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病院理念：安らぎと幸せを

赴任半年過ぎて思うこと

事務長 久保英美

今年の４月に４回目の県立病院勤務を命じられ，県立姶良病院に
赴任いたしましてから早６ケ月経ちました。
５年ぶりに単身生活から自宅に戻り，バスとＪＲ通勤です。駅と

病院間の徒歩が，メタボの体にとっては，エクササイズとなってプ
チ健康を保てるかもしれないと当初思っておりましたが，なかなか
思うとおりには改善されておりません。

さて，はじめての精神科病院は何か新鮮な感じがしました。医療観察法病棟・スーパー救急
病棟・閉鎖病棟・デイケアなどの言葉もこれまでの病院勤務にはない言葉で，業務内容も大分
異なっております。
半年間で他の病院業務と違った特別な業務としては
○事務長講話・看護師長等研修での服務規律や経営状況等の説明
○５月・６月に多発した職員の交通事故・交通違反の対策
○弁当によると思われた職員の食中毒の疑いの対応
○患者と見舞客との接触事故や患者同士の接触事故の対策 など

どこの職場においても，予期しない事故や問題が発生するものだと思いました。

また，当院を取り巻く環境も地域人口の減少・少子高齢化や医師の偏在や医療スタッフの確
保困難など，年々厳しくなっております。特に本県の精神科病床数は人口１万人比は全国１位
の５８ .５床であり，医療法上の基準病床数を１ ,１００床超オーバーしております。
そのような状況の中で病院の役割分担と機能強化が必要であり，当院は，県下唯一の公立の

単科精神科病院として，急性期精神科医療への対応，触法精神障害者の受け入れ，治療困難症
例の受け入れなど，他の病院では対応の困難な分野に取り組んできておりますが，まだ当院独
自の課題があり，改善していく必要があると考えております。

経常収支・資金収支ともここ数年は黒字でありますが，一般会計か
ら毎年７～８億円の繰入金があってのことであり，累積欠損金も平成

経営面の課題 ２３年度末では約２３億５千万円残っております。
改善策としては，主として収益の拡大を図る必要があります。精神

科救急入院料１の取得・地域移行実施加算の取得・感染防止対策加算
１の取得や訪問看護・ディケアを充実させて収益増を目指します。
・精神保健福祉士・作業療法士・心理技師等の安定的確保

医療面の課題 ・児童思春期外来，自閉症・その他発達障害外来，高次脳機能障害外
来，認知症外来，依存症外来などの専門外来の実施
これらについては，関係部局等の支援が必要と考えます。

病院設備の老朽 当院も建築後２０年を経過していることから，施設の老朽化や時代
化に伴う計画的 の変化に対応したアメニティの改善も必要となっております。
改修やアメニテ 鉄格子のない保護室への改造，洋式トイレや介助浴室の整備や個室
ィの改善 化などについて，収益動向をみながら計画的に実施して行く必要があ

ります。

最後に，単身赴任中とは違って，洗濯・掃除や毎日の偏った食事等からも解放され，食事・
身支度などしてくれる妻に感謝しながら，その分余裕も十分あり，病院の業務や課題に精力的
に取り組んで行こうと考えておりますので，職員の皆様方等のご支援・ご指導を賜りますよう
お願い申し上げます。



「おめでとうございます。看護協会長・看護業務功労者表彰」 

 

 看護部からは今年，山元ひとみ副総看

護師長さん(写真左)が看護協会長表彰を，

川崎和代副地域連携室長さん(写真右)が

看護業務功労者表彰を授賞されました。  

 お二人が，永年にわたり鹿児島県にお

いて看護業務に従事し，保健医療の向上

発展に尽力されたことが評価されたもの

です。 

 紙面ではお二人の業績を十分伝えきれませんが，簡単に紹介いたします。 

山元ひとみ副総看護師長さんは，昭和 52年の東京女子医科大

学附属病院を皮切りに，県立薩南病院，北薩病院，大島病院な

どで第一線の看護師として勤務されてきました。 

 院内教育では，先駆的にクリニカルラダー教育を取り入れ看

護職員教育に役立てています。とくに「看護を語る」（ナラティ

ブ）やシミュレーションを取り入れ看護教育の充実を図ってい

ます。また，年間 8校，約 400名の看護学生を受け入れ，「看護」

を引き継ぐ次世代の育成のために毎日ご苦労されています。ま

た，看護協会の地区長時代には，全体研修，事例検討，医療安

全研修など定期的に行い，姶良地区の看護の底上げに貢献され

ました。 

 川崎和代副地域連携室長さんは，昭和 49年県立大島病院を皮

切りに，薩南病院，姶良病院,北薩病院等 39年間の長きにわたり，

県立病院一筋に臨床現場で看護師として勤務致しました。薩南

病院では，実習指導者として学生指導，看護学校との調整，効

果的な実習のあり方などの教育活動に積極的に取り組まれました。北薩病院では，嚥下摂

食に障害のある患者への摂食機能療法の点数化や，姶良伊佐地区の病院と連携した感染学

習会など行いました。現在の姶良病院においては，副地域連携室長として入院患者の退院

支援や訪問看護，地域とのネットワーク作りに奔走しています。 

 まさにお二人の看護師としての実績は看護の手本となるようなものばかりです。それは

永く看護に携わっているということだけでなく，患者のセルフケアに応じた看護を適切に

実践できているからだと思います。それは，なぜそのようになっているのかを「理解」し，

次に何が起こるかを「予測」し，どうすればよいか「解決策の立案・実践」することを経

験として獲得し日常的に行っているからでしょう。 

我々も見習い「専門性」を追求してゆきたいものです。（文責 下野） 



病棟活動報告 １病棟 
 

1病棟で行うプログラムは，対象者の特性と治療ステージに応じて 

・権利擁護講座 

・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） 

・就労準備プログラム 

・依存症プログラム 

・社会復帰プログラム（行政機関や

サービス等を学ぶ） 

・疾病教育（ミニ知識） 

・家族教育         など 

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。 

 

病棟行事として季節を感じること，また他者

とのコミュニケーションを図ることを目的に

歳時記のプログラムを行っています。本年度は

行事の計画立案・準備段階から対象者を主体と

して取り組んでおります。4月花見，7月七夕，

9月十五夜の夜空を楽しみました。行事のない

月には対象者とともに季節をふまえたポスタ

―を作成し，各ユニットに貼りだして季節の風

物詩を楽しんで頂いています。 

 



 

 

平成 25年度がスタートして約半年が経ちました。 

今年の夏はメンバーの要望や企画で新しいプログラムにいくつか挑戦しましたのでご報

告させていただきます。 

Ⅰ，アート書道 

とあるメンバーが大きな筆で大きな字を書いてみたいと提案したところ，他メンバーも

賛同され挑戦しました。白い布に手作り筆で文字を書き，その日参加されたメンバー全員

の手形も入り，デイケアらしい作品が完成しました。 

 

 

 

 

Ⅱ，そうめん流し 

 今年も昨年同様，メンバーから要望があがり実施しました。開始と同時にどしゃ降りの

雨でしたが，参加メンバーは大変満足したようでした。 

Ⅲ，夏あそび 

 夏祭りならぬ『夏あそび』という企画に挑戦しました。 

手作りの魚やヨーヨー釣りゲーム，手作りスイカ割りゲームなど 

をして楽しみました。はっぴ着用で夏祭り？気分を味わえたようです。 

 

 

 

 

 

 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 

デイケア作：手作りスイカ✿ 

      

そうめん流し☆     

 

デイケア作：アート書道♪ 

 

夏あそび（はっぴ着用❤） 

      



 

 

 

 

 

  9月 24日の火曜日、デイケアデイルームにて敬老会が行われました。 

今年の敬老者は 38名。その中で 27名の方が出席し、見学者も合わせると 38名の参加者と

なりました。 

  今年は中学 1年生の若き津軽三味線奏者 廣田 夏風（ひろた かふう）さん、演舞や五つ 

太鼓でおなじみの四つ葉美女会の皆さんにお越しいただき、素晴らしい演奏や演舞を披露  

してもらいました。 

廣田さんによる細やかな指さばきで迫力のある演奏、四つ葉美女会による歌謡曲に合わ 

せての演舞、演奏で参加者も笑顔で手拍子をするなど会場も一体となり大いに盛り上がる 

敬老会となりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 ９月より、“ステップアップ”という活動が開始されました。これは、１年以上入院されている方を

対象に、疾患・薬に対する正しい知識の提供と、退院後の社会資源についての情報提供、病院外に出る

機会の提供を主な目的として行っています。現在、参加者は４名で、医師・看護師・薬剤師・精神保健

福祉士に協力をもらいながら進めています。全８回の中にいくつかの要素を入れていますので、毎回内

容は異なりますが、何か、皆さんの役に立てば、という思いでいます。今後ともよろしくお願いします。 



インフルエンザについて 

～医局からのお知らせ～ 

インフルエンザはふつうのかぜとは違う，注意が必要な感染症です。 

早めの予防と，発症したら 48時間以内の受診を！ 

 

インフルエンザとは 

 インフルエンザとは，インフルエンザウイルスの感染によっておこる病気です。インフル

エンザに感染すると，1～3日間の潜伏期間を経て，突然 38～40度の高熱が出て発病しま

す。それと同時に，鼻水，のどの痛み，頭痛，筋肉痛，関節痛などの症状が現れます。発熱

は通常 3～7日間続きます。 

 健康な成人であれば一週間ほどで治癒に向かいますが，インフルエンザウイルスは熱が下

がっても体内には残っています。この時期も他人にうつす恐れがあるので注意が必要です。 

 

新型インフルエンザとは 

 新型インフルエンザウイルスは，およそ１０年から４０年の周期で発生しています。新し

い型のインフルエンザウイルスが出現すると，多くの人が新しい型に対する免疫を持ってい

ないために世界的な大流行となります。なお，2009年に発生した新型インフルエンザは，

豚のインフルエンザウイルスがヒトに感染したものです。 

 

インフルエンザにかからないために 

（１）ワクチン接種を受ける 

ワクチン接種は，インフルエンザにかかりにくくしたり，かかって 

も重くならないようにする効果があります。流行前の接種が効果的です。 

（２）外出後は，うがい・手洗いをする  

うがいや手洗いは，インフルエンザだけでなく，他の呼吸器ウイルスの感染を予防する

ためにも効果的です。 

（３）流行期には人ごみを避ける  

マスクを着用することにで，他人からの感染を防ぎ，また他人に感染させることも防ぐ

効果があります。 

（４）室内の湿度を保つ  

インフルエンザウイルスは乾燥した状態で活発に活動します。インフ 

ルエンザウイルスの活動を抑えるためにも加湿器などを使って部屋の 

湿度を保ちましょう。その際，室内の換気も定期的に行なってください。  

 

発症したら 

 インフルエンザの症状がでたら，早めに医師の診断を受けるようにしましょう。発症か

ら 48時間以内であれば，インフルエンザウイルスの増殖を抑える薬（タミフル，リレンザ

等）が処方されるようになりました。また，漢方薬（麻黄湯）も選択肢の一つと考えられ

ています。 

 

 インフルエンザといえども十分な体力と免疫力があれば，通常のかぜより症状が激しいと

しても自然に治ります。しかし，お年寄りや慢性の病気をお持ちの方は合併症を併発するこ

とが多いので早めに医療機関を受診することが必要です。 

 また，早めに治療することは，自分の身体を守るためだけでなく，周りの人にインフルエ

ンザをうつさないという意味でも重要なことです。 

 快適な冬を過ごすために，毎日の予防を心がけましょう。 



                

 

～インフルエンザ治療薬～ 

10 月に入り，季節はこれから冬へと向かいます。毎年冬の時

期になると流行するのがインフルエンザです。インフルエンザについ

ては，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予防接種を受ける，

②手洗い，うがいの励行，③マスクの着用，④流行地への外出を控える，⑤十分な休養と

栄養を摂る，などの感染予防を心がけることが大切です。 

しかしながら，気を付けていてもインフルエンザにかかってしまうことがあります。そ

の場合，インフルエンザ治療薬を使用することにより症状がひどくならずに治すことが可

能になりました。 

現在、医療機関で使用されているインフルエンザ治療薬は 4 製品あります。今回は、こ

れらの治療薬を紹介します。 

 

タミフル（内服薬） 内服薬で，カプセルとドライシロップがあります。成人の場

合，１回１カプセルを１日２回５日間服用します。未成年服

用者の異常行動が報告されており因果関係については不明

ですが，原則として１０代の患者への投与は差し控えるよう

になっています。 

リレンザ（吸入薬） 吸入器を用いて，１回２吸入を１日２回５日間吸入します。

吸入器に薬を入れて使用しなければならないのと吸入回数

が多いのが難点です。タミフルのように１０代の患者への投

与は控えるようにはなっていませんが，異常行動の報告はあ

るので注意は必要です。 

イナビル（吸入薬） ３年前に発売された比較的新しい吸入薬です。薬の作用時間

が長いため１回の吸入で治療が終わります。服薬中止や服薬

忘れの心配はいりません。しかし，吸入を失敗した場合（う

まく吸入できていなかった場合），治療効果が十分に発揮さ

れない恐れがあります。 

ラピアクタ（注射剤） インフルエンザ治療薬の中で唯一の注射剤です。内服や吸入

が困難な患者に有効な治療方法です。 

 

これらの薬はインフルエンザウイルスの体内での増殖を抑える薬なので，発病後４８時

間以内に使用開始しなければ効果がありません。インフルエンザかなと思ったときは，直

ちに医療機関を受診して適切な検査，治療を受けるようにしてください。 



～栄養管理室から～ 

 

 

 

腸の老化はこれが原因！！ 
× 高脂肪・低食物繊維の食事 
脂肪が多く，食物繊維の少ない食事は，体の良い菌（善玉菌）を減らす原因！！ 

× ストレスの多い生活 
気候や気温の急激な変化もｽﾄﾚｽになるので季節の変わり目などは要注意！！ 

× 運動不足 
 腸の周りの筋肉が衰え，うんちを押し出す力が弱くなります。 

 

腸の老化を予防して「いいうんち
．．．

」を作ろう！！ 
 腸年齢は実年齢と違って生活環境や習慣で若返らせることができます！ 

「いいうんち
．．．

」とは？ 
 うんちを「便」と呼びますが，まさにうんちは体，腸からの大事な「お便り」！ 

 腸内に良い菌（善玉菌）が多く，体の調子が良いときに出るうんちは・・・ 
 

 

 

 

 

 

 

「いいうんち
．．．

」づくりのために♪ 
◎ バランスのとれた食生活を 
 野菜やきのこ・いも・海藻などを積極的に食べましょう。食物繊維が 

うんちのかさを増やします。 

 食物繊維・発酵食品・オリゴ糖（大豆や一部野菜類にも含まれています）を

しっかり摂ると腸内に善玉菌が増えていきます。 

◎ ゆっくりよく噛んで食べて，  

噛むことは，良い消化の始まりです。 

◎ 規則正しい生活で 
 生活のリズムを整え，規則正しい排便の習慣をつけましょう。 

◎ こまめに水分補給をして， 
水分はいいうんちの材料です。 

◎ 適度に体をうごかし， 
運動により腸の動きを活発にして，また，腸の周りの筋肉を鍛えましょう。 

◎ しっかり睡眠をとりましょう。 

今日はどんなうんち
．．．

でしたか？ 

いきまずスルッと出る 

形はバナナ状～ 

    練り歯磨き状 

ニオイがきつくない 

水に浮く 

色は黄色がかった褐色 

  

  

 



   ～医局M～ 

沖縄旅行 

私は特別趣味というものがなく，物

欲にまかせて買い物するか，飲酒して

陶酔感に浸るか，くらいなものだが，

年一回家族旅行をするのがここ数年の

楽しみである。 

 

今年は二年ぶり三回目の沖縄への旅

行で，心配された台風の影響もあまり

受けず，天候にも恵まれた。 

しかし，今までの旅行と違うのは，魔の二歳児を絶好調に堪能している長男

とまだ歩けない抱っこオンリーの 11ヶ月の長女連れの初めての家族四人旅行と

いう点である。この 2人を連れての旅行は往復の飛行機や移動中の車内，滞在

先でのホテルでの食事，過ごし方すべて

において，彼らに振り回されることとな

った。 

最近やっと話が上手になってきた長男

は，ところ構わず大声で話し続け，そん

な兄に負けじと長女も大声を張り上げる。

じっとしているはずもなく，食事中は毎

回大騒動であった。 

 

珍道中ではあったが，普段こんなに子供達と接することができないので，旅

行中たくさん遊び，笑顔を見れたことが何よりも日々の疲れを癒してくれた。 

 

年一回の家族旅行，来年はどこに行こうか，

子供達はどれぐらい成長しているだろう

か，を楽しみに今日もまた姶良病院へ車を

走らせる。 

 



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 

記録的な猛暑だった今年の夏もようやく過ぎ，秋の気配を日一日と感じるようにな

りました。 

皆さんのご尽力により，念願であった精神科救急入院料（スーパー救急病棟）の施

設基準も，８月に無事取得することができました。 

「安らぎと幸せを」の理念のもと，今後ますます精神科急性期医療の基幹病院とし

て，また更なる経営の安定化に向けて取り組んでいければと思います。 

 

（経営課 S･H） 


