
「そのうちやろう、いつかやろう」・・・ 

総看護師長 田畑 知子 

極暑であった今年の夏がつい先日のようだったのに、いつの間に

か「今朝は冷えたね。」の挨拶が恒例になってしまった今日この頃で

あります。

思い起こすと子どもの頃の 1 日は、遊びや授業をとおして様々な

発見や驚きがあり、充実した楽しくて長い 1 日でした。ましてや 1
年先のことなんて遙か遠い未来の様に感じていました。それなのに

今では、あっという間に 1 日が過ぎ、1 週間が過ぎ、1 ヶ月が過ぎ、

1 年が終わる･･･。季節の移ろいをとても早いなと感じ、焦りながら

仕事をしているのは、やはり歳をとった証拠なのでしょうか。

そんな自分とは裏腹に、いつもノホホンと構えている娘が久しぶりに帰省した折、「ちゃんと勉強し

ないと後で苦労するのよ。」なんて言わずもがなのことを言いますと、「あのね、知ってる？大学生活

は人生の夏休みって言われているのよ。」こんな言葉が返ってきました。

「ああ、そうですか。」としか返せなかった母親の私です。

確かに自分の学生時代を振り返ってみると、たっぷり時間があってやりたいことも沢山あって･･･

という気がしていました。しかし「そのうちやろう、いつかやろう。」で過ぎていった様な気がします。

結局成し遂げられたことはあったのかと聞かれると、「うーん･･･。」とうなってしまいます。しかし、

子どもや学生にはたっぷり時間があって、大人の自分達には時間がないわけではありません。時間は

みんなに平等に与えられています。その時間をどのように過ごしていくのかが大切なことなのでしょ

う。結局、私同様我が娘も、過ぎてみないと時間の大切さには気づかないのかも知れません。

さて、県立病院看護部では、「将来の自分、なりたい自分」をイメージし、目標に向かって進んでい

けるよう「目標管理」システムを早くから導入しています。互いに目標を確認しあいながら一歩一歩

進んでいけるよう、「そのうちやろう、いつかやろう。」で過ぎていってしまわないためには、本人の

意識とサポート体制が重要と考えます。

「光陰矢の如し」。日々の業務にあくせくしてばかりの毎日ですが、与えられた時間をどのように過

ごすのか、今また改めて自分も考えてみようと思います。



活動報告  ６病棟

男女混合開放病棟の６病棟です。活動報告をさせて頂きます。

６病棟では、季節ごとの行事に力を入れ季節感を味わうことにより、患者

のさまざまなストレスの軽減や気分転換につながる様援助しています。

普段から行っているリハビリ活動に加え、春は花見、夏はそうめん流し、

冬はクリスマス会などを行い、病院に入院している中でも四季の変化が感

じられるよう努めています。

今回は８月に行ったそうめん流しについてご紹介させていただきます。

毎年の恒例行事となっており、夏場になってくるとそうめん流しを楽しみ

にしている患者からの声も多くなり、いつするのかの確認をされることも

しばしばです。

今回のそうめん流しでは本格的に竹を切ってきておこなったため、評判も

かなり良かったです。また、すいかわりも行いうまく叩けた際には歓声が

あがるなどとても盛り上がりました。

普段はあまりリハビリ活動に参加されない方も沢山参加されたり、他患と

の交流の少ない患者もいっしょに話しながら参加出来たりと病棟内の雰

囲気が良くなったり、患者・看護師間の信頼関係の構築にも繋がりました。

リハビリ活動への参加意欲がでたり、ストレス解消になったりと有意義な

時間が過ごせたので今後もこのような活動を積極的に行なっていきたい

と思います。



薬局情報 

～インフルエンザワクチン～ 

はじめに 

最近は、一年を通してインフルエンザの発生報告がありますが、例年 12 月～3 月が流行

シーズンとなります。インフルエンザは，まずはかからないようにすることが一番です。

そのためには，

① 手洗いの励行

② 予防接種（ワクチン）を受ける

③ 流行地への外出を控える

④ 十分な休養と栄養を摂る   などの感染予防を心がけることが大切です。

インフルエンザワクチンとは 

インフルエンザワクチン（以下、「ワクチン」）の目的は、「インフルエンザの重症化を予

防する」ことにあります。ちなみに「ワクチンを接種すれば絶対にかからない」というも

のではなく、インフルエンザの「発症」や「重症化」をある程度抑えるものです。

平成 11 年度 厚生労働科学研究費補助金 新興・再興感染症研究事業「インフルエンザワクチンの

効果に関する研究」の報告では、65 歳以上の健常な高齢者については、約 45％の発病を阻止し、

約 80％の死亡を阻止する効果があったとされています。

インフルエンザの接種 

インフルエンザワクチンは接種時の年齢によって、受ける回数が異なります。

年  齢 接種回数・間隔

生後 6 ヶ月～13 歳未満 2 回（2～4 週間の間隔）

13 歳以上 原則 1 回

※一部のインフルエンザワクチンは 1 歳以上とされている場合もあり

インフルエンザワクチンが有効な期間 

ワクチンを接種してから抗体ができるまで 1～3 週間程度かかるため、インフルエンザが

流行する前に接種を終わらせるようにしましょう。

インフルエンザワクチンの効果は、個人差もありますが、接種後半年くらいまでとされ

ています。また、インフルエンザウイルスは毎年のように変異するため、予防には毎年の

接種をおすすめします。

インフルエンザの予防接種を予定されている方は、かかりつけの病院や近隣の病院に問い

合わせなどをしましょう（なお、当院では外来患者に対する予防接種は行っていません）。



9月からリハビリテーション科にて臨時的任用職員として働かせていただいていま

す、作業療法技師の領木美咲です。 

主に、6病棟を担当させていただいております。不慣れなことも多く、皆様にはい

ろいろとご迷惑をおかけするかと思いますが、早く仕事を覚えられるように頑張りま

す。毎日、笑顔で頑張りたいと思いますのでよろしくお願いします。 

入職して 

敬老会が行われました！

９月２０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 3３名。その中で１８名の方が出席し、見学者も合わせると４１名の参

加となりました。 

 今年は、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。 



７月

８月 カラオケ大会を行い、楽しいひ
とときを過ごしました！！ グランドゴルフ大会、トラン

プ大会を行いました！！

貯筋運動が始まりました！！

平成30年度、7月か
ら9月までの活動の
様子紹介いたします。

お知らせ

8月からデイケアの新しい活動として、貯
筋運動が始まりました。これまで行ってい
た健康体操と並行しながら、下肢の筋力
や腹筋の力をつけていきます。利用者さん
の中には、「簡単な運動だけど、実際に
やってみれば、かなりきついですね。」とい
う声もあり、とスタッフも一緒にみんなで取
り組んでいます。

すいか割は気
分がすっきり
すなあ!(^^)!

９月

上位入賞
おめでと
うござい
ます！！

そうめん流し、
夏祭りしました！！



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 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る。

＊ 相談・予約窓口

   鹿児島県立姶良病院 地域医療連携室

   鹿児島県姶良市平松６０６７

     電話 ０９９５－６５－３１３８

FAX ０９９５－６５－８０３８



待合室は病院の顔 

                 ～ここちよい場所として～ 

外来 内園・佐藤  

 私たち外来スタッフは、少しでも快適な待ち時間を過ごせるように、常に改善を心がけています。しかし、

どうしてもお待ちいただかなければいけない場合もあります。 

そこで今回患者様が少しでも待つことへの苦痛を軽減するために、待合室の工夫をしました。 

改善したスペースを利用し、訪問看護やデイケアの案内、デイケア・外来通院患者様の作品も展示してい

ます。 

七夕飾り         コスモス

待合室は患者様を最初にお迎えする「病院の顔」。 

これからも患者様が待ち時間を苦痛なく安心して 

過ごせる空間を提供していきたいです。 

「季節を感じられて 

ステキ！」と好評です 

訪問看護

案内 



DPAT について

当院は，平成 30 年 2 月 6 日付けで， 鹿児島県災害派遣精神医療チーム（DPAT）登録病院の指定

を受け，鹿児島県との間で「鹿児島県災害派遣精神医療チームの派遣に関する協定」を締結しました。

平成 30 年 10 月現在， DPAT 先遣隊を 2 チーム登録しています。

三反園訓知事（写真中央）から DPAT 登録病院

指定証を受け取った山畑良蔵院長（写真左）

（写真右は，鹿児島大学病院の夏越祥次院長）

◎ DPAT とは

自然災害や航空機・列車事故，犯罪事件などの大規模災害の被災者及び支援者に対し，精神科医

療及び精神保健活動の支援を行うための専門的なチームです。

◎ 構成員（1 チーム当たり）

精神保健指定医 1 名，精神科看護師 1 名，業務調整員（精神保健福祉士）1 名  計 3 名

◎ 活動内容

保健師等チーム，医療救護班と連携し，精神科

医療の提供，支援者支援，普及啓発等を行うほか，

必要に応じて，避難所の巡回，仮設住宅の訪問を

実施します。



当院が開催病院事務局となって，平成３０年８月２９日（水）

から３１日（木）まで，鹿児島市の「SHIROYAMA HOTEL 

kagoshima（旧城山観光ホテル）」において，「全国自治体病院協

議会 精神科特別部会 第５６回総会・研修会」を開催しました。 

台風シーズン真っ只中の時期で，天候の心配もありましたが，

当日は晴天に恵まれ，全国各地から４３施設，２１０名の方にご

参加いただきました。 

第５６回の総会・研修会は、「自治体立病院精神科“維新”～過

去を学び未来へつなぐ～」を総合テーマといたしました。 

開会式は，(公社)全国自治体病院協議会

の中島豊爾副会長のご挨拶で始まり，三

反園訓鹿児島県知事，鹿児島大学大学院 

医歯学総合研究科長の佐野輝先生よりお

祝いの言葉を頂戴いたしました。 

初日は，特別講演Ⅰとして、ＤＰＡＴ事務局

の渡路子先生をお招きして「災害拠点精神科病

院について」と題してお話をいただきました。

その後，合同シンポジウムⅠ「大規模災害時精

神医療」を開催しました。 



  二日目は，職種ごとの各部会と特別講演Ⅱ，

Ⅲを開催しました。 

特別講演Ⅱでは，厚生労働省援護局障害保健

福祉部精神・障害保健課の得津馨課長に「最近

の精神保健福祉施策の動向」と題して講演いた

だきました。 

また、特別講演Ⅲで、ＮＰＯ法人まちづくり

地域フォーラム・かごしま探検の会代表理事の

東川隆太郎先生に「鹿児島の魅力と明治維新１

５０年」と題して、鹿児島の風土や人の魅力に

ついてお話ししていただきました。 

 三日目には、合同シンポジウムⅡ「隔離・拘

束等患者の人権」を開きました。南日本新聞社

の豊島浩一編集委員に「外から見た精神科病院

～隔離・拘束を考える」と題して、精神科医療

関係者以外の住民の視点から、ご意見をいただ

き，その後、４人のシンポジストに精神科病院

や総合病院での行動制限最小化への取り組みに

ついてご発言をいただきました。 

いずれの講演も大変盛況で，また，各シンポジ

ウムでは多くの熱心な議論がかわされました。 

大会後のアンケートでは，ご参加いただい

た皆様から，多くの暖かいお言葉を頂きまし

た。 

これを機に，また，鹿児島に来ていただけ

れば幸いです。 

最後になりますが，今回の開催にあたり，

講師，シンポジストの皆様，ホテルスタッフ

など，多くの方々にご協力を頂きました。本

当にありがとうございました。 



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/ 


