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病院理念：安らぎと幸せを

「経験に学ぶ，歴史に学ぶ」

総看護師長 下野義弘

姶良病院の前身は大正１３年に鹿児島郡中郡村（現在の

鹿児島市宇宿）に県立鹿児島病院の精神科の分院として設

立され鹿児島県の精神科医療が始まりました。現在まで残

っている自治体立病院の中では東京都立松沢病院に次いで，

古い歴史を誇っています。その当時の都立松沢病院の院長

は近代精神医療の礎を築いた呉秀三で，精神病者を私宅で

監禁すること強制する精神病者監護法を廃止し，新しい法律（精神病院法）を作り，

病者を病院で看るという形を目指そうとした人です。「我邦何十万ノ精神病者ハ実ニ

コノ病ヲ受ケタルノ不幸ノホカニ，コノ邦ニ生マレタル不幸ヲ重ヌルモノベシ」と

いうフレーズを一度は聞いたことがあるのではないでしょか，その「精神病者私宅

監置ノ実況」を書きあらわした近代精神医学者です。

その当時の貴重な三冊のカルテの綴りがあります。当時は白かったであろう表紙

は二箇所を綴じ紐でくくられ，全体的に肌色に変色し所々にシミが浮き出していま

す。「大正十四年度 入院患者治療日誌」「三冊ノ内一」と黒い墨で書かれています。

左上には秘と朱筆してあります。厚さは各三．五センチメートル。おそるおそる一

枚目を開いてみると，当時入退院した患者さんの名前を列記してあり個々の医師記

録・処方箋・看護日誌・体温表の順につづられています。医師記録の表は初診日，

入院番号，診断名のほかに「自宅監置の有無」裏面は精神病者調査票になっていま

す。当時の状況を伺い知ることができます。住所も鹿児島市内はもとより指宿，遠

くは長島，都城の方々まで，どのような方法でこられ

たのか想像するだけでも何か当時の入院までの大変さ

が伝わってきます。

看護日誌には 15 項の「看病人心得」を書いてあり，
数項目紹介すると「看病人ハ絶エズ患者ノ脱院，自殺

ニ注意シ之ヲ未然ニ防グベシ」，「看病人ハ分担患者ヲ

看護セルノ責ニ任シ特ニ身体ノ清潔，洗面，口嗽，結

髪，更衣，検温，検脈，食事介輔，慰安，寝具始末，

保温等ヲ励行スベシ」，「看病人ニシテ患者ニ封シ不法

行為又ハ重大ナル過失アリタルトキハ官署又ハ患家ニ

封シ其責ヲ負フベキモノトスル」など当時から無断退

去防止や日常生活におけるセルフケアへの援助，看護

倫理面などについて厳しく取り決めをしていたことが

わかります。体温表には看護事項として，洗面，口嗽，

食事は毎日 1 回，脈拍，体温は毎日 2 回，体重は週 1
回記録されています。脈拍と体温は手書きと色鉛筆の

折れ線の二種類が存在しています。精神症状は弄便，逃亡企画，多幸，室内徘徊，

交信可能，無為怠惰，恐怖，裸体等観察項目の 44 項目で今でも十分使えそうな症状



把握のための全てを網羅していることが理解できます。看護記録は縦の罫紙に「本

日モ朝ヨリ前日同様ノ事計リ申シ看護人ヲ困ラセ。ウルサヒ事ノ終日申シ居リ

処・・・」等経過記録になっており万年筆で漢字とカタカナで毎日書かれています。

この当時は「病院収容時代」ですから看護のデーターベースや看護診断，看護計

画，評価といった看護過程といわれるシステムは当然ありませんが，約 90 年前でも
毎日当たり前のように記録を残しており，看護観察や援助，記録の基本は現在とさ

ほど変わっていないことがわかります。

日本の精神病医療は「私宅監置時代」⇒「病院収容時代」⇒「人権擁護・社会復

帰」⇒「自立・社会参加の援助」⇒「精神保健医療福祉の改革ビジョン」⇒「長期

入院精神障害患者の地域移行に向けた具体的方策の今後の方向性」と変遷し近年で

は，精神病院から地域移行に向け 4 期障害者福祉計画（平成 27 年度～平成 29 年
度）ではさらに具体的に成果目標を設定されました。

看護においても時代個々の施策に順応できるように「精神科看護のアイディンテ

ィー」⇒「自立への援助」⇒「医療における社会的合意」⇒「精神科看護の質の向

上とマンパワー」⇒「精神科医療における裁量権と看護判断」⇒「患者が望む生活

の実現を目指して－精神医療改革と看護者の関わり」と取り組むべき看護の方向性

を模索してきました。

これからの精神科看護は今後どのようになってゆくのでしょうか。

「愚者は経験に学び，賢者は歴史に学ぶ。そして聖人は経験から悟る。」とドイツ

の名宰相オット―・ビスマルクは格言を残しています。

私たちは今をどのように生きるのかを模索するために未来に向かって学んでいま

す。その学びの対象となるものは過去の経験に依るところが大きく，過去の経験は

学問として形作られ私たちを導いてくれます。看護の経験も歴史に中にありこれま

での歴史は，今をいきいきと生きる道具でもあるといえます。

医療においては当然のこととして患者さんが物語の主人公であり，看護者は脇役

として看護技術を提供していますが，基本となる人間関係は単なる手段としての意

味を持つだけでなく，人間関係の質がケア援助の質を決定づけます。ケアには「相

手に対して心から配慮する」という意味があり，また援助にしてもその動機に相手

を思いやる気持ちがあってこそ本当の助けになります。そのような日常の患者さん

との遣り取りは一瞬で，関係性の中で展開されるため再現性がむずかしく「なんと

なくよいと思って」「考える前に直観的に体が動いた，声が出ていた」など一瞬の個

人芸として終わってしまうことが少なくありません。

行われた看護にはどのようなプロセスや意味，背景があったのかを言語化するこ

との難しさはありますが，言葉にして見えるものにして，多くの仲間と共有し経験

を積み重ねていくことで看護の技（実践）が磨かれ看護の魅力や価値を実感できる

のだと思います。

患者さんの生活をケアする中で看護を語り，さらには自らを語ることで看護観を

成長させ患者さんの回復と健康な暮らしに専門性を発揮できるようになるのではな

いでしょうか。

やはり，精神科看護の臨床現場においては愚者だと言われても経験から学びたい

というのが本音になりそうです。

これまでに色々なことを書かせていただきました私も，今回が最後の投稿となり

ました。昭和６０年に鹿児島保養院に採用されてから３０年間という長いようで短

い看護師生活でした。これまでに多くの患者さん，家族の方，同僚，先輩方と出会

い多くのことを学び，支え育てていただきました。まだまだ，人間としても看護師

としても未熟ではありますが，思いやりがあり優しく優秀な皆さまに温かく支えら

れ，今日まで元気で楽しく勤務できたことに感謝いたします。長い間ありがとうご

ざいました。



定年退職に寄せて 
平成 27年３月 31日付けで定年退職された皆様から姶良病院での思い出

や後に残る私たちへのエールを込めてご寄稿を頂きました。新任地・退職

後のさらなるご活躍を祈念いたします。   

 

 

 

 

 

原田留里子副看護師長 

 退職に寄せて「感謝」 

 「ええっ，もう定年退職？早かが。」と周りから言われましたが，平成 27 年

３月 31日をもって無事，定年退職を迎えました。自分自身も，定年退職迄勤め

られるとは思いもよりませんでしたし，この日を迎えられるとは，夢にも思い

ませんでした。先輩たちをこの間，幾多と言わず見送り，漸く自分の番が来ま

した。 

 昭和 52年に県職員として入職して鹿屋病院（現鹿屋医療センター）を初めに，

４施設で勤務し，姶良病院での勤務を最後に定年退職。昭和から平成へと時代

の流れと共に医療を取り巻く環境も多様化して，看護体系も複雑に変化する中

で，勤務に従事してきました。体力・知力が旺盛な 20代は，急性期看護を主と

した勤務，特に大島病院での破傷風やエンドトキシンショック，ハブ咬傷の患

者さんの看護は今でも忘れられません。30 代は福祉部門の肢体不自由児施設に

おける小児看護，40 代前半は，阪神淡路大震災における救護活動班として派遣

され災害看護に従事し，看護の原点を垣間見ました。後半は看護教育の現場に

従事し未来の看護を担う金の卵たちの存在は私に活力と鋭気を与えてくれまし

た。50代は慢性期看護と精神看護の深さをしみじみ感じながら，「人となり」を

追求している今日。特に最愛の両親との別れもこの 50 代。本当に 37 年間，勤

務してこられたことは，諸先輩や同僚・病院関係者・友人・家族の支えがあれ

ばこそ，ただただ感謝の念を禁じえません。昭和のアナログ時代からデジタル

時代へ手書きの看護記録から電子カルテの記録へ，診療報酬改定や介護制度や

在宅医療，地域医療ら進化する医療の中で今後は，再任用で皆様と勤務させて



頂きます。 

 新たな第２の人生のスタート。今まで得た知識や経験を活かして，新しい風

や花を咲かせられるように少し力を抜いて趣味を含め，リフレッシュしながら，

日常生活を楽しみたいと思います。 

 最後の勤務地の姶良病院では６年間，皆様と一緒に勤務できましたことは誇

りであり，一生の宝物となりました。本当にお世話になりました。 

 最後に，姶良病院の益々のご発展をお祈り申し上げます。 

 

 

井手 静子技術主査 

 アルバイトから始まり，県職員のスタートをきってから 36年という年月が流

れ無事に定年を迎えることが出来ました。 

 最初の勤務地薩南病院に 21年，次は大島病院に３年，又薩南病院に帰り咲き

９年，最後は姶良病院３年目で終止符を打とうとしています。 

 深夜入りの時は，何でこんな仕事を選らんだんだろうと思いつつ，辞めたい，

辞めたいと日々思っていたのにいつの間にかこんな歳になっていました。これ

も人生ですネ！！ 

 今でも，心に残っている事と言えば，勤務時間に今まで見た事も無い光景を

目にした瞬間は今でも目に浮かぶことがあります。いつもは無口な人が，患者

様と話をする時，腰をおろし，患者様と目の位置を同じ高さにして話し込んで

いる姿を見たとき，あゝこの人に，こんなやさしい良い所があったんだと思い，

その日から大好きになりました。 

 姶良病院に来て，精神科看護の大先輩達，自分の娘・息子みたいな若い看護

師たちと一緒に働くことが出来，元気を一杯もらいました。皆様は，今からの

人生を歩まれるわけですが，「人」が相手です。「人」の良いところを見て，褒

めて，前向きに前進してほしいものです。36 年という長い人生，今想うとよう

ここまでやってこれたなと想う今日この頃です。 

 アナログ時代からデジタル化へ進む中，忙しい仕事の合間を見て，パソコン

教室へと通い何とか皆様の後をついて行くことができました。これもひとえに

皆様の御協力があってのことだと想います。最後の姶良病院において，思い出

作りに忙しい毎日を送っています。 

 定年前の私を温かく出迎えて下さり，本当にありがとうございました。 

 最後に姶良病院の益々のご発展をお祈り申し上げます。  － 感謝 － 

 



１病棟活動報告 
 

 

１病棟（医療観察法病棟）は，開棟から５年目を迎えます。 

 

病棟での活動は，ＭＤＴ（多職種チーム）と協働して行っています。 

病棟内で行うプログラムとして，対象者の特性と治療ステージに応じ

て，権利擁護講座，疾病教育（ミニ知識），内省プログラム，家庭教育，

アンガーマネージメントプログラム（怒りのコントロール），依存症プロ

グラム，社会復帰講座（行政機関やサービス等を学ぶ）ＳＣＩＴ（社会

認知及び対人関係プログラム），トークトークプログラム（身近な出来事

や社会問題をテーマに自由に語り合う場），等を行うことにより対象者の

治療反応性や内省の深まりを見ながら，社会復帰を進める手立てとして

います。 

 また，病棟行事として，他者とのコミュニケーションを図り，季節の

変化を感じ，由来を学ぶ事を目的に歳時記のプログラムを行っています。

対象者主体とした企画でスタッフと協力して取り組み，４月花見，７月

夏祭り，９月十五夜（月見会），１２月クリスマス会を行い楽しみました。

行事のない月には，対象者の余暇活動として，季節を踏まえたポスター

を作成し，各ユニットに掲示して季節の風物詩として楽しんでいます。 



    デ イ ケ ア
Ⅰ．デイケア活動について
　　当院のデイケアを利用している方は、平成27年1月、65人で平均20人／日です。
　　平均年齢は48.3歳、男性が多く58％で女性は42％でした。
　　1月に行ったプログラムはスポーツ42％、運動系ゲーム18％、文化系ゲーム8％
　　その他、初詣、ぜんざい作り、書初め、茶話会やカラオケなどの活動を行いました。
Ⅱ．利用目的は、生活リズムをつくる、仲間つくり、人との交流、社会復帰につなげたい
　　等で、中には「ボケ防止」と回答された方もいました。
　　皆さん、目的意識を持って参加されていることがわかります。
Ⅲ．2月の活動をご紹介します。
　　2月3日節分は、午前中豆まきの由来を聞き、ゲーム形式で豆まきを行い、年の数
　　だけ豆を食べました。午後は絵本の「泣いたあかおに」を紙芝居で作成し、上演会を行いました。
　　セリフを担当したメンバーさんは、上演直前まで練習し感情がこもった見ごたえの
　　ある紙芝居でした。

　　　2月4日は一日遅れの「恵方巻き」作りに挑戦しました。
　　　前日は近くのスーパーに食材を買い出しに行きました。
　　　電卓を持ち、予算に合わせた食材をあちら、こちらから選び楽しく食材選びができました。(*^_^*)

　　　皆さん真剣なまなざしで具材を置く場所を決め、大切そうに巻き完成させていました。

”こうやって巻いてくださいね(*^_^*)
Ⅲ．お知らせ
　　　昨年10月からデイケアの責任者がＰＳＷ（精神保健福祉士）からＯＴ（作業療法士）に代わりました。
　　　ＯＴの専門性を活かした活動も増えていきそうです。よろしくお願いします。(*^_^*)
　　　ご相談は地域医療連携室の相談員がお受けいたします。併せてよろしくお願いします。

　　　これからも利用される皆さんが楽しく利用できる
　　　デイケアになれるようにスタッフ一同
　　　お手伝いができたらと思います。　　　　　　　　　　　　

デイケアスタッフ



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

アロマ，ヒップマッサージ，ストレッチ

ポール…etc. 

気持ちと体をほぐして，癒されて， 

ゆっくりと過ごします。 

 

 リラクゼーションは毎週木曜の午後，視聴覚室にて女性限定で行っています。 

カーテンを引き，ダウンライトのみをつけて外の明るさを遮断し，アロマキャンドル

で火を灯しながら香りを楽しみ，リラックス効果の得られる BGM を流して皆さんを迎

えています。時には一緒に準備を手伝っていただくこともありますが，そんな時はその

日の香りを選んでもらっています（日によって，心地よいと感じる香りが違うようです）。 

活動内容は，金魚運動やマッサージ機を使ったり，個人で休息をとって過ごす方がい

らっしゃったり，後半は各自でできるストレッチやペアマッサージを行っています。 

参加者は現在 10 名前後です。個々人で参加する目的は異なりますが，日頃の生活にス

トレスや疲労を抱えている様で，時には悩みを打ち明けたり，お互い声を掛け合って気

遣ったり，何気ない会話を楽しんだりされています。 

機能訓練の目的は，身体機能面（筋力・関節可動域等）の低下，起居・移乗・移動動作能力の低

下に対して，身体的リハビリテーションを中心としたアプローチを実施し、機能・能力の維持向上

を図ることです。加えて，認知機能の低下，高次脳機能障害へのアプローチなども実施し，機能の

賦活と維持向上を図っていきます。 

対象としては，高齢や後遺症，副作用などの原因によって身体機能面や ADL 能力の低下が見ら

れている患者様，車いすレベルで歩行訓練や移動動作訓練が必要な患者様，認知機能面の低下，高

次脳機能障害がみられる患者様，としています。 

現在は陶芸室に、平行棒や歩行補助具，診察台などを準備してプログラムを行っています。 

 

 

 

 



                

 

～花粉症と治療薬～ 

 

春を迎えて花粉症がピークとなり、くしゃみ、鼻水、鼻づまりや

目のかゆみなどの症状に悩まされている方は多いと思います。今回は花粉症と治療薬につ

いて紹介します。 

 

花粉症とは 

花粉が体内に入ることによって生じるアレルギー疾患の総称で、主にくしゃみ、鼻水、

鼻づまり（アレルギー性鼻炎）や目の充血、かゆみ（アレルギー性結膜炎）などの症状が

現れます。症状が強いときは、鼻で吸収されなかった花粉が鼻からのどへ流れ、のどのか

ゆみや咳などの症状も出ます。 

 

花粉症の治療 

① 対症療法 

上記の症状をやわらげる治療です。 

  対症療法に使用される薬は、抗ヒスタミン薬、抗ロイコトリエン薬、化学伝達物質遊

離抑制薬などの内服薬や点鼻薬、点眼薬があります。 

主な症状 治療薬 

くしゃみ、鼻水 

抗ヒスタミン薬 

 （エピナスチン、ザジテン） 

化学伝達物質遊離抑制薬 

鼻づまり 

抗ロイコトリエン薬 

 （オノン、シングレア） 

ステロイド点鼻薬 

※鼻づまりがひどい場合は次の薬を追加 

・点鼻用血管収縮薬 

・経口ステロイド薬 

（ ）は当院採用薬 

② 抗原特異的免疫療法（減感作療法） 

根治療法として抗原特異的免疫療法（減感作療法）があります。今までは注射による

治療だけでしたが、平成２６年に内服（舌下投与）による治療薬が保険適応になりまし

た。自宅での治療が可能になり花粉症の方には朗報だと思います。詳細については専門

の医療機関にお尋ねください。 

 

対症療法は花粉が飛び始める少し前から治療を開始すると有効であるといわれていま

すので、早めに対策をとってつらい季節を乗り越えて下さい。 



食塩取り過ぎていませんか？？ 
 

食塩を減らすポイント 

 
○みそ汁は 1日 1回具たくさんで○ 

 みそ汁 150ml中に約 1.5～1.8ｇ 

の食塩が含まれています。みそ汁を 

1 日 1 回にすることは簡単に食塩を

減らす方法です。具を多くすること

で汁の分量が減り，食塩量も減りま

す。 

 炒め物や揚げ物などを取り入れたり，酢や柑橘

系の果物，香辛料を活用しましょう。 

○しょうゆはかけるより，つける習慣を○ 

 つけて食べる場合も両面より片面につけた方

が食塩摂取量は少なくなります。 

○減塩しょうゆを上手に使いましょう○ 

✿減塩しょうゆの作り方✿ 

しょうゆ：だし汁＝1：1 

の割合いで調合します。冷蔵庫で保管し，

3日以内に使い切りましょう。 

 

○惣菜や外食選びについて○ 

●食塩相当量が書かれているときは，食塩が少   

 いものを！ 

●しょうゆやソースは控えめに！ 

●単品よりも主食・主菜・副菜がそろった定食 

 スタイルがオススメ！（野菜が不足しがちな

のでサラダや小鉢をプラスしましょう。） 

●麺類の汁はできるだけ残す！ 

 

鹿児島県民は，食塩を取り過ぎ 

ています！！ 

～栄養管理室から～ 

 

 

  

☆厚生労働省が定めている 1日の食塩摂取の目標量が，平成 27年 4月から 5年ぶりに変更

になります。 

   ・男性 9.0ｇ未満 ⇒ 8.0ｇ未満                    

   ・女性 7.5ｇ未満 ⇒ 7.0ｇ未満 

○鹿児島県の平均食塩摂取量は・・・ 

 ・男性 11.1ｇ 

 ・女性 9.6ｇ 

○鹿児島県は・・・脳卒中の死亡率が全国で 4位 

           高血圧の外来受診率が全国で７位 

 ☆脳卒中は，血管がつまったり，破れたりすることで脳が障害をおこす病気で，「脳梗塞」， 

  「脳出血」，「くも膜下出血」などがあります。脳卒中予防に最も大切なのは，「高血圧」

を防ぐことです。食塩のとりすぎは血圧の上昇に関係することが明らかになっていま

す。健康の維持，増進のために食塩を取り過ぎないようにしましょう。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

    

   

○味に変化をつけましょう○ 



リレー随筆 

                                  7病棟 

 

 

今年度,７病棟では男性看護師３名が相次いで結婚式を挙げました。そこで,新婚

看護師３名に「結婚して良かった事、変わったこと」をテーマにそれぞれ語って

頂きました。 

 

Hさん 

同職種の先輩であった妻。出会った当初は何ともに賑やかな方（正直怖かった…）だなと思っていて、

次第に惹かれ交際することに。交際後様々な障害があったのですが、何とか入籍し昨年１１月に皆様の

ご協力もあり、無事結婚式を挙げる事が出来ました。 

結婚しお互いが同職種であるため、すれ違いの毎日ですが、私の名前とは全く関係の無い『太郎』と呼

ばれたり…、『我が家のルンバ』と呼ばれたり…（どうか…この文章を読んでいませんように…）少しず

つ扱いが雑になっていると感じるこの頃です。 

結婚して多々問題はありますが、家庭と仕事を両立して７病棟で頑張っていきたいです！ 

 

Sさん 

６年間の交際を経て結婚に至りました。私の趣味(ゲーム部屋・テレビ４台・

みんなとのゲーム)に理解を示してくれる希少な妻。大抵の人に趣味の話をする

と『うあぁ・・・』となるのですが、生温く見守ってくれる妻を大切にし、今後

も捨てられないように毎日の料理、洗濯を実施して行きたいと思います。 

『結婚とは男の権利を半分にして義務を２倍にするものだ。』と格言があるように、諸先輩方からの助言

を糧に社会人としての義務を果たしていきたいと思います(ゲーム等の権利は死守)。 

 

Tさん 

彼女と付き合い 6年目。とうとう彼女が妊娠し、嫁へとジョブチェンジしました。 

両親へのあいさつを迅速に済まし、11 月に入籍、みなさんのご協力もあり 1 月 31

日に結婚式を挙げる事が出来ました。 

結婚式を終え、ひと段落しましたが長く付き合っていたこともあり、左手に指輪が

付いた事以外あまり生活は変わりません。 

人生の節目となった出来事ですが、これからも自分のペースで生活していきたいと思います。 

 

どうでしたか。新婚,そんな時代もありましたね。あの頃よりも体重が増えた分,優しさが減っていませ

んか。 

今夜、新婚時代を思い出して頂き、そんな時代もあったねと夫婦の会話のネタにして頂ければ幸いで

す。 



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医療を提供し，早期の社会復帰を目指します。 

  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 医療の過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/ 

 

 

 

 


