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病院理念：安らぎと幸せを

ご挨拶

副院長 竹之内 薫

平成 25 年 4 月 1 日姶良病院の副院長を拝命し，早
１年が過ぎました。

それまでは病院全体の経営等に係る会議に出るこ

となく，臨床に従事していましたが，経営会議等で

具体的な経営の数字を見るにつけ，県病院全体では

厳しい状況にあることが実感できました。

また，医療観察法病棟の担当となり，対象者の治療に専念してきました。重

大な事件を起こした対象者の対象行為への内省を含め，治療の難しさを感じて

います。

先日，県内の医療観察法指定通院医療機関の関係者や，保護観察所の調整官

との意見交換会を当院で開催しました。その中で一見治療に乗って退院した対

象者が，病識のなさを改めて露見し，通院先での治療が滞っている事例の報告

があり，入院中の治療の在り方の見直しが必要であると考えさせられました。

医療事故対策委員としても活動してきましたが，医療の現場を含めどの職場

でも安全は存在しない，リスクのみが存在

するとの自覚がさらに深まった気がしま

す。

インシデント・アクシデントの報告を参

考にして，ヒューマンエラーはどのように

発生するのか，そのエラーを回避するには

どのような対策を講じないといけないか

模索が続きそうです。

先日，産業医取得のための研修会を，自

治医科大学で受講してきましたが，医療の現場は，元々異常事態の病気を扱う



場であり，普通の職場と比べリスクが多いという元管制官の講師の発言があり，

さらに実感した次第でした。医局の報告のなさも改善していかなければならな

いと思っています。

この 4 月 1 日より精神保健福祉法の一部を改正する法律が施行されました。
今までの法律では医療保護入院時には，保護者の同意が必要でしたが，今後

は家族のうちいずれかの者の同意が必要となりました。家族の入院への意見が

分かれた時の対応が苦慮されます。さらに夜間，休日の急患として来院した患

者の対応にも苦慮する場合があるのではと危惧しています。

また，市町村長同意の見直しもあり，家族等が存在しているが，入院に反対

している場合や，反対はしていないが同意することを拒否している場合には，

市町村長同意を行うことができなくなります。

さらに，医療保護入院者の退院後生活環境相談員を選任配置することも決め

られました。精神保健福祉士のほか，保健師を含む看護職員，作業療法士，社

会福祉士として精神障害者に関する業務に従事した経験を有する者などが当て

はまります。

医療保護入院者退院支援委員会に関する業務も増大することとなります。当

院の精神保健福祉士が現在不足している中で，全ての職種で協力していかなけ

ればならない状況です。

平成 26 年 4 月の診療報酬改定により，向精神薬の多剤処方について精神科継
続外来支援・指導料はカット，処方箋料，処方料，薬剤料に関しては減算され

ることが平成 26 年 10 月より開始になります。睡眠薬と抗不安薬は 3 剤以上，
抗うつ薬と抗精神病薬は 4 剤以上使えない状況となります。今まで漫然と多剤
併用がなされてきたことに対する警告となり，適切な向精神薬使用につながり，

これを契機に処方の見直しをするいい機会ととらえるべきと思われます。

以上とりとめなく述べてきましたが，私事としてどうも数年前より血圧が上

がっており，同級生の循環器医師に相談し，一昨年より血圧の薬を飲むことに

しました。おかげで少し下がって何とかコントロールしていますが，毎日薬を

飲む大変さを感じています。時に朝飲んだか忘れることもあり，患者さんには

しっかり飲むよう説明していますが，自らも反省している今日この頃です。若

い頃と違い無理がきかない年齢となり，健康管理には気をつけ職務に励みたい

と思います。



退職に寄せて退職に寄せて
平成26年3月31日付けで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
稿をいただきました。
新任地・退職後のさらなるご活躍を祈念いたします。

畑 幸宏 地域医療連携室長 兼 第一神経科部長
平成 21 年 4 月から 5 年間勤務させていただきました。こ

の間，上山先生，山畑先生をはじめ，たくさんの先生方に

助けていただきながら，いろいろな症例を担当させていた

だき，精神保健指定医を取ることができました。また医療

観察法病棟のスタート，電子カルテの導入，東日本大震災

後の宮城県女川町での被災者支援等，その時期にここにい

なければ経験できなかったことも多かったように思います。

さらに“多職種で患者さんにあたる”とはどういうことな

のか，勉強させていただいた 5 年間でもありました。コメ
ディカルのスタッフの皆さん，本当にありがとうございま

した。これからも，よろしくお願いします。

伊地知 明 第三神経科部長
平成 24 年 4 月から 2 年間姶良病院に勤務させて頂きまし

た。平成 26 年 4 月からは谷山病院に勤務する予定です。
姶良病院では，mECT 治療の効果やクロザリルの効果，

スーパー救急病棟や医療観察法病棟の治療についてなど，

他の病院ではなかなか触れることのできない領域について，

たくさん勉強させてもらいました。精神科医を 10 年やって
きましたが，姶良病院にきて，精神科の難しさ，奥深さを

改めて患者さんに教わり，自分の未熟さが身にしみて，時

には落ち込み，時にはパニックを起こすことも多かったで

す。みなさまにはたくさん迷惑をかけたと思います。

そんな中で，山畑院長，竹之内副院長をはじめ，先輩医

師からのご助言やご指導もたくさんいただき，助けられま

した。また，看護師や心理士，精神保健福祉士，作業療法士などたくさんの優秀なス

タッフに支えられ，なんとかかんとか 2 年間歩いたり，走ったり，立ち止まったり，
逆戻りしたり，迷走しながら完走することができました。精神科医として，貴重な 2
年間であったことは間違いないと思っています。

今後も鹿児島で精神科医療に携わっていく中では姶良病院は切っても切り離せない

病院ですので，今後ともたくさんお世話になることと思っています。

今後も処遇困難な患者様を紹介する機会も多いと思いますので，どうか皆様怒らずに，

苦笑いしながら「しょうがないな～」と温かい心で入院させて頂ければと思います。

最後に，2 年間本当にお世話になりました。ありがとうございました。姶良病院の
理念「安らぎと幸せを」を心に刻み，今後も精進していこうと思います。さようなら。



川崎 和代 副地域医療連携室長
保養院時代の敷地内にあった県立看護学校を卒業して，県

に入職してから数十年の月日が流れ，平成 26 年 3 月 31 日付
けで無事に定年を迎えることになりました。
看護学校時代，当時の院長兼学校長でもあった佐保先生の

精神科疾患講義は度々講義が中断（農場でとれた収穫物を患
者さんが院長先生に見せに来るため）して食後の眠気を吹き
飛ばしてくれたこと，運動会には学生も鼓笛隊として参加す
ることが義務づけられており笛を吹きながら行進していたこ
となどが懐かしく思い出されます。
保養院から姶良病院へと名称も変わるなか 1 回目が 13 年

間，2 回目が 3 年間で通算 16 年間勤務させて頂きました。
卒業してから 10 年経て訪れた勤務地は，学生時代と変わら
ず満開の櫻に出迎えられ，同じような穏やかな空気が流れて
いました。

最後の 3 年間は，多職種とかかわる業務のなかで医療にかかる諸制度や社会資源・
年金・福祉について学ばせてもらったり，教えて頂いたり大変有意義でした。長い間
本当にありがとうございました。
多くの方々に支えられて今日まで仕事をさせて頂きましたことに感謝致します。
最後に姶良病院の益々のご発展をお祈り申し上げます。

中尾 喜代美 技術主査
37 年間長かったのか短かったのか，今になってはわかりま

せん。鹿屋，姶良，大島，北薩病院で勤務させていただきま
した。どこの勤務先でも同僚はじめ上司，事務の方々に支え
られ助けられ無事にこの日が迎えられた事に感謝していま
す。
「私は幸せ者だったなあ」と思っています。子育て夜勤で

子供の預け先がない時「うちに連れておいで」と言ってくれ
た同僚。夫が倒れ介護が必要になった時，自分自身が手術す
る時「何でも相談しなさい」「手術の日は付き添いましょう
か」と言って下さった上司。「困った事はないですか？書類
は送りました」と度々連絡をくださった事務の方々に感謝し
ます。
どこの病院でもＤｒが朝早く来て「おはよう」と声をかけ

て下さいました。深夜勤でその声を聞くと「夜が明けた」「も
う安心」とほっとしたものです。院長が毎朝隔離室の患者さんにおはようと声をかけ
て各病棟を回られますが，患者さんもほっとし安心していると思う事や北薩病院では
月曜日の朝「また 1 週間頑張りましょうね」と人工呼吸器を付けた患者さんに声をか
けているところに遭遇し涙したことなど看護学生によく話したものです。
今後は趣味である夫の介護と生き甲斐であった仕事を少々，1 日 1 日を大切に楽し

んでいこうと思っております。姶良病院での通算 24 年間本当に有り難うございました。
最後に姶良病院の益々のご発展をお祈り申し上げます。

山口 キミ子 技術主査
今思うと長い様で短かかった 36 年間でした。
県職員としてのスタートは，姶良病院の前身保養院から始

まり，9 回の転勤を繰り返し，昨年の 4 月に 3 回目の姶良病
院へ赴任し，今回自己都合にて少し早いですが終止符を打つ
事にしました。
これまで一般科の病院へ 25 年間，精神科に 3 回で 11 年間

の看護人生でした。
保養院に就職した時は，職員も患者さんも全て自分より年

輩の方々ばかりで「子供の看護婦さん」と言われ，患者さん
達に教えて貰った事が多かったと思います。
今では，すっかり職員も後輩や若い患者さんが増え歳月の

長さや年月の重みを感じています。
しかし，36 年前受け持った患者さんが現在も入院中で，会

いに行くと何時も笑顔で迎えてくれます。姶良病院の歴史の様な気がして嬉しい様な
悲しい様な複雑な感じです。

100 歳の長寿の方から 0 歳児の胎児・新生児まで幅広い年齢層の患者さんに携わっ
てきました。そして沢山の偉大なる先輩や頼もしい後輩の皆様に出会えた事は私の人
生の「財産でかけがえのない宝物」です。
これからは，毎日小さな目標を持ち第二のスタートをさせていきたいと思っていま

す。
36 年間本当に本当にお世話になり書面では書き尽くせない程感謝しております。

有難うございました。お陰様で 3 月 31 日で県病院を卒業になりました。
ー笑顔同封ー 3/19 最後の深夜勤務にて



病棟活動報告６病棟 

 

 ６病棟は平成２５年度，男子・女子開放病棟が１つになり姶良病院として

は，初めての男女混合開放病棟となりました。 

 ４月の時点では，初の試みだっ

たため，期待と不安とが入り交じ

った状態での出発となりました。 

 しかし，開放病棟らしく，７月

には七夕会でそうめん流し，１０

月の野外レクでは鹿児島水族館

での楽しいイルカショーの見

学・館内のレストランでの昼食，１２月には家族会・勉強会・そして家族を

交えてのクリスマス会でのケーキのデコレーション・スタッフによる着物を

着ての飛び入り歌謡ショーと，様々なイベントを計画し，実行に移すことが

できました。  

 普段は見ることのできない患者様の素敵な笑顔・明るい声に，スタッフの

心も癒やされるひと時でした。 

 １月の初詣，３月の花見会はインフルエンザ等の流行などにより，中止と

なってしまいましたが，来年度は，さらなるイベントに挑戦するがごとく，

６病棟スタッフ一同今後とも頑張って行く所

存でございます。 

 

 見かけられたら，声をかけて下さいね。 



 

 

平成 26年も始まり，メンバーの要望や企画により，新しい 

プログラムに挑戦している日々です。 

少しではありますが，ご報告させていただきます。 

 

Ⅰ，凧揚げ大会 

 年始に凧揚げ大会を行いました。新聞紙で手作りしたもので，参加されたメンバーは 

寒い強風の中でもグランドを走り回りながら，凧揚げを楽しんでいました。 

『子供の頃を思い出した』と素敵な笑顔で感想を述べられたのがとても印象的でした。 

 

 

 

 

Ⅱ，チェロ演奏会（ボランティア） 

 1 月にメンバー企画にて，ボランティアによるチェロ演奏会が開催されました。少しの

時間ではありましたが，生演奏でとても迫力があり，感激されたメンバーも多数いらっし

ゃったようです。 

 

Ⅲ，運動会         2月にはメンバー企画による運動会が開催されました。 

約 1か月前から企画委員に数名のメンバーが立候補され、 

種目や内容を何度も話し合っていました。 

当日は参加者も多数で、大玉ころがしや風船割り競争， 

パン食い競争，フォークダンス，全員リレーなどさまざ 

まな種目を楽しみました。 

終了と同時に『第 2回目も開催したい』との意見も聞か

れ，近いうちに『第 2回運動会』が開催されるかもしれ

ません。 

 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：運動会＆優勝旗✿ 

      

凧揚げ大会♪ 

 

デイケア作：くま☆ 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨年 12 月に始まった“ステップアップ 2 クール目”が終了しました。1 年以上入院 

している方を対象に“退院へのきっかけ作り”“少しでも退院のイメージが持てる” 

“退院後の生活がイメージできる”ことを目的に前回同様、医師、看護師、薬剤師、精神 

保健福祉士による講義やグループホーム見学、地域にある飲食店への食事などを行いまし 

た。講義では講師へ素朴な質問を行い、グループホーム見学では施設のルールや生活の仕 

方などを世話人に詳しく話を聞くことができました。外食では“店員さんに席をお願いす 

る“ことから始まり、“店員さんを呼んで注文する”“お薬を飲むために水を頼む”“お会計” 

までメンバーひとりひとり行いました。 

プログラムを振り返り「色々な話を聞けて、外出もできて、凄くためになりまた」と 

メンバーの声も聞かれ、話を聞く、実際に見る、実践することが大切と感じました。 

 

 

今ここプログラムは、テーマトークをする活動です。 

テーマとして用いているものは、WRAP（Wellness Recovery Action Plan：元気回復

行動プラン）というメンタルヘルスの領域で使われているプログラムを参考にしています。

たとえば、「元気でいるために毎日すべきことは？」「注意サインと行動プラン」などです。

テーマはいろいろですが、みんなで元気で豊かな生活をおくるためにどうすればいいか？

を考える時間になっています。テーマトークでは、指名されることはありません。聞いて

もよし、話してもよし、自分なりにどうすごすか選択することを大切にしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

どれにしようかな 自分でお会計 おいしく食べました 



                

 

～花粉症と治療薬について～ 

 

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。そこで，

今回は花粉症と治療薬について紹介します。 

 

花粉症とは 

花粉症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 

抗ヒスタミン薬の主な副作用に眠気があります。症状は個人個人で異なりますので，効果

と副作用をご自身で確かめながら，薬が合わない場合は医師と相談して他の薬へ変更してみ

るなどして自分に合った薬を見つけて下さい。 

 

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，内服（舌

下投与）による治療薬が近々保険適応になります。発売日

は未定ですが、治療の選択肢が増え花粉症の方には朗報だ

と思います。なお、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。 



～栄養管理室～ 

食べ物による窒息事故に注意しましょう 
 

のどで食品が気道をふさぐと，自分の力で出せなくなってしまい大

きな事故につながります。事故を防止するには，窒息の危険性の高

い食品や食べ方等について日頃から理解を深めることが大切です。 

◎窒息事故が発生した食品例 
かみ切りにくい食品，粘り気の強い食品，口の中に入る食品などはつめこ

みすぎると窒息しやすい食品です。食べるときは十分注意しましょう 

（食品例）もち・ご飯・飴・パン・寿司・お粥・りんご・団子・ちくわ・肉・

バナナ・こんにゃくゼリーなど 

◎食べ方による窒息予防 
１ 食べる前に食べやすい大きさに切る。一口の量は無理なく食べられる

量に 

２ 急いで飲み込まず，ゆっくりとよくかみ砕いてから飲み込む 

３ 食べ物を口に入れたまま，話をしない 

４ 食事中に他の人を驚かせるような行動をしない 

５ 食事中は，食べることに集中する。途中で席を立ったり歩き回らない 

６ 窒息の危険性があるおやつ等は購入しない。 

こんにゃくゼリー等は弾力性があり，咀しゃく力の弱い方はのどにつまるこ

とがあるので避ける方が無難です。 

おやつを購入する際は，商品に記載されている警告マーク，注意書き等をよ

く確認しましょう 

 

そのときの体調等によっては，いつも食べてなんともなかった食べ物でも

のどにつまることもあります。「自分は大丈夫だから」と過信しないこと

も大切です 



連載～リレー随筆～

５病棟 匿名希望

リレー随筆。この時が来てしまいました。確か前回もこのような書き出しだったかと．．．

何かいい題材はないか？無趣味な私には，これと言って題材に出来るような物はなく

ありがたい言葉でもお裾分けできないかと本屋に向かいいろんな本を物色致しました。

その中から一つみつけた，ちょっといい話をお裾分け致します。お口に合いますかど

うか．．．

春の魔法

間もなく春を迎えようとする，ある晴れた日。

男はニューヨークで浮浪者を見かけました。

その浮浪者は首に「I am blind.」と書いたものを
掛けて物乞いをしていました。

「そうか。彼は目が見えないのか．．．」

しかし，通行人は誰ひとりとして彼にお金をあげま

せんでした。素通りです。

かわいそうにと思ったその男は浮浪者に近づき，浮浪者が首から掛けていた

「I am blind.」という文字を書き換えそして別れました。
それから暫くしてその浮浪者は異変に気づきました。

「おかしい．．．」それまでは誰ひとりお金を恵んでくれなかったのに

あの男に出会ってから今度はすれ違う人，すれ違う人恵んでくれるようになったの

です。

物乞いのお椀にはコインがあふれ，人々が同情の声まで掛けてくれるようになった

のです。

あの男は運なのか？ あの男は魔法使いなのか？

実は男は「I am blind.」という言葉をこう書き換えていたのです。

「spring's coming soon. But I can't see it」

たった一言でも相手を笑顔に出来る。言葉の表現で嬉しく

もなり悲しくもなる。

言葉って大切ですね。



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 

新年度が始まりました。皆さんの周りでも，新しい環境の中でスタートを切った方

がいらっしゃることと思います。 

当院においても，異動等によりそれぞれのセクションの顔ぶれが変わり，また新し

い気分の中，昨年度に引き続き効率的な運営を図りながら，さらに充実・安定した一

年になればと節に望みます。 

 

（経営課 A･I） 


