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病院理念：安らぎと幸せを

「退院をゴールにしない」

総看護師長 下野義弘

精神科医療における「病院から地域へ」という流れの中

で，入院治療の主な役割は，これまでの隔離収容を目的と

した長期入院から，救急急性期治療へと移ってきています。

平成 24 年の「精神科医療の機能分化と質の向上等に関
する検討会」では，１．精神科医療の現状を，①新規入院

者のうち，約 6 割は 3 ヶ月未満で，約 9 割は 1 年未満で退
院している。一方で，② 1 年以上の長期在院患者が約 20 万人（入院患者全体の３
分の２）を占めていると分析しています。また，２．精神病床の今後の方向性と

して，①精神科医療のニーズの高まりに対応できるよう，精神科入院医療の質の

向上のため，精神疾患患者の状態像や特性に応じた精神病床の機能分化を進める。

②機能分化にあたっては，退院後の地域生活支援を強化するため，アウトリーチ

（訪問支援）や外来医療などの入院外医療も充実する。③機能分化は段階的に行

い，人材・財源を効率的に配分するとともに，地域移行をさらに進める。結果と

して，精神病床を減少させるとしています。

姶良病院でも平成 25 年 4 月からスーパー救急
病棟が開棟し 3 ヶ月が過ぎました。入院時から 3
ヶ月先の退院を目指したカンファレンス，家族や

地域との調整，退院率など概ね順調に推移してい

ます。しかし，「退院できたから由とする」のでは

なく，退院後の地域での生活を誰がどのように支

えるのかといった社会生活支援を見据えなければ

なりません。

地域と病院との信頼関係が最終的には地域で生活する患者の継続した服薬や治

療に結びつくことは想像に難くありません。そういった意味からも「病院は地域

に支えられている」意識と行動が必要になります。

退院された患者さんには現在，在宅訪問看護やデイケアを通じた当事者・家族

支援を行っていますが，さらに拡大・充実した取り組みが必要になります。

一方，入院期間中に自分のこととして病に向き合えるような疾病教育や，患者

自身が服薬するといった意識を持てるような薬物心理教育，精神科クリニカルパ

ス，うつの認知行動療法など取り組むべき課題は多いです。

特に退院後の患者さんの服薬には家族が大きく

影響します。いかに家族をエンパワーメントできる

のか，ということが看護には求められます。「患者

さんの“こころ”」と「家族という患者さんの“こ

ころの環境”」に働きかけないと本当の意味での病

からの回復はないのかもしれません。今後，退院を

ゴールにしない取り組みが求められています。



 

ふれあい看護体験を行いました 
平成 25年 5月 17日実施 

 

参加者：民生委員 23名（姶良 6名・加治木 6名・蒲生 11名） 

                     

院長挨拶       総看護師長あいさつ     作業療法棟見学 

 

 

当院においては民生委員の皆様に支援していただくことが多く「ふれあい看護体

験」の場で当院の役割・精神科医療・看護について説明しております。  今年度は

23名の方に参加していただきました。院内の施設見学、患者様が作業療法で作ら

れた作品等を見て頂きました。また、意見交換会では、「地域で生活している患者さ

んへの関わり方で困っていること」、「社会資源の活用方法」「精神科疾患・治療に

ついての現在の傾向」等について質問があり、活発な意見交換となりました。    

民生委員の方で、このような会に参加したい方も多いらしく、今後も是非続けて

欲しいとのお言葉を頂きました。 

6病棟見学              活発な意見交換会になりました 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

5 月 23日(木)に，今年度第１回目の地

域ネットワーク連絡会議を開催いたしま

した。 

 

 

県内の保健所，警察署，消防署，市町の

保健師及び福祉課，障害者相談支援事業所

から 54 名の参加がありました。 

 

 

 

 

院長より「精神科救急について」の

講話の後，医療観察法病棟，精神科救

急病棟，デイケア等の院内見学をして

いただき，その後質疑応答を受けなが

ら盛況のうちに終えることができまし

た。 

 

 

地域医療連携室 

 

平 成 25 年 度  

第 1 回地域 ネットワ ーク 連絡 会議開 催  

≪地域医療連携室≫ 

 現在，医師 1名，看護師 2名＋デイケア担当者，

PSW8名が所属しています。 

 業務はケースワーク，地域連携，セルフヘルプ

グループ支援など多岐にわたっています。 

 何かあれば，いつでもご相談ください。 



 

 

病棟活動報告 ８病棟 
 

☆年間行事として☆ 

 

①病棟計画 

１２月 クリスマス会 

 

８病棟では、４月より職員も大幅

に入れ替わり、あたらしい風の下

楽しく、みんなで楽しく業務に取

り組んでいます。 

年間行事では実習学生も参加し

て、患者とクリスマス会を楽しん

だりと笑いの絶えない病棟となっ

ており、大変働きやすい環境です。 

作業療法活動では、園芸クラブ、趣味活動、歌クラブ、ｸﾞﾗﾝﾄﾞｺﾞﾙﾌ、園

芸、学び塾、健康応援クラブ、料理教室、を行っています。 



 

 

平成 25 年度がスタートしました。 

平成 22 年度、現在のデイケアの場所（旧 1 病棟）に引っ越し 

してきた頃に、とあるメンバーがキウイの苗を庭の片隅に植えた 

ところ・・・。 

そのキウイが約 4 年の歳月を経て、初めての花を咲かせ、 

実をつけ始めています。 

どのメンバーも興味津々で、よく観察し、収穫を心待ちに 

しています。 

 

また活動では毎月、季節を感じていただけたらとカレンダー作りをしています。 

メンバーのいろいろなアイディアで素敵な作品が出来上がっています。 

 

メンバーからの活動要望もいろいろあがっており，最近では、 

ゲーム内容を企画したり、茶話会で意見交換をしたりと意欲的 

に取り組まれるメンバーが増えているように感じます。 

 

 これからもメンバーが楽しく利用できるデイケアになるように 

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 

 

 

 

 

 

＊毎週月曜日～金曜日（9時30分～15時30分）
＊デイケア室（旧1病棟）

　デイケアでは、様々な活動を通して、
　　♪毎日の生活リズムを身につけたい
　　♪話し相手や仲間を見つけたい
　　♪社会との付き合い方を身につけたい
　　♪何かを始める準備をしたい
　といった、みなさんの自己実現を応援し，一緒に考える場にして
いきたいと考えています。なお、プログラムはメンバーで組み立て
ていきます。

メンバー作：切り絵☆ 

      ベルサイユのバラ✿ 

デイケア作：キウイ(*^_^*)     

 

デイケア作：バラ❤ 

 

デイケア作：ひまわり 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 月 13 日の木曜日、集団療法棟・視聴覚室にて平成 25 年度 第 5 回 病棟対抗 室

内競技大会が開催されました。 

 

競技内容は、午前の部が“輪投げ・ナイスイン・ボーリング・転がしサイコロ・缶

積み競争・ダーツゴルフ”の 6種目。午後の部が“オセロ・五目並べ・トランプ・ジ

ェンガ”の 4種目の計 10種目で、各病棟とデイケアが競いました。 

 

それぞれの競技ブースでは最大 10 名の競技者が互いに協力しながら、見学者は声

援を送り白熱したプレーが展開されました。大会結果は次の通りです。 

             

             優勝した 8病棟の皆様、おめでとう 

            ございます。最後まで全力でプレー 

            された競技者、応援者、開催に協力い 

ただいたスタッフの方々、本当にお疲 

れ様でした。 

☆優勝☆ ８病棟 

２位 ３病棟・７病棟 

3位 デイケア 

4位 ６病棟 

5位 ５病棟 

 

4 月 18 日の木曜日、視聴覚室にて“まなびや・しゃべりば”があり、今回は「リ

ハビリについて」ということで作業療法士が講義をさせていただきました。 

リハビリについては、日頃からご理解をいただいておりますが、改めて講義をする

ことで皆様と情報を共有できることの大切さを感じております。ウォーミングアップ

では私の個人的な趣味であるフラを取り入れ、緊張感の緩和やリラックスした雰囲気

作り、という体験をしてもらい、作業療法を少しだけ味わってもらった後、リハビリ

テーションの意味や生活のバランスを整えること、スタッフと目標共有をすることの

大切さなど、50分程に渡って話をさせていただきました。 

私自身、伝えることの難しさも感じながらではありましたが貴重な経験の場をいた

だけたことに感謝したいと思います。 

作業療法活動は、平日に病棟内外で毎日行われています。個人個人に合ったプログ

ラムの提供ができるよう、日々研鑽していきたいと思います。また、作業療法につい

て聞きたいことや疑問などがありましたら、各病棟担当作業療法士に声をお掛け下さ

い。なお、8 月の心理教育では「薬について」というテーマで薬剤師が話をしますの

で、次回の“まなびや・しゃべりば”も是非ご参加下さい。 

作業療法士 永田 



 

 

薬物について 

6月 26日は「6・26国際麻薬乱用撲滅デ

ー」とされ，この日を中心に国や都道府

県は（薬物乱用は）「ダメ。ゼッタイ。」普

及運動を行っています。最近は，合法ハーブ

等と称して幻覚作用等をもつ不正な薬物を使用した者が事故や事件

を起こすなどの問題も発生しています。 

 そこで，今回は薬物（麻薬）について説明したいと思います。 

 

薬物乱用とは 

薬物乱用とは，医薬品を本来の医療目的から逸脱した用法や用量あるいは目的のもとに

使用すること，医療目的にない薬物を不正に使用することをいいます。もともと医療目的

の薬物は，治療や検査のために使われるものです。それを遊びや快感を得るために使用し

た場合は，たとえ一回使用しただけでも乱用にあたります。 

 

薬物の種類 

 法律上，薬物は次のように分類されます。一般に，これらの薬物を総称して「麻薬」と

呼ばれることもあります。これらの薬物は，所持，使用するだけではなく，原料となる植

物を栽培することも禁止されています。 

名 称 種 類 規制する法律 

麻薬 ・ヘロイン・コカイン 

・ＭＤＭＡ 

麻薬及び向精神薬取締法 

大麻 ・マリファナ・ハシッシュ 大麻取締法 

あへん ・あへん あへん法 

覚せい剤 

（エス，スピード） 

・アンフェタミン 

・メタンフェタミン 

覚せい剤取締法 

 

特徴 

薬物には神経を興奮させる作用があり，使用すると一時的に眠気や疲れがとれたり，五

感（触覚，聴覚など）が過敏になったりします。しかし，薬物は使用しているうちに止め

られなくなるという「依存性」と，乱用による「幻覚，妄想」に伴う自傷，他害の危険性

があるという大きな特徴があります。 

また，一部の薬物では，使用を繰り返しているうち，それまでと同じ量では効かなく

なる「耐性」という性質をもっています。 

 更に，使用をやめた後でも，再び使用したり，不眠や

ストレスなどをきっかけに，乱用時と同様の精神障害が

突然現れることがあります。これをフラッシュバック

（再燃現象）といいます。 

 

 1 回だけと思って始めた人も，薬物の「依存性」と「耐性」によって使用する量や回数

がどんどん増えていき，自分の意志ではやめることができなくなります。薬物は「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。 



 

  ～地域医療連携室～ 
 

 5 月末の公職選挙法改正により，成年後見制度を利用されている被後見人の

方々の選挙権が回復することとなりました。これは，障害を有していても，社

会の中で当たり前の暮らしを送るためのノーマライゼーションの考えに根ざし

た，画期的な法改正だったと思います。障害を有していても，社会を構成する

一市民として，当たり前に投票し，「政治の在り方に意思を投じたい」，「主体性

を持った社会を作りたい」，そんな声が後押しした，社会全体が回復していく第

一歩となったのではないでしょうか。 

 

 さて，このニュースを聴いて，『当たり前』ってなんだろうと，ふと思いまし

た。精神科病院の中では，社会では『当たり前』であることが，様々な理由で

『当たり前』に制限されています。そして僕らは，彼らを『当たり前』の生活

に回復していく過程を支援している中で，『当たり前』の生活へ戻っていくこと

を想定し，根拠とし，提言し，日々向き合うのです。 

 

 精神科病院に勤め始めて，早いも

ので数年経ちます。経験という財産

は，時に“慣れ”という副産物を生

みだします。今回の公職選挙法改正

のニュースを機会に，もう一度僕ら

の考える『当たり前』に向き合う。

そんなきっかけに出来たらいいなと

思っています。 

 

平成 25年 6月 地域医療連携室 某 

 

 



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。 

 

姶良病院ホームページアドレス 

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

 

編 集 後 記 

   

今年も半年が過ぎました。月日の経つのは本当に早いものです。 

スーパー救急病棟も開棟してから３ヶ月が経過しました。 

これからいよいよ本格的な夏が訪れます。 

暑さに負けず頑張りましょう。 

追伸：くれぐれも交通違反・事故を起こさないように（自戒を込めて） 

                               

（経営課 S･H） 


