
 
 

何事もバランスが大切 

総看護師長 田畑 知子 

  

ここ数年右肩上がりに体重増加がみられていた私は、昨年の人間

ドックで「去年まではメタボ予備軍でしたが、ついに今年は正真正

銘のメタボ仲間入りです。」と告げられた。あまりにもきっぱりと笑

顔で宣言されたため、思わず「ありがとうございます。」と応えてし

まった･･･。しかし、現実に気づき、その日 1 日だけは何とかせね

ばと心に誓う。 
しばらくして、椅子代わりにいつもバランスボールに座っている

医局の T 先生から「バランスボールもう 1 個持っていますよ。」と

声をかけられた。T 先生は「こう見えて僕はインナーマッスルバキ

バキですよ。」とぽっちゃりめの身体を揺すって笑った。その日早速

バランスボールを拝借して部屋に持ち帰り、晩ご飯の後に座ってテ

レビを見ながらゆらゆら揺れているとなかなか快適至極。これはいけるかもしれないと一人ニヤつい

た。 
ところが、何日たっても唯々ご飯が美味しいだけで一向に効果は現れず、ある日 T 先生にぼやいて

みた。「毎晩ご飯の後テレビを見ながらバランスボールに座っているんですけどねえ、ビールを飲みな

がら･･･。」T 先生はすかさず「あぁ、IN がオーバーですね。」と無表情で応えた。そうなのです。わ

かっているのです。わかってはいるけれど、そこを何とかなりませんか？ 
 

 そうです、何事もバランスが大切･･･。IN（摂取カロリー）と OUT（消費カロリー）のバランス、

強弱のバランス、静と動のバランス、緩急のバランス、厳しさと優しさのバランス、集中と休息のバ

ランス、バランスって難しい。難しいけれどとても大切な事だ。バランス感覚の良い人って憧れる。 
 仕事をする上でのバランスも沢山ある。バランスの良い働き方、「働き方改革」もその一つなのだろ

う。仕事の質向上に向けてそれぞれがモチベーションを維持しつつ、プライベートも充実した毎日。

そうなるためにどのような支援が必要なのか毎日頭を悩ませている。 
 
今年の人間ドックは、昨年の成績を何とか維持。しかし「１グラムも１ミリも減っていませんね。」

と一言でバッサリ切られた。意志薄弱な自分を責めつつも、「だって仕方ないじゃない。」と自分を

甘やかす自分がすぐに顔を覗かせる。あぁ、バランスが悪いな。自分を甘やかす自分の勢いが強すぎ

る。 



 

 
    

 

インフルエンザの予防と治療について 

 

朝夕が涼しくなり夏の終わりを感じる季節になりました。これから，夏から冬へ向

けて少しずつ気温が下がり，乾燥も進んでいきますが，反対に南半球は冬が和らいで

いく季節となります。 

現在，ラグビーワールドカップが日本で開催され，世界中のラグビーファンが試合

観戦のために来日し，観光と併せて日本を満喫しています。ラグビー強豪国は南半球

にも多く，その南半球は今の時期がインフルエンザの流行時期となっています。 

今年は，インフルエンザ流行の出現が早く，こうした訪日客を介した感染も一因と

考えられています。今後，インフルエンザへの感染や流行を防ぐため，自分でも出来

る予防策と感染後に周囲に広めないための注意点を確認しておきましょう。 

 

自己防衛策について 

低温で乾燥した状態は，呼吸器の粘膜が傷つきやすくウイルス

が侵入しやすい状態になっています。さらに，咳やくしゃみの飛

沫も長く空中に漂っていることから，ウイルスに接触する頻度が

高まり，寒冷乾燥の環境は，インフルエンザウイルスにとって感

染を起こしやすい状況と言えます。 

流行時期は，人混みを避け，帰宅後は手洗い・うがいで付着し

たウイルスを落とすことが重要です。また，適度な温度・湿度を保つこと，免疫力を

維持するため体力の低下を防ぐことも大切です。加えて，高齢者

や乳幼児，基礎疾患のある方，さらに感染者と接触する可能性が

ある方は，予防接種を受けることもお勧めします。予防接種は，

接種後から２週間ほど経過してからウイルスに対する免疫機能が

準備されるため，インフルエンザの流行前に接種しておくことで

最も効果的になります。ただし，予防接種は感染を完全に防御出

来るものではないため，流行中も手洗い・うがいを継続して自己

防衛策を続けていく必要があります。 

 
インフルエンザにかかったら 

インフルエンザに感染すると，呼吸器の症状，高熱などの

感冒様症状と頭や関節の痛みなどの全身症状が現れます。イ

ンフルエンザが疑われる場合は，医療機関を受診し，治療薬

を服用し，十分な栄養と休養をとり，回復に努めてください。 
予防接種を受けている場合，感染しても症状が弱く自覚し

にくいことがあります。動けるからといって，外出をしてし

まうと，感染拡大の原因にもなりますので，自宅等で安静にするよう心がけてくださ

い。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

敬老会が行われました！ 

９月１９日の木曜日、視聴覚室にて敬老会が開催されました。 

今年の敬老者は 3８名。その中で２０名の方が出席し、見学者も合わせると２６名の参

加となりました。 

 昨年に続き今年も、ボランティアとして歌声や楽器演奏を披露していらっしゃるおー

ちゃんずのお二人にお越しいただき、素晴らしい演奏を披露して頂きました。 

 おーちゃんずのお二人の息の合った演奏や伸びやかな歌声に皆が笑顔で聴き入り、そ

の華やかな音色に会場が包み込まれ、スタッフも敬老者も全員が明るく気持ちの良い時

間を過ごせた敬老会となりました。 

 

グラウンドゴルフを紹介します！ 

グラウンドゴルフは屋外の広いグラウンドを使い行う活動です。本活動は、体を動かすこと

に加えて外の空気を吸いながらのびのびと活動ができ、季節の変化を目や肌で感じられること

が魅力です。また、毎回同じ活動ではなく月に一度「トロフィー戦」といって優勝トロフィー

をかけた試合も行っています。 

参加者のみなさんは、トロフィー戦での優勝を目指して毎回練習に励んだり外に出て気分転

換を図ったりと、それぞれの目的に合わせて楽しく活動しています。 

 



デイケア活動報告
令和元年No.2

イベント
デイケア夏祭り！

勉強会
『熱中症対策 について」

お月見団子づくり

(調理)

外来に作品を飾っています！

花瓶づくり(クラフト)

現在の登録者数 ：83名
月間利用者数 ：62名
１日平均利用者数：18.6名
治療Ｍ参加者 ：2名/16名
院内患者受入数 ：20名/月

令和元年９月末時点

イベント(10月30日)
ハロウィンパーティー

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。

当院のデイケアでは、外来患者様だけでなく、入院中の患者様の見学・
体験受け入れを行っており、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
引き続き 取り組んでいきたいと思います。

デイケア農園に種、苗を植えました！
だいこん、サンチュ、サニーレタス、ブロッコリーなど

プログラム紹介(一部)

ＳＳＴ 第2・4金曜日

就労準備プログラム 第1・3金曜日

健康体操 週2回程度

調理 月2回程度

その他、スポーツ、クラフト作成、勉強会、園芸、カラオケなど

日本デイケア学会の研修に参加しました！

9月14日～15日
第24回年次大会 札幌大会
(医師1名、スタッフ2名)



～リレー随筆～ 
台風 19号でよみがえる災害の思い出 

１病棟 Ｓ 

最近の悪天候による悲惨な報道を見て驚きを隠せず，非力で何もできない悔しさ

に心を痛めています。鹿児島も過去に重大な災害がありました。私が 25 年前に経

験した「ハチロク水害」です。当時はとてつもない豪雨により竜ヶ水のがけ崩れが

発生し，多くの尊き人命が失われました。強い突風で電柱がバタバタと薙ぎ倒され，

様々な場所で停電が発生しました。停電は 1週間程度持続し，普段の生活がどれだ

け恵まれているのかを実感しました。復旧に向けて九州各地から応援を頂き，災害

復旧作業支援と書かれた車を町でよく目にしたことを覚えています。 

今回の台風 19 号で被災された地域の方々も「ハチロク水害」で私が感じたよう

な悲痛な思いを抱えているのではないでしょうか。災害はできることなら避けたい

ですが，何処にいても誰にでも起こりうる可能性があります。そのためにも普段か

ら災害バックを備えてみませんか。 

                    
 
 

～消防訓練（昼間）を実施しました～ 
去る 10月７日（月）に，令和元年度第１回消防訓練を実施しました。 

主な内容は，通報訓練，避難誘導訓練，消火訓練で，姶良市消防本部姶良分遣所

の隊員の皆様にもご協力をいただき，概ね滞りなく終了することができました。 

今年度も，全国各地で，台風など異常気象に伴う被災が発生していますが，常日

頃から，防災の意識を持って行動していきたいと思います。 

 
 



平成２６年度から開催しています「こころの健康講座」は第６回目となりました。 

今年度のテーマは「発達障害について理解を深めよう」で、子どもの発達障害、大人の 

発達障害、発達障害関連のグループ支援という内容で開催したところ多くの方にご参加

頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

開催日 令和元年８月３日（土）１３：３０～１６：３０ 

場 所 姶良市加音ホール （姶良市加治木町木田 5348-185） 

参加者 ２６０名 (姶良市、霧島市、その他県内各地から関係者、一般住民が参加 ) 

内 容 １、DVD 放映「最近の進化した姶良病院！」 

    ２、講演 A「子どもの発達障害について」 

      講師：鹿児島県中央児童相談所 吉田 厳 先生 

    ３，講演 B「大人の発達障害について」 

講師：県立姶良病院 山畑 良蔵 院長 

    ４，講演 C「発達障害関連のグループ支援について」 

        講師：メンタルケア研究所・コラソン 千石 久美子先生 

～～参加者からの感想～～ 

・発達障害はその人の特性として対応する。全ての人が得意、不得意を持って生きているとわかった。 

・相手を理解することが最も大切である事が理解できた。 

・大人の発達障害を初めて知った。うつ病だと思っていた。 

・3 人の先生方が,ユーモアたっぷりで楽しく,もっと聞きたかった。 

アンケート集計結果（回収率 66.9％） 

第６回 こころの健康講座を開催しました 
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鹿児島県立姶良病院における 

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～ １日２名までで、完全予約制です。 

・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、 

頭部等 CT 等）の後、医師による診察があります。 

 

３ 費用（例） 

 ・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 

 

＊ 医師の指示による検査内容で異なります。 

  
【相談・予約窓口】 

〒899-5652 

鹿児島県姶良市平松６０６７ 

   鹿児島県立姶良病院 地域医療連携室 

        TEL ０９９５－６５－３１３８ 

        FAX ０９９５－６５－８０３８ 



消費税率の改定に伴う文書料などの変更について

来る令和元年１０月１日から消費税率が１０％に引き上げられます。
これに伴いまして，当院で発行する文書の料金なども下記のとおり変更することになり

ますので，お知らせします。

記

１ 文書料（１通につき）

文書の種類 現在の料金 新 料 金 変更額

普 通 診 断 書 １，９９０円 ２，０２０円 ＋３０円

死 亡 診 断 書 ２，７９０円 ２，８４０円 ＋５０円

健 康 診 断 書 １，９９０円 ２，０２０円 ＋３０円

特 別 診 断 書 ４，３００円 ４，３７０円 ＋７０円

普 通 証 明 書 １，６６０円 １，６９０円 ＋３０円

特 別 証 明 書 ３，８３０円 ３，９００円 ＋７０円

死 体 検 案 書 ４，３６０円 ４，４４０円 ＋８０円

自立支援法に係る診
３，９８０円 ４，０４０円 ＋６０円

断書及び協力料
診療記録等の写しの １枚につき １枚につき

据え置き
交付料 １０円 １０円
レントゲンフィルム １枚につき １枚につき

＋１００円
等の写しの交付料 １，０００円 １，１００円

２ その他
(1) 自費診療料について

健康診断や保険証をご呈示いただかなかった場合の自費診療については，診療報
酬点数表から算出した額に加算する消費税率が８％から１０％に変更になります。

(2) 使用料などについて
施設使用料などについては，消費税が含まれており，その率が８％から１０％に

変更されるため引き上げになります。（地域交流センターの使用料は据え置き）

３ 適用の期日
令和元年１０月１日（火）から
※文書料は受付時の前払いのため，同日受付分から料金が変わります。

令和元年８月 県立姶良病院長





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。 

 

 

 

県立姶良病院 

 

〒899-5652 

  鹿児島県姶良市平松６０６７ 

電話：0995-65-3138 

FAX：0995-65-8044 

   ホームページアドレス 
URL  http://hospital.pref.kagoshima.jp/aira/ 

http://hospital.pref.kagoshima.jp/aira/

