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病院理念：安らぎと幸せを

巻 頭 言

院長 山畑 良蔵

新年明けましておめでとうございます。

昨年の 4 月より精神科救急病棟が開棟しました。
姶良病院は鹿児島県の精神科基幹病院として， 24 時

間 365 日県内の精神科救急患者を引き受けてきましたが，緊急時に安静を図るための
個室の確保に苦労してきました。昨年度から男子閉鎖病棟を増改築して大幅に個室を

増やし，精神科救急病棟を男女混合病棟として運用できるようになりました。増築と

同時にアメニティの改善を図り，重症の精神病状態の患者さんだけではなく，うつ病

や急性ストレス反応等の比較的軽症の患者さんや周辺症状を

伴う認知症の患者さんに対しても，適切で快適な治療環境を提

供できるようになり，より幅広く精神科疾患に対応できるよう

になったと考えています。

工事期間中，個室が不足することになり，一部の患者さんを

鹿児島県精神病院協会の先生方にお預かりいただいたことに

大変感謝しています。また入院中の患者さん方にも，何回も病

棟を移動していただくことになり荷物の整理等ご協力を頂き，

大きなトラブルなく終えることができたことに対して感謝の

意を表したいと思います。

精神科救急・急性期医療については，県内の精神科病院も力を入れ充実してきてい

ます。当院は，さらに入院患者さんに対する疾病教育・服薬指導などの治療プログラ

ムの充実，早期退院と再発の予防を図り，患者さんが安定した地域生活が持続できる

ように治療体制の充実を図る必要があると考えています。

本年 4 月から改正精神保健福祉法が施行されます。保護者制度の廃止，医療保護入
院患者さんの退院促進などが盛り込まれ，医療保護入院の入院手続きの見直し，医療

保護者退院支援委員会の設置，退院後生活環境相談員の配置

などの検討が必要となり，平成 24 年 3 月導入したばかりの電
子カルテの見直しを行わなければなりません。精神科医療は，

多職種協働，地域移行をキーワードとして，「急性期」と「重

度かつ慢性期」精神科医療，障害者福祉を軸として展開され

ていくことになると考えています。時代の変化に柔軟に対応

し，公共性と経済性の両立を図れるように，ともに頑張りま

しょう。



ボランティア募集始めました 

ボランティア活動内容 

・園芸や花壇の整備 

・院内の清掃，草取り              

・その他（相談に応じます） 

条件 

・高校生以上の方         ＊問い合わせ先・窓口  

・ボランティア保険の加入    県立姶良病院看護事務室 

・病院の規律等の遵守      電話：(0995)65-3138  

 

姶良病院でも，病院ボランティアを募集しました。 

以前，精神科看護経験者の方が患者さんとのコミュニケーションを中心

に行っていましたが，その後しばらく参加して下さる方が途絶えていまし

た。 

今回，精神科の経験が無くてもできる内容でも募集したところ，たまた

ま病院を訪れていた保護観察所の保護観察官の方の目にとまり，現在更生

保護事業の一環として「社会貢献活動」を行っていることから，ボランテ

ィアへの参加を希望されました。 

（このような活動がある事を知り，勉強になりました。） 

活動内容は主に，花壇の清掃（花植え等），草取りになりますが，雨天時

は保護観察所の方で準備した物を行う事にしました。 

第 1回目は，パンジーを植えてもらうように準備していましたが，残念な

がらオリエンテーションの途中から雨が降り出し，切手切りの作業になり

ました。 

今後も，年間計画を立て，患者さん・家族また，ボランティアに参加し

て下さる方双方に喜びが持てるように継続して行こうと思います。 

よろしく 

お願いします 



７病棟活動報告 
 

７病棟は平成 25年 4月より精神科救急病棟となり、慢性期の患者様から急性期の患者様を

受け入れています。設置条件を満たすための取り組みを行ってきた結果、設置基準となる精

神科救急入院料 2を 8月に取得する事が出来ました。 

 

精神科救急入院料 2に係る主な設置基準は、 

・ 24時間 365日救急医療から退院支援まで幅広い患者層の受け入れを行う 

・ 措置入院患者などの非自発的入院患者の受入れが年間の新規患者のうち 6 割以上(任意入

院が 4割を超えてはならない) 

・ 時間外・休日又は深夜における診療件数が年間 200件以上 

・ 新規入院患者のうち 4割以上が入院から起算して 90日内に退院し、在宅・施設へ移行  

・ 隔離室を含み、個室が半数以上あること(当院 48床中 個室 25床 隔離室含む) 

・ 県内における 1年間の措置・緊急・応急入院にかかる新規患者の 25％以上の受け入れ 

・ 当該病棟に入院する 3ヶ月前までに、精神科病棟に入院歴のない患者でなければならない

等、数々の条件が必要となっています。 

4 月から 9 月まですべてクリアする事が出来ました。 

 

  全入院患者 対象入院患者 対象退院患者 対象者退院率 

4月 23(1) 19 12 63.2% 

5月 27(0) 17 15 88.2% 

6月 26(2) 18 12 66.7% 

7月 19(2) 14 11 78.6% 

8月 29(1) 28 25 89.3% 

9月 35(0) 22 16 72.7% 

合計 159(6) 118 91   

（ ）内は措置・応急入院で内数     

現在は H26．2月からの精神科救急入院料１の取得に向けて取り組んでいます。 

またクリニカルパスの導入、退院前訪問を積極的に取り入れており、今後は疾病教育、内

服管理のプログラムを開始していく予定です。 

 

※対象者退院率 40％以上で条件クリア (精神科救急入院料 2) 

※対象者退院率 60％以上で条件クリア (精神科救急入院料 1) 

 
病室                 洗面所 



 

 

今年の秋はメンバーの要望や企画，新しいプログラムに 

挑戦しました。ご報告させていただきます。 

 

 

Ⅰ，ハロウィンパーティー 

１０月３１日にメンバー企画にて『ハロウィンパーティー』を行いました。約１か月前

から『イベント企画委員』と称して数名のメンバーが当日の内容や流れ，仮装の衣装準備

について話し合いを何度もされていました。当日は参加者全員（メンバーもスタッフも）

で仮装し，メンバーが主体となって司会進行を務め，とても楽しくにぎやかな時間を過ご

すことができました。 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ，クラブ活動 

 １１月から『クラブ活動』というプログラムを始めまし 

た。メンバー同士で誘い合い，主体的に自分たちで活動を 

していって欲しいという，スタッフの思いで始めた活動に 

なります。 

現在，『ダイエット』や『切り絵』，『女子茶話会』など 

13クラブが活動を始めています。 

 

 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 

デイケア作：すいぞくかん☆ 

      

ハロウィンパーティー♪ 

 

デイケア作：キウイ✿ 

      



 

 

 

 

 

昨年の 9 月に始まった作業療法プログラム“ステップアップ”の 1 クール目が終了し 

新たなメンバー4 人にて 12 月より 2 クール目が始まりました。プログラムの目的は前回 

と同じで、医師、看護師、薬剤師、精神保健福祉士による講義や施設見学などの外出を予 

定しています。少人数で行うプログラムだからこそ“伝えやすく”“伝わりやすく”“意識 

付けしやすい”をモットーに取り組んでいます。      ※写真は 1 クール目の取り組みです 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12 月 19 日 2 病棟にて“まなびや しゃべりば”が開催されました。今回の担当は看 

 護部門で“セルフケア”について、鶴田副総看護師長に講演していただきました。 

主に体調管理についての内容で、実際に参加者の方に前に出て来てもらい、普段の手洗

いでどれほど汚れが落ちているか検証をしました。手洗い後、直接講師の方から指導をも

らっており、普段の手洗いを見直す良い機会となったようでした。 

次回は平成 26 年２月 20 日（木）、栄養士より「栄養について」のテーマで実施予定で

す。多くの参加をお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

陶芸活動の作品作りの一環で“植木鉢” を作成しています。型枠を使用 

することで容易に成形でき、自分好みの色になるように釉薬(ゆうやく)を 

かけて焼き上がりを待ちます。そして焼き上がった植木鉢に、丈夫で比較 

的育てやすいポトスを植えています。作成者は自分で作った植木鉢、植え 

たポトスを見て笑顔。退院の時に持って帰っています。 

 

  お蕎麦屋さん

に行きました 

薬は自己管理 

会計も一人ず

つ行いました 

寺山公園にも

行きました 

綺麗な景色に

心が癒されま

した 

多くの方が参加されました

た 

 

洗い残しがないかチェック 

 

実際に手洗いを行いました 

 



                

 

～塗り薬について～ 

 

乾燥した季節になりました。乾燥肌や手荒れ、湿疹などの症状で塗

り薬を薬局や薬店で買った方もいらっしゃると思います。薬を見てみると、同じ名前の薬

なのに、「軟膏」や「クリーム」などがあることに気づかれたことはないでしょうか。 

気にされる方は少ないと思いますが、これにはちょっとした違いがあります。 

そこで今回は、塗り薬の種類について説明したいと思います。 

 

 

軟膏 

ワセリンなど油脂性の基剤に薬の成分を加えたもので、患部を保護す

る力が強い特徴があります。刺激が少なく、やけどやかさぶたのついた

患部など幅広く使われます。 

欠点としては、べたつくところです。 

 

クリーム 

油脂性の基剤に水と界面活性剤を加え薬の成分を加えたものです。軟

膏のようにべたつかず、伸びが良いため塗りやすいのが特徴です。 

また、水に溶けやすいことから簡単に水で洗い流すことができます。

カサカサした患部に適していますが、刺激があるので傷があるとしみる

ことがあるので注意が必要です。 

 

ローション 

（液剤） 

液体であるこの薬は、アルコールが含まれている製品が多く、軟膏や

クリームより患部への吸収が速いという特徴があります。 

また、頭部などの毛髪の生えている箇所にも使用できます。 

欠点としては、クリームよりさらに刺激が強く、乾燥させる力が強い

ことです。そのため、皮膚が剥がれてしまっているような場所には適し

ません。 

 

一般的に、べたつくのが気にならない方や皮膚の弱い方は、クリ

ームより軟膏のほうが無難です。 

また、薬の持続力（効き目の長さ）は“軟膏＞クリーム＞ローシ

ョン（液剤）”の順となり、薬の浸透力（皮膚にしみこむ力）は“ロ

ーション（液剤）＞クリーム＞軟膏”の順となります。 

 

塗り薬を購入される際、今回のお話を参考にされてみてはいかがでしょうか。 



連載～リレー随筆～

６病棟 M

リレー随筆，ついにまわってきてしまった？６病棟＞＜

一体何を書けば良いのか困ってしまいました。ですがぁ，書かなきゃいかん。と言う

訳で 最近，私が感じたことについて書いてみたいと思います。

ちょっと暗い話になってしまいますが，先日私の仕事仲間だった友人が一足先にあ

の世へ旅立ってしまいました。まだ，４２才という若さでした。未だに，嘘のようで

す。原因は病気でしたが，突然の訃報に「声も出ない」とはこのことでした。主人と

二人で，彼女の想い出にひたりながら これからの私たち そして私自身について一

思案してみました。

今まで，家族に対して また私のまわりにいる人々みんなに私はどんな風に接して

きたのだろう，いつもどんな言葉をなげていただろう，そんなことばかりが頭の中に

浮かんできました。そんな中，スガシカオさんの曲が主人の車

で流れてきました。

スガシカオってだれ？ 皆さん知っていますよ。ＮＨＫのプ

ロフェショナル・仕事の流儀 あれで流れるそうあの曲，あれ

を歌っているシンガーソングライターです。

はっきりいって，彼のＣＤを真面目に聞いたことはありませ

んせした。でも，その中に入っている，「７月７日」と言う曲が

今の私の気持にピッタリな気がしました。

「僕たちは 遠い空から来て また明日ここで会えるのだろう

か 一人きりで君を待っているのはイヤだよ 夜に食い殺されてしまうよ 言葉なん

か並べたって 君に届かないから 破裂してしまいそう ねぇどういいのだろ？ 夜

のはずれで 星がゆれている・・・ 余計なこと 何も知りたくない 夜のヤミ

でそっとぼくらを隠して･･･ サヨナラはいつかやって来るから 手を振るのは その

時一度だけでいい 叫んでもぼくの声が 君に届かない時 明日をまてばいいの？

ねぇどうしたらいいのだろう？ 風がクスクス僕を笑っている」ってこんな歌詞です。

この曲を聴いてこれから，私の生き方 いろんな意味で今日

からやりなおそう。そう想っちゃいました。だれでも人生は一

度きり，みなさんも毎日の何でもないように感じる ちょっと

したしあわせを大切にしてください。

だれにだってサヨナラがいつやって来るかわからないから。

私も，そんな人生にしたいな。 彼女の分まで・・・

そんなことを考える今日この頃です。



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 

あけましておめでとうございます。 

皆さん どのような年末・年始を過ごされたでしょうか。 

今年の干支は「午（うま）」 

皆さんにとって今年が飛躍の年となるように，そして幸運が駆け込んでくる一年と

なることをお祈りいたします。 

 

（経営課 S･H） 


