
姶 良 病 院 活 動 報 告 

                院長 山畑良蔵 

令和２年３月になり世界的なコロナウイルスの流行が、鹿児島県にも

伝播してきました。これ以上、拡大することなく何とか早く収束して欲し

いと思いますが、このウイルスは人の行動や社会の在り方の変化を求

めていて、地域全体の理解と協力が必要とされていると思われます。当

院としても、院内で流行することがないように職員一同で万全の対策を行っていきたいと考えています。

患者さんやご家族の皆様には、外出や外泊、外来受診時などご不便をおかけすることもあるかと思いま

すが、何卒ご協力をよろしくお願いします。 

姶良病院は、平成８年頃まで８月に夏祭り、平成２０年頃まで１０月に運動会、１１月に作品展示即売会

など、地域との交流を図る多彩な行事を行っていました。夏祭りでは、敷地内の運動場に患者さんや職員

が準備した多彩な出店を出し、さらに中心に屋台を組んで地域の皆様方に演芸を披露していただき、患

者さんと住民の皆様が一緒に盆踊りをして、最後は当院職員の花火師が花火を打ち上げていました。病

院周辺の住民の皆様には子供連れで参加していただき、夕方から２０時頃まで、患者さん達や職員と交

流をしていただきました。患者さんたちが育てたコオロギの販売や金魚すくいに子供たちが集まり、たこ焼

き・焼きそば・かき氷などを患者さんと職員が力を合わせて準備をして販売していました。運動会では、地

域の保育園の子供達や高齢者の方々にも参加していただいて、踊りや徒競走、宝探しなどを行っていま

した。展示即売会では、院内の農作業で作った様々な野菜や観葉植物などを販売し、朝早くから行列が

できるほどの人気でした。昭和１８年に鹿児島市の二軒茶屋から現在地に移転して以来、これらの行事を

通じて職員や患者さん方と地域の皆様との交流が盛んに行われてきていました。しかし、精神科医療の

変化に伴い、これらの地域との交流を図る行事を次第に縮小廃止せざるを得なくなり、近年は精神障害

や当院の医療内容について知っていただく機会が減ってきたことを危惧していました。そこで、医療観察

法病棟と精神科救急病棟の整備が一段落したことを契機に、当院の活動を地域の皆様に理解していただ

くことと、「こころの健康」について考えていただく機会を設けることを目的に、平成２６年度から当院主催

で「こころの健康講座」を毎年開催するようにしました。第一回は当院のデイケア棟、第二回から第三回は

当院の第二グランドに整備している地域活動支援センター、平成２９年度の第四回から「姶良市文化会館 



加音ホール」で開催しました。第一回は、参加者の殆どがデイケアに参加している患者さん方とご家族の

方だけでしたが、毎年地域住民の方々の参加者が増え、令和元年度は、８月に子供と大人の「発達障害」

をメインテーマに開催したところ、地域住民や学校の先生方、職場の代表の方々など多彩な背景を持つ 

２５０名以上の皆様に参加していただきました。あらためて心の問題についての関心の高さを感じるととも

に、今後とも地域の皆様に精神科医療や当院の活動について理解を深めていただく活動を続けていかな

ければいけないと考えています。また、地域の皆様との交流を目的に、夏祭り・運動会・作品展示会に代

わる病院の活動として、令和３年度に姶良病院主催の秋祭りを企画したいと考えています。今年度は、そ

の準備を進めていきたいと考えており、姶良市内の学校や各種団体に企画等で職員がご意見を伺いに

行かせて頂きたいと考えています。その際には、是非ご協力をお願い致します。 

当院は平成４年度の全面改築から３０年近くが経過して病棟などの老朽化が目立ってきたために、平

成２５年度に精神科救急病棟を整備開棟して以来、病院の屋根の改修、デイケア・男女閉鎖病棟の改修・

改装を行い、治療環境の向上に努めてきました。令和２年度には、現在の男女混合の閉鎖病棟を増築・

改装して、５０床のうち２６床を個室の急性期ストレス病棟に変えたいと考えています。これにより、近年増

加している児童・思春期や老年期、急性期に対応する能力がさらに向上し、県民の皆様方のご期待に応

えられる精神科医療が展開できるようにしたいと考えています。今後とも、姶良病院は県立の精神科病院

として役割を果たせるように努力をしてまいりますので、皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。 

 

 



6 病棟活動報告 
6 病棟の活動報告をさせて頂きます。 
6 病棟は男女混合閉鎖病棟であり、退院を控えている患者様もおり、社会復帰に向けた取

り組みを行っています。入院生活が長期になると、季節感を忘れがちになってしまいます。 
昨年 12 月には、毎年恒例のクリスマス会を行いました。職員がサンタクロースの格好を

し、ゲームや踊り、風船バレーをして、本格的なクリスマス会となりました。患者様から

「今年も楽しかった。来年もお願いね。」という言葉が聞かれました。今年の夏にはそうめ

ん流しを計画し、患者様には季節感をより感じて頂きたいと思っています。 

 
入院生活では日中の規則正しい生活も必要になります。女性スタッフの声かけにつられ

て、患者様は広間にでて来られ、老若男女問わず作業療法に参加されています。明るい作

業療法士の声かけに患者様は真剣に取り組んでいます。昨年度は作業療法の参加率も増え

ています。これからも規則正しくよりよい生活が送れるように支援していきます。 

 

患者様の地域移行が推進されている中で、患者様の生活の質を高める看護を提供できる

ようにスタッフ全員で頑張って行きたいと思います。 
 
 
おわりに．．． 
 40 年近く看護師として働いて下さった

笑顔の素敵な K さん。３月に退職されまし

た。６病棟にたくさん貢献をしていただき

ました。ありがとうございました。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

病棟内でのリハ活動は、基本的に出入り自由で個人で取り組む作業（塗り絵、、パソ

コン、軽体操など）を行っていますが、病棟クラブでは集団にて取り組む作業活動を

行っています。みんなで 1 つの作品に取り組むことで、協調性の獲得や自然と会話す

る機会を得ることができ、完成させることでの達成感や満足感、さらに病棟に掲示す

ることによって他患者様や病棟スタッフから賞賛される機会を得るなど様々な効果

が期待できます。 

2 月 20 日(木)、視聴覚室において心理教育プログラムである“まなびや・しゃべりば”

が行われました。“まなびやしゃべりば”について簡単にご紹介させていただきますと，

講師にお話をしていただく“まなびや”と，テーマについて参加者で意見交換をする“し

ゃべりば”２部構成となっている活動です。今回のテーマは「退院後の生活」と題しまし

て，退院後の生活について，実際に地域生活をされており，当院を利用されているお２

人を講師にお招きしてお話をしていただきました。 
お話の中では，入院中の経験から退院後に役立ったことや，デイケアや訪問看護を実

際に利用してみての思い、今後の夢など多岐にわたる内容で大変わかりやすいお話を聞

くことができました。 
 参加者からも退院後の生活に対しての思いを語られたり，地域で生活するうえでの心

構えについて質問されたりするなど，積極的な意見交換が行われ，大変充実した時間と

なりました。 
“まなびやしゃべりば”は年５回の計画で実施をしております。令和 2 年度のスケジュ

ールとしては、4 月 16 日(木)「リハビリについて」、6 月 18 日(木)「病気について」，8 月

20 日(木)「薬について」，10 月 15 日(木)「転倒予防」，12 月 17 日(木)「デイケア・訪問

看護」，2 月 18 日(木)「退院後の生活」，いずれも 13:40～の予定となっております。 
詳しくはリハビリテーション部へお気軽にお問い合わせください。 
皆様の参加をお待ちしております。 

まなびやしゃべりば が行われました！ 

病棟クラブについて 



デイケア活動報告
令和元年度No.４

精神科デイケアは、外来患者様が病気の再
発防止、地域生活や就労へ社会復帰するこ
とを目的としたリハビリテーションの場で
す。

現在の登録者数 ：129名
１日平均利用者数：21.4名
院内患者受入数 ：20名/月

令和２年３月末時点

県下一周想定
ウォークラリー結果発表

■病院敷地内を1周すると①ポイントGET！
■鹿児島市地点をスタートし県下1周を目指します

1位 Ｔ ・ Ｉ さん （前回1位） 鹿児島～川内
2位 I ・Y さん 、 H ・Aさん 鹿児島～姶良
3位 Ｈ・Ｔさん 鹿児島～姶良

精神科デイケアは、外来患者様が病気の再発防止、地域生活や就労など社会復帰することを目的と
するリハビリテーションの場です。

当院デイケアでは、外来患者様や入院中の患者様の見学・体験受け入れも積極的に行っており、退
院後も安心してデイケアを利用していただけるよう取り組んでいます。
利用者の皆様がデイケアで快適により良い時間を過ごして頂けますよう、来年度も取り組んでいき
たいと思います。

初詣に行きました

お雑煮づくり(調理)

まなびやしゃべりば
体験発表‼



 

 
    

 

ウイルス感染症と抗ウイルス薬 

 

今年 1 月に国内で初となる新型コロナウイルス感染者が確認されて以降，ほぼ全て

の都道府県で感染者が確認され全国的な流行が続いています。先日，鹿児島県内でも

新型コロナウイルスの感染者が確認されたことで，各々が感染するリ

スクや正しい予防方法について考える機会が増えたのではないかと思

われます。情報の発信や収集が容易となった現代では，正しい情報だ

けでなく誤った情報も数多く飛び交っています。情報の発信元を確認

するなど，正しい情報を収集し，適切な行動に努めましょう。 

 

コロナウイルスについて 

人が風邪をひいた時の１０～１５％（流行期は３５％）は，コロナウイルスが原因

とされています。また，２００２年頃に流行したＳＡＲＳ（重症急性呼吸器症候群），

２０１２年頃に流行したＭＥＲＳ（中等呼吸器症候群）も，原因となったウイルスは，

コウモリやヒトコブラクダから人へと感染したコロナウイルスでした。今回流行して

いる新型コロナウイルスは，ＳＡＲＳコロナウイルスと遺伝子配列が似ていることか

らコウモリが起源となったのではないかと考えられています。 

 
ウイルス感染症について 

ウイルス感染症は，原因となるウイルスが身体へ侵入し，症状が出

ている病気のことをいいます。ウイルス感染症を引き起こすウイルス

として，呼吸器症状が出現するインフルエンザウイルスや消化器症状が特徴的なノロ

ウイルスが広く知られています。また，一般的に風邪と呼ばれる症状は，コロナウイ

ルスに限らず様々なウイルスが原因となって症状が出現する感染症になります。 
 

予防と治療薬について 

抗ウイルス薬はウイルスの特徴的な構造や増殖す

る過程を標的としているため，標的となるウイルス

以外にはほとんど効果がありません。また，抗菌薬

（抗生物質）も細菌の構造や増える仕組みを標的と

しているため，ウイルスに対する効果を持っていま

せん。現在流行している新型コロナウイルスに対する治療薬やワクチ

ンは，開発や承認に向けた研究を行っている段階であり，全ての感染

者に対して治療薬を使用できるようになるまでには時間が必要となり

ます。治療薬が行き渡るまでは，各個人による感染予防のための対策

（手洗い・うがい）や心がけ（外出を控える・自身が感染源とならな

い）などが重要になります。厚生労働省のホームページなど正しい情

報を活用することで，自分自身だけでなく大切な家族や友人へ感染させないよう努め

ていきましょう。 



                          

   

   

   

 令和元年度末に退職されたみなさんから姶良病院での思い出

と，後に残る私たちへのエールを込めてご寄稿いただきました。 

当院の診療部門を支え，患者さんの早期の社会復帰へ向けた治療をはじめ，経営安定化

に向けてご尽力いただき，皆様方には感謝の気持ちでいっぱいです。 

また，公私ともに多くのご指導をいただきました。これまで，みなさんから教わったこ

とは，しっかりと次の世代に引き継いでいきます。 

新任地・退職後のさらなるご活躍を祈念いたします。              

                                      

                 事務長 小濵 吉秀 
  今回の定年退職に当たり挨拶をせよとの下命を受けましたの

で，命に従いたいと思います。当然ながら高尚な文章は書けませ

んので，悪しからずご了承ください。 
 私の県庁生活は，昭和５３年４月土木部監理課を振り出しに，

２度の離島勤務や単身赴任生活，教育庁への出向などを含め通算

１５の所属で勤務して，令和２年３月をもって定年を迎えるとい

うことになりました。 
 その中で，若い頃に保健福祉部県立病院課，終盤になって薩南

病院，２年の間をおいて北薩病院，引き続いて姶良病院と怒濤の病院事業攻撃にさらされ

て，４２年間の県庁生活の中で通算１０年間，４分の１近くが県立病院事業に携わるとい

うことになりました。 
 ご存じのように，我々事務職員は知事部局からの出向という形で県立病院事業に参加す

るわけですが，最初に県立病院課への異動が発表されたときは，周りから「１回病院事業

にいけば名簿に載って絶対２回目がある」と言われ，２回目の薩南病院への異動では「や

っぱりね，大分たったのに忘れてくれないね」と言われました。 
 ３回目の北薩病院への異動では「また病院ね，もう卒業したと思ってたのに」と言われ，

そのあと引き続き姶良病院へ異動が発表されたときは，ただただ笑われただけでした。 
 姶良病院での勤務は最後の２年間だけでしたが，実は県立病院課に勤務していた頃，姶

良病院の運動会に若手代表としてひとりぼっちで参加したことがあります。 
 当時は県立病院課に異動するまで姶良病院なる精神科病院があることさえ知らず，恐る

恐る参加しましたが，担当する作業療法士のきれいなお姉さんが優しく誘導してくれて，

おいしいと評判の弁当までいただいた覚えがあります。残念ながら何の競技に参加したの

かさっぱり思い出せませんが，まさか県庁生活の最後を姶良病院で迎えることになろうと

は夢にも思いませんでした。 
 私の県職員生活は，途中でいろいろ困難もあったはずですが，「しかめっ面をして仕事

をしない」「ヘラヘラして過ごす」のモットーのもと，なんとなくなんとかなって来たと

いうこともあり，不思議と楽しかった思い出ばかりです。 
 姶良病院での２年間も上司や同僚に恵まれ，自分で何かをするわけでもなく安穏に過ご

して参りました。当然期待に応えられなかったという忸怩たる思いはありますが，自分本



位で言うと面白おかしく過ごさせていただきました。 
 最後に，おそらく今回が県立病院事業からの正真正銘の卒業になると思います。これま

で関わってくださった医師や看護師の皆さん，コメディカルの皆さん，そして自分をサポ

ートしてくれた事務部門の皆さんなど全ての方々に感謝申し上げ，併せて病院事業のます

ますの発展をお祈りいたします。長い間本当にありがとうございました。 
   
                           

    「精神科看護師」           

副総看護師長 山田 誠 
 昭和 58 年に採用され当時の鹿児島保養院の 8 病棟に配属され

ました。民間病院の精神科に 5 年間勤務していましたが、勤務

してびっくりしたのは措置入院患者の多さでした。当時は「精

神衛生法」の時代で、社会復帰に向けた取り組みも行われてい

ましたが、地域社会の受け入れが、まだ十分とはいえない時代

でした。しかし、単に閉鎖的な病院というわけではなく、作業

療法として農作業、園芸、陶芸等、また病棟対抗のソフトボール、バレーボール、卓球な

どの活動も盛んに行われていました。8 病棟は現在と同じ、男子閉鎖病棟でしたが、抗精

神病薬服用量の多さ、タバコの自己管理、患者間のトラブルの多さにびっくりしたのも懐

かしいです。 
 そんな昭和の精神医療の中で、宇都宮病院事件が発生し大きな問題になりました。これ

をきっかけに人権、社会復帰促進の声が強まり「精神保健法」に改正され、知事の行政処

分による措置入院患者は徐々に減少し、一方で本人の同意による任意入院患者が増えてい

く平成の時代へ移り変わっていきました。 
 平成 5 年には障がい者福祉の要素が組み込まれ「精神保健福祉法」に改正され精神障が

い者の人権擁護がいっそう強化されました。ちょうどこの頃、病院改築が行われ、病院名

が県立姶良病院へと変わりました。姶良病院においては、人権に配慮した医療をしっかり

と提供できるように取り組んでいました。患者さんを“ちゃん”付けで呼んでいたのを変

えていったのもこの頃だったのかもしれません。 
 また、姶良病院では民間の精神病院では受け入れられない処遇困難患者等が増えていっ

た時期です。改築して 10 年後には 7 病棟、8 病棟にそれぞれ３床隔離室が増築されました。

この頃が、いちばん問題のある患者さんが集まっていたのかもしれません。この頃も 8 病

棟に勤務していましたが、自傷行為が激しい患者、暴力行為に至る患者さんも多かったで

す。今思えば隔離室すべて山畑院長が主治医ということもありました（笑）。 
 今は、多くの精神科治療薬が開発され、激しい患者さんが少なくなった気がしますが、

同時に副作用も少なくなりました。しかし、姶良病院は個人病院では困難な患者さんを受

け入れなければなりません。更に、措置入院、鑑定入院の受け入れ、移送などの業務を含

め、男性看護師の役割は重要であるため、自分なりに姶良病院における男性看護師の役割

を自覚して勤めてきたつもりです。 
男性看護師へは、より強い気持ちがあり、鹿児島県の精神科医療を担っていく病院の一員

として一人ひとりが自分自身の役割を考え行動し、より良い医療の提供を目指してほしい

です。 



 鹿児島県の精神医療の中核を担う病院で、さまざまな患者さんと出会い、さまざまな取

り組みを行い、大変な日々もありましたが、常に多くの仲間に支えられて定年まで勤務で

きたことが幸せで誇りです。ありがとうございました。 
 

  

「退職にあたり」 

副看護師長 田丸 世紀子 
昨年は、天皇の即位と大きな行事が施され、元号も令和と改

められ素晴らしい幕あけとなりましたが、暮れから新型コロナ

ウイルス感染とちまたに騒がれはじめまさか感染で政治経済ま

で及びこのような非常事態になるとは思ってもいませんでし

た。重症化すると死に至るケースもあり日本中、いや世界中が

今緊迫しています。2009 年に“感染列島”という人類が初めて

遭遇する感染症状の映画があり、医療も崩壊し病院職員は長い間家にも帰れず病院の中で

必死に感染と戦う映画がありいわゆるパンデミック状態です。やっと収束し夜が明けると

いう映画でした。あの映画を思い出し絶句しました。今は少しでも早く収束することを願

うのみです。 
個人的には、年があけ集大成の時期に入っていることを実感する日々でもありました。昭

和 58 年薩南病院が初任地で数々の病院に異動し最終地は姶良で迎えることになりました。

異動する度に外科、混合外科、循環器、脳外科、小児科、精神科とそれぞれの科で沢山の

方に指導して頂き学んできました。又いい仲間に恵まれ仕事は忙しくても“頑張るぞ”と

いう気持ちになりました。確かに異動は大変ですが、この経験は私にとって大切な財産だ

と思っています。初任地でお世話になった薩南時代の方々と今でも交流があり下は 50 代～

上は 80 代の年齢ですが皆さんバイタリティがあり、集まるとあの昭和の時代に戻り話が尽

きません。還暦を迎えた私もその日だけは 20 代に戻ります。（笑い）料理の話・子供・孫

の話・山登り・野菜を植えて皆さん人生をエンジョイしている姿を見ると人生楽しんでい

ると感じます。ある先輩がいつも言っていた言葉「ピンチをチャンスに変えて今を頑張っ

ていきましょう」確かにそうかもしれないと今はその言葉の深みを感じています。平成 24
年に姶良病院に異動し今回 2 回目です。初めて異動した際患者さんが、愛宕山が暗くなっ

たら“雨だよ”桜島の灰が姶良に降ってきたら明日は“雨だよ”と教えてくださり確かに

次の日は雨でした。そういう話から話が膨らんでいくものでした。特に姶良病院は県内の

精神科の中心を担い先端を走っています。そういう苦労がある中スタッフは常に尽力を尽

くしていると感じました。患者さんとの出会い、スタッフとの出会いに感謝いたします。

また、退職を迎えるにあたり人生の節目ができありがとうございました。 
 

PS 
布引の滝・愛宕山神社から下を見下ろす町並み・・素敵な光景ですよ。右手には錦江湾、

眼下に重富、姶良病院のとんがり屋根のオレンジ、帖佐、加治木・左奥には姶良ニュータ

ウン等見えます。皆様一度は足を運び滝の香り・美味しい空気を吸いながら眼下するのも

いいですよ。いつかぜひ！！ 
 



県立姶良病院「もの忘れ外来(予約制)」のご案内        

１ 目的 

もの忘れでお困りの方、家族からもの忘れが病気ではないかと心配されている方等を 

対象に、医師による診療や専門職員による相談を行い、かかりつけ医へ紹介するなど、 

本人・ご家族の支援を目的として実施するものです。 

２ 実施内容                               

・毎週水曜日午後 1 時～  完全予約制（１日２名まで） 

・事前に郵送します問診票を記入いただき、当日は詳しい聞き取りや検査（採血、頭部 CT

等）の後、医師による診察があります。 

３ 費用（例）  * 医師の指示による検査内容で異なります。 

 ・一般（3割）約 7,500～9,000 円 ・後期高齢者 [75 歳以上]（１割）約 2,500～3,000 円 

         <相談・予約窓口> 地域医療連携室 TEL0995-65-3138 

 

 

 

 

 

第 16 回日本司法精神医学会大会の延期について 

 
第 16回日本司法精神医学会大会につきましては，令和 2年 6月 5日（金）～6 日（土）（場所：

かごしま県民交流センター）に開催を予定しておりましたが，新型コロナウイルスの感染拡大を

踏まえ，11 月 12 日（木）～13 日（金）（場所：調整中）に延期することといたしました。 

当面，予断の許さない状況が続くことが想定されますが，引き続き開催に向けて準備を進めて

まいります。 

大会内容の変更等につきましては，大会ホームページ（https://shihou16-kagoshima.jp）にお

いて順次お知らせいたします。 

最後になりますが，新型コロナウイルスに罹患された皆様をはじめ，影響を受けられている全

ての皆様方に，心よりお見舞いを申し上げますとともに，一日も早い収束をお祈りいたします。 

 

第 16 回日本司法精神医学会大会 会長（県立姶良病院 院長） 山 畑 良 蔵 

日本司法精神医学会 理事長   五十嵐 禎人 

 

https://shihou16-kagoshima.jp


病院の理念 

『やすらぎと幸せを』 
 

 病院の基本方針 

  １ 本県における精神科医療の基幹病院としての役割を果たします。 

  ２ 患者さんの安全と人権に配慮したチーム医療を提供し，早期の地域移行・地域定着を目

指します。 

  ３ 自己研鑽に努めるとともに，医療従事者の研修の場としての役割を果たし，精神科医療 

水準の向上を目指します。 

  ４ 公共性を確保するとともに，効率的な病院経営を行い経営安定化を目指します。 

 

 患者憲章 

  １ 患者さんは，だれでも一人の人間として尊重され，どのような病気にかかった場合でも，

良質な医療を公平に受ける権利があります。 

  ２ 患者さんは，病気や治療方針などについて，理解しやすい言葉や方法で説明を受ける権

利があります。また，他の医療機関の医師の意見（セカンドオピニオン）を求める権利

があります。 

  ３ 医療の課程で得られた患者さんの個人情報は守られます。 

  ４ 患者さんは，研究途上にある治療を受ける場合は，前もって治療内容について十分な説

明を受ける権利があります。 

  ５ 患者さんは，病院内の他の患者さんの治療に支障を与えないよう配慮する責務がありま

す。 

 

 

 

姶良病院 
マスコットキャラクター 


