

10月 

6月 

9月 

5月 

4月 

バ  ル  ー  ン  係  留 

主催：医療法人樟風会 早津江病院 

    バルーンクラブ 

日時：平成31年4月20日（土）7：00～8：00 

場所：病院北側グランド 

 

 

 

※搭乗無料 ※尚、雨天・強風時は中止とします。 

ぜひご参加ください。お待ちしております。 


