
 
 

姶 良 病 院 の 活 動 報 告 

院長 山畑良蔵 

 

平成３０年度の姶良病院の活動及び現況についてご報告させて
いただきます。 
当院は、平成３０年２月６日付けで鹿児島大学病院とともに鹿

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１６年１０月２３日の中越地
震では新潟県長岡市に鹿児島県の保健師とともに４週間で４チー
ム、平成２３年３月１１日の東日本大震災では鹿児島県及び市町
村の保健師等と共に、宮城県女川町に３月２３日から７月１日ま

で、当院の精神科医と看護師を「こころの医療チーム」として２０チーム派遣しました。 
また、熊本地震では、平成２８年４月１６日の本震直後から当院の医師と看護師、連絡調

整員で構成する DPAT を１１チーム派遣しました。熊本地震では鹿児島県 DPAT は正式には発
足していなかったために装備などの不足がみられましたが、今回の正式登録に伴い装備の充
実と派遣職員の研修を本格化することができました。平成３０年度になり統括者研修や宮崎
県での災害派遣訓練などに参加するとともに、県内の DPAT の研修や訓練も始まっています。 
近年、従来の地震だけではなく、津波、大雨、洪水、火山噴火など多様な形の災害が連続

し、それぞれの災害で援助チームに要求される能力も変わり、研修や訓練、災害時の受援体
制などが必要となっています。鹿児島県は火山が多く活動も活発であり、支援訓練とともに
災害時の受け入れ態勢などの整備も必要です。今後、さらに災害時の総合的な体制整備を進
めていきたいと考えています。 
 平成３０年８月２９日から３１日まで、当院が開催病院事務局となって、「SHIROYAMA HOTEL 
Kagoshima」で「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。当院のような都道府県立精神科病院は、精神保健福祉法で設置が義務付けられてい
ます。「全国自治体病院協議会 精神科特別部会」は、都道府県立精神科病院と自治体立総
合病院の精神科を主体に組織化され、年に一回３日間にわたり研修会を開催しています。平
成３０年は、鹿児島県にとって明治維新１５０周年関連の記念行事が多く開催され、大河ド
ラマ「西郷どん」の放送もあるなど節目の年であり、この時期に「平成」最後の開催となる
総会・研修会を開催させていただき、関係者の皆様に深く感謝しています。 （次ﾍﾟｰｼﾞへ） 
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総会・研修会には県外から４３施設、２１０名の自治体病院精神科の院長・医師、看護師
等の関連職種の方々に参加していただきました。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～」を総合テーマとして、特別講演・シンポジ
ウム等で活発な議論がなされました。二日目に開催した懇親会にも１４０名以上の皆様に参
加していただき、多くの情報交換ができたものと思っています。 
 姶良病院では、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」を毎年開催してきました。 
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」において開
催しました。毎年地域住民の方々の参加者が増え、平成２９年度には約１６０名の住民の方
々に参加していただきました。平成３０年度は、鹿児島県精神保健福祉協議会と共催するこ
とになり、平成３１年２月９日に同ホールにおいて「アルコール健康障害について理解を深
めよう」をテーマに開催し、約２００名の地域住民の方々に参加していただき、アルコール
関連問題への関心の高さがうかがえました。平成３１年度は、「発達障害」関連の話題をメ
インテーマに開催する予定ですので、ぜひ多くの皆様に参加していただきたいと考えていま
す。 
 当院は、平成４年に全面的に新築して以来、２５年以上が経過し建物が老朽化するなど、
病棟機能や外来など近年の精神科医療の水準に達していない設備が目立ってきました。救急
病棟を増改築するなど機能面の充実を図ってきましたが、さらに病棟再編を進め、近年増加
して来た児童思春期や老年期など全世代に渡って、メンタルヘルスからあらゆる病態の「こ
ころの疾患」まで幅広く精神科医療を提供できるように、診療面の能力を高めるとともに個
室の増築や病棟の改装を着実に行っていきたいと考えています。 
県立病院局では、平成２９年３月に、平成２９年度からの５カ年間を計画期間とする「第

二次中期事業計画」を策定し、県立病院事業改革基本方針の基本的考え方や県地域医療構想
などを踏まえ、県立病院としての役割を明確にし、医療機能の充実強化や更なる経営の安定
化を目指しています。 
当院は、経営的には平成１７年度に資金収支・経常収支の黒字化を図り、平成２１年度末

には内部留保金を持てるようになって当面の危機的状況を回避し、以後も連続して黒字を続
けてきました。平成２９年度決算において、長年の懸案であった累積債務の解消を図り剰余
金を計上することができ、今後の精神科医療に対応できるスタートラインに立てたと考えて
います。平成３０年度決算においても、資金収支・経常収支の黒字を達成することが出来ま
したので、今後さらに、「こころの健康」関連の機能充実に取り組み「公共性」と「経済性
」の両立を図って行く必要があると考えています。 
今後とも、姶良病院の診療活動にご協力とご支援をよろしくお願い致します。 



３病棟活動報告 
 

3病棟の活動報告をさせて頂きます。 

3病棟は男子閉鎖病棟で、病院の中では南側に位置し、南を眺めると桜島を観察でき、日

中の噴火状況は一目瞭然です。病

棟内は絵画や貼り絵、カジキマグ

ロの彫り絵に彩られた明るい雰囲

気を持つ病棟となっています。患

者様は若い方から高齢者まで幅広

い年齢層の患者様が入院されてお

り、個別的な看護の提供や多職種

と連携を取りながら社会復帰に向

けての退院支援を行っています。  

 入院患者様は閉鎖病棟における様々な制限や慣れない環境、人間関係によるストレスを

日々感じていると思います。私達は少しでも患者様のストレスが軽減出来るように様々な

取り組みを行っています。患者様の協力のもと、正月には紅白の置物を飾り、春には桜、

七夕には笹を飾って短冊に願いを込めてもらい、冬にはクリスマスツリーを飾ります。時

間の流れ、季節の巡りを感じ取れる様な空間を整え、季節感を味わって頂けたらと思って

います。 

 3病棟の活動で人気なのがクリスマス会です。「今年は何があるの？」｢誰が来るの？｣と

12月前から患者様から期待を寄せる声が

上がります。その声に応えるべく病棟スタ

ッフ、OTスタッフも総力を上げて企画し

ます。毎年、クリスマス会の反響は大きく，

患者様のストレス発散に貢献できている

と思っています。 

 これからも行事、活動を計画、実施しや

すらぎと幸せを感じてもらいストレスの

解消、社会復帰に繋げていきたいと思いま

す。 

  



 

 
    

薬物乱用防止について 

 

春は，進学や就職などをきっかけに生活環境が大きく変化する
季節です。慣れない生活リズムの中で頑張っている内に,ささいなきっかけから薬物乱
用に陥る場合もありますのでご注意ください。 
 

薬物乱用とは 
本来，病気などの治療に使う医薬品を治療目的以外で使用したり，医薬品でない薬

物を不正に使用したりすることを薬物乱用といいます。例えば，不眠症でないのに酩
酊感を味わうために睡眠薬を使用したり，快楽を得るためにシンナーを吸引したりす
ることです。このような不正使用は，たとえ一回使用しただけでも乱用にあたります。 
 
大麻（マリファナ）とは 
近年，「大麻は安全で無害だ。」，「海外での使用は合法だ。」といった誤った情報が広

がり，大麻に関する検挙者数は増加する傾向にあります。 
大麻の使用は，脳の知的機能や記憶の形成を司る部位に影響を及ぼすことで，一時

的に「感覚が研ぎ澄まされる。」，「リラックスできる。」といった錯覚を引き起こしま
す。そのため，脳・神経系が発達段階にある青少年期に使用してしまうと，やる気の
低下，記憶障害，学習能力の低下など重大な影響を引き起こします。 
  
薬物乱用防止について 
 法律を破っていないと謳っているものでも危険なも
のはたくさんあります。薬物は１回だけと思って始め
た人も，薬物の「依存性」と「耐性」によって薬物を
使う量がどんどん増え，自分の意志ではやめることが
できなくなります。薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」。
自分を守るためにも使用しないように心がけましょう。 
 
 
 
 

相談窓口 電話番号 
鹿児島県保健福祉部薬務課 099-286-2804 
鹿児島県警察本部ヤングテレホン 099-252-7867 
企業暴力・けん銃・薬物相談 099-255-0110 
鹿児島県精神保健福祉センター 
（予約制・毎月第 3木曜） 

099-218-4755 

 

もしも薬物で困った時は 
ひとりで悩まず相談しましょう 

 
 
 
 
 
 

その他、最寄りの保健所・警察署でも 
相談に応じています 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成 29 年４月から当院の訪問看護に作業療法士と精神保健福祉士が同行していま
す。当院の訪問看護はご自宅やグループホームなど皆様が生活されている場所にスタ
ッフ 2名が伺い，生活の困りごとや悩みごとの相談などを受けております。 
作業療法士からは，運動の提案などリハビリ的な内容はもちろんですが，生活の中

で楽しみを見つけたり，得意分野を伸ばしたりするお手伝いをさせていただいており
ます。1 回の利用時間が 30 分から 1 時間程度と限られた時間となりますが，皆様が
自分らしい地域生活を送るためのお手伝いをさせてください！ 
なお，訪問看護ご利用のご相談は，外来窓口や主治医へご相談ください。 

2月 21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”とはどのようなプログラムなのか簡単にご紹介
いたします。２ヶ月に１回のペースで各テーマに沿って講師がお話をする“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～一歩ずつ自分らしく～」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，当院に通院されている御 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，入院中のことや、入院中の治療で退院後に役立ったこと，退院後の生

活で心がけていること，つらい時の対処法など様々な内容で大変わかりやすくお話して
いただきました。 
特に退院後の生活で大切なことは薬の服用や規則正しい生活などはもちろんですが，

生活の中に楽しみを取り入れながら生活のリズムを作ったり，夢や目標などを持ちなが
ら生活を送ったりすることが大切であるとお話をいただきました。 
 参加者からは，退院後の生活に対しての思いについて述べられたり，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。平成 3１年度第１回目は

４月 18 日(木)13:40～「リハビリーションについて」というテーマで作業療法士が話を
行います。今後のスケジュールとしては，6月 20日(木)「病気について」，8月 15日(木)
「薬について」，10月 17日(木)「食事・転倒予防」，12月 19日(木)「デイケア・訪問看
護」，２月 20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。 

まなびやしゃべりば が行われました！ 

作業療法士が 訪問看護 へ同行しています 



１月
２月

バレンタインデーゲームで楽し
みました！！

ウォークラリーの表彰式を行
いました！！

まなびやしゃべり場でデイケア利
用者が発表しました！！

平成30年度、1月か
ら3月までの活動の
様子紹介いたします。

お知らせ

2月に行われたまなびやしゃべり場では、
「退院後の生活」について、デイケア2名の

利用者の方が発表をしました。退院前に
抱えていた不安や、実際に退院してがん
ばっていること、良かったとこと等、自分の
思いを発表しました。デイケアを利用しな
がら、自分の退院生活を実現されている利
用者さんもいらっしゃいますので、退院時
は是非デイケア利用をご検討ください。皆
様のデイケア見学や体験をお待ちしており
ます。

３月

お題を合
わせて、
楽しくコ
ミュニ
ケーショ
ン！！

初詣で永平寺と狭霧神社に行
きました！！

栄養指導を受けて、食生活を
ふりかえりました！！

２月

節分では豆まきをして、今年の邪気を追
い払いました！！

ひな祭りの作品コーナー！！

この1年間で
院内ウォー
キングを
195周しま
した！！
（第1位）

鬼は外！！
福は内！！



 
平成３１年２月２１日（木）に開催しました県立姶良病院家族会研修会では、家族会の
テーマである「親亡きあとのためにできること」をもとに家族会会員のみならず、当院
に通院・入院している患者さんのご家族へ呼び掛け、共に学び共に考える場として有意
義な時間を過ごしました。 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

開催日 平成３１年２月２１日（木）１３：３０～１６：３０ 
場 所 県立姶良病院 会議室 
参加者 ２７名 (１３家族１６人、当院職員など１１人 ) 

 
＊＊＊＊研修会報告＊＊＊＊ 

講師に SST 普及会、SST リーダー、世田谷心の相談室カウンセラーの高森信子先生を
お迎えし講演をいただきました。 
当事者との関わりについては「わが家の母はビョーキです」などの漫画家で中村ユキ

氏が描かれた『もしも「病」を雨に例えるなら、私は傘をさしかけてくれるのではなく、
ともに濡れて欲しいのです』という場面を取り上げ、当事者が発信した言葉に対して、
すぐに助言や忠告、指導するのではなく、例えば「病気は治るのか？」という言葉に対
しては「病気が治るか心配なの？」など問いかけることで、まずは当事者の言葉を（気
持ち）を受け止めて共感することが大事で、そこから話を広げて行く事が必要であると
話されました。 
 また、病識のない患者さんの服薬の拒否への対応について、都立松沢病院作成のパン
フレットをもとに、本人が感じている症状、「夜眠れない、イライラする、音が気にな
る」などを火山の１合目に例え、２合目を「不安、不信感、トラブルが増える、寝付き
に時間がかかる」、３合目を「被害妄想、監視されている、幻聴やテレパシー、考えが
まとまらない、強い不眠」そして大噴火を「興奮、暴力、トラブル、自傷行為、閉じこ
もり」として、今の病状で当てはまるものがいくつあるのかを家族と確認し何合目なの
か,病識はないけど、病感からお薬が必要だと本人にわかってほしい･･という服薬の話が
ありました。 
 最後に、「親離れさせたかったら、自分の子離れが先、子離れとは何か？相手を自分
の思うとおりに仕切らないこと」とのことでした。 
 
     ～～～～ご家族の方へ 高森先生からのメッセージ～～～～ 
１，あなたは私にとって大切な人、宝物だと考えましょう。 
２， 人にはできることとできない事があります。期待せず相手の目線にあわせて、４「今

のあなたを受け入れる、認める」こと 
３，２でみつけたできることは、それをほめる、感謝する言葉で伝えましょう 
４, 思春期は親離れ子離れの葛藤の時期。寂しいけど子離れする自分を育てましょう。
ようは、自分の思い通りに仕切らないことです。 

５,良いｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝとは、相手の気持ちがわかり、そして自分の気持ちも言えて、より生
産的な関係になる事を言います。まずは相手の気持ちが解る人になりましょう。 

テーマ：回復力を高める関わり方について 

講師：SST リーダー 高森信子先生 

県立姶良病院家族会研修会を開催しました 

家族会では、随時入会者を受け付けています。毎月第３木曜日の１３：３０から１５：００  

第２会議室で交流会を開催しています。ご家族から希望がありましたら連携室へお繋ぎください。 



良かった
85%

まあまあ
良かった
9%

普通
3%

未回答
3%

講演内容について

良かった
66%

まあまあ

良かった
13%

普通
5%

未回答
14%
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DVD放映について

平成２６年度から開催しています「こころの健康講座」は第５回目となり、鹿児島県

精神保健福祉協議会が開催する「こころの健康を考えるつどい」と共同で開催しま 
した。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

開催日 平成３１年２月９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 １９２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、精神保健福祉事業功労者表彰（姶良関係で２者が表彰されました） 
      （個人部門）姶良病院家族会会長 南 育子氏 
       (団体部門) 有限会社 アシスト     
    ２、講演「アルコール健康障害について考える～予防から回復に向けて～」 
      講師：肥前医療センターｱﾙｺｰﾙ病棟 福田貴博 先生 
    ３，健康体操 作業療法技師  
    ４，ダイアローグ「アルコール問題について語ろう」 
      コーディネーター：鹿児島国際大学 岡田洋一先生 

テーマ：アルコールについて理解を深めよう 

～～参加者からの感想～～ 
・アルコールとの付き合い方、向き合い方の話で自分の事として考えさせられた。 
・飲み会でのビールや焼酎の量の問題、ドリンク数など大変勉強になった。 
・ダイアローグは当事者の生の声が聞けて良かった 

アンケート集計結果（回収率 64.1％） 

第５回 こころの健康講座を開催しました 



平成 30 年度大規模災害訓練を実施しました。 
 

平成 31 年 2 月 28 日（木）に，当院内において，大規模災害訓練を実施しました。 

大規模災害訓練は，昨年度に引き続き 2 回目となります。 

今回は，職員約 50 名が参加し，約 2 時間の机上訓練を行いました。 
 

 
＜本 部＞              ＜診療部門＞ 

 

 
       ＜施設部門＞              ＜病棟部門＞ 
 

＜トリアージ担当＞          ＜ライティングシート＞ 
 

今後とも，大規模災害等に対して迅速かつ的確に対応するため，今回のような訓練の

ほか，日頃から，防災活動に必要な知識，技術を習得していきたいと思います。 

 



  

 

 

 

 

 

３０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。 

 

 
「思い出が積み重なっていく幸せ」  

 8病棟    兒嶋昭子 

看護師になった理由を考えていると、遠い昔の事が思い出

されて仕方ない。雨上がりの庭先、向かいの杉山、段々畑で

弁当を食べている光景、12 時を教えてくれる天長丸の汽笛。

どうしても田舎の風景から切り替えができない。思い出した

ままに綴ってみる。 

『取ってー、取ってー、石を取ってー』4歳の弟が、こぶしを天井に突きあげて泣きじゃ

くっている。ヒックヒック言いながら鼻水をすすり母が座っている方を見上げる。母は弟

の頭もとに座っているため、少し横を向いたくらいでは視界に入らない。弟が動くたびに

足元のロープがピンピンとはじき、レンガの≪石≫が揺れる。背の高い看護婦さんは弟の

頭を何度もなででくれた。 

 目に焼き付いている牽引中の弟、父に連れられて弟を見舞った。車に轢かれて、シュジ

ュツをした弟をかわいそうとは思わなかった。母がお家にいない、帰ってこない。ちょっ

と怖い父と、ばあちゃんとあんちゃんと私だけ。大好きな母がお家にいないことがとても

寂しかった。 

 40 歳を過ぎた頃からの母は病気ばかり、何度も入院した。その度に、伯母やいとこの

女性たちが付き添いをかって出てくれた。しかし、父は『ひとん嫁じゃなし、我が嫁じゃ

もん』と言って母の食事、洗濯、下の世話までせっせと看病を続けた。家では全く見たこ

とのない献身的な父、毎晩焼酎を飲み、そこらへんにひっくり返って寝言、寝歌する父か

らは想像がつかなかった。  

 看護師という職業を、具体的に意識したのはこのころだと思う。弟にけがを負わせた体

験や、母がやつれていく姿を見ていて、手を差し伸べ助けたいという単純な理由。 



 半年、もう少し日にちが経った頃弟は退院した。兄を先頭に、弟、私。縦に 3 人並んで

家への道を歩いた。兄は背丈ほどの棒きれを拾い、一度も聞いたことのない変な抑揚の歌

を歌いながら調子を取って歩いた。『えっかぶーたべさん、えっかぶーたべさん』3 人の息

がだんだん揃い合唱ができた。たべさんは、弟が入院していた病院の医師。噂では、医師

の免許を持っていないヤミ医者。たべさんは、≪石≫を重くしたりガーゼを取り替えたり、

いつも痛い事をした大嫌いな人。だから、弟に替わって恨み？を晴らすような気持だった

のかもしれない。『えっかぶー』の意味も分からず、私にはそう聞こえたから『えっかぶー』

と歌った変な歌。不思議と家に着いた喜びの記憶は全くなく、公民館の近く、庭先に湧水

が湧くおばさんの家あたりを、変な歌を歌いながら歩いている姿だけが記憶に残っている。

弟はこの歌を覚えているだろうか。 

 小学校 1 年生の秋、私の初めての運動会の帰り、道の向かいにばあちゃんがいた。反対

側を同級生のゆうこちゃんと歩いていた私は、ばあちゃんを見つけて駆け出した。田舎に

まだ車があまり走っていなかった昭和 40年の話、弟は車に轢かれ大ケガをした。それでも

私は自分のせいだ、かわいそうだという感情が記憶に残らなかった。 

それから数年、家族みんな元気だったころの話。父の焼酎のお湯割りをそーっと横から

失敬してチビチビ飲む母。左手はシーッのポーズ。見てないよと下手な芝居をする父、ほ

ろ酔いで良い気持ちになると、タオルやお盆、お皿に一升瓶、何でも小道具にして踊り始

める。足を開いて踏ん張り、手つきがサマになっている。母が手拍子たたいて歌いだし、

いつの間にか子供三人とばあちゃんまで手拍子をしている。そのうちに兄妹三人とも古い

歌を覚えてしまった、みんな元気だったころの日常。テレビに流れる、ハンバーグソース

のコマーシャルを見ながら、『いつか、あげんうんまかそうなとを食わすっでねぇ』 

どうしてこんな昔の事を思い出したのだろう。私のせいで大変な事故に遭ってしまった

弟。あの時、私はもう 1 年生になっているのに、姉ちゃんなのに『ごめんね、姉ちゃんが

走って行ったから、ついてきたんだよね。痛かったねと言えなくてごめん』もうすぐ 

5７歳になる弟の口癖は今でも、『姉ちゃん、大丈夫やぁ、きばいやんせなぁ』 くじけそ

うになった私をずっとずっと励まし続けてくれた弟。兄弟三人で遊ぶ時はいつも兄に命令

されて逆らえなかった。『敬二、おうきに。姉ちゃんは気張ったよー、４０年、定年まで働

いた。体も何とか持ちこたえた。』 

少女マンガと推理小説、法廷ものの推理小説が好きだった私は、裁判所で働く仕事はな

いかと、真剣に担任に相談した事がある。弁護士や裁判官と言った、とんでもなく頭が良

い人でなければなれない仕事ではなく、推理小説に登場する、検察官事務取扱検察事務官

という長ったらしい職業にはどうやったらなれるかと尋ねたこともあった。どちらかとい

うとカタブツな私、大してユーモアもなく、人気者でもない、頭が良いわけでもない。今

では想像もつかないやせっぽちの虚弱児、長いお下げのメガネ少女だった私は、現実的に

自分がなれるかもしれない職業として看護師を意識した。でもどうだろう、うちは貧乏、

学校に行かせてもらえるだろうか、すこしでも早く看護師になるにはどうすれば良いのだ

ろう。衛生看護科、ここなら卒業の時に准看護師になれる。迷いはなく野田女子高校を受

験した。准看護師で働くつもりだったのに、県立高看まで進んでしまった。検察事務官に



なる夢はいつの間にか消えていた。 

 平成 18年 2月 22日、 “多発性骨髄腫”で母が他界した。看護休暇を貰って付き添って

いる私に、『クビになってしまうから、はよ大島に戻んなさい。』『看護休暇だから大丈夫よ』

と何度説明しても言い続けた母。まだ我が家ん味噌の作り方を教わっていなかった。『あっ

こキバレよ、負くんなよ、しっかいせぇよ、』『あんね、夢を見た。暗～か海の底の、その

またおぞこに沈めよぅて、きつかった～。アップアップしたや目が覚めた、チャングムね、

チャングムを見とっとね。』何度も心臓が止まる、息が止まる、6Fr のチューブでそーっと

血痰を吸引した。オシッコがだんだん出なくなった。私の洗顔クリームで泡を立て、母の

おでこに塗る。安っぽい一文字カミソリで顔中の産毛を剃った。この三日後に母は死んだ。

最後に喋ったことばは、『あねさん、お世話になりました。ありがとうございました』 父

や私たち子供への“遺言”みたいなものはなく、義理の姉へお礼を言って死んでいった。

少し残念ではあったが、母らしい、母の生き様や生きてきた努力の結集がこの伯母へのお

礼に込められている。残る力を振り絞って、立派な昭和の嫁の姿を見せて死んでいった。 

母が毎日言い続けた事がある。①朝一番に患者に見せる顔は、絶対に笑っている事。 

②ベッド柵によりかかって話をするな、目がヒン回る。③車椅子に乗せたら廊下のかど

はゆっくり回れ、目がヒン回る。④何かすっ時は、患者がびっくりせんごとよーく言うて

聞かせてからやれ、たまがる。⑤足浴、あれはすんな。必ず風邪をひく。まだまだたくさ

んの事を教えてくれた母、母の病気が分かったのは 58 歳、私は今 60 歳。写真の母は浅黒

くしわくちゃだらけ、私の方がはるかに若い。伸びすぎた髪をスカーフでめくりあげ、孫

を抱きあげる母の写真が、私の日常を見守っている。 

多くの人々と、楽しく厳しく働ける環境、自然に囲まれた暮らしができる幸せをかみし

めている。さて、第二の人生をどうやって生きて行こうか。もっともっと素敵な思い出が

積み重なっていきますように。 

 

 

「皆様に感謝」                       
栄養管理室  神野アヤ子 

 平成２年に入庁し，県立整肢園（６年），中央児童相談所（１

８年），最後の５年間は姶良病院に勤務致しました。 

 福祉の現場は不規則勤務で，子供達の学校行事には参加す

ることが少なく，子供達にさびしい思いをさせてきました。

夫の助けがなければ，定年まで働けなかったと思います。 

 姶良病院では，戸惑うことばかりでした。福祉の現場の食事は，愛情を込めた家庭的な

料理。病院の食事は，患者さんの治療食。毎日が緊張の連続でしたが，まわりの皆様のお

かげで，今日までやってこられました。 

４月からも再任用で働かせていただくことになりました。足手まといになるかもしれま

せんが，どうぞよろしくお願い致します。 

本当にありがとうございました。 



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 



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

 


