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病院理念：安らぎと幸せを

「雑談を看護に活かす」

総看護師長 下野義弘

皆さんはこのような体験はないでしょうか。看護師をしてい

ると名乗ると，たいていの人は「それは大変な仕事ですね」と

言います。何が大変かというと，三交代で夜勤があるというこ

と。次に他人の「下の世話」をしなければならないこと。さら

に血を見たり触ったりしなければならないことなどさまざまです。

しかし，精神科に勤めていると伝えると，なんとも複雑な表情に変わる。「それはそ

れは・・，（少し間を置き）大変ですね・・」と返ってくる。頭(or こころ)が病気の場
合は，看護って何をするのかイメージが湧きにくいのかもしれない。患者は話が通じ

るのか，怖くないのか，何を考えているのか分からない等々。

働いている方も，精神科での看護は何をしているのかと問われ，返事に困ってしま

うことが多い。実際，毎日忙しい思いをして働いているのに，記録を書く段になって，

一日何をしていたのだろうかと振り返って記憶をたどらないと書けないことが多い。

「最近調子はどう？」と聞いたのに返事がなかった。入浴のとき着替えるように促し

たのに従ってくれなかった。食事の度に，薬をちゃんと飲んだかどうか，飲んだふり

をしたので注意した。また場面によっては根も葉もないことで怒られた等々。「病気と

しての捉え方」，「患者対応の難しさ」，など日常的に経験される「色々なむずかしさ」

を目の当たりにすると，はたしてこれが看護師としての仕事といえるのか悩んでしま

います。

しかし，よく考えてみると本人にとっては「むずかしいこと」なのに先輩方は同じ

事柄を難なくこなしているという場面を多く見かけます。精神科看護では患者さんと

の人間関係作りが急性期・慢性期時の対応に経験が大きく作用することは否めません。

毎日の関係作りの入り口として朝の検温測定があります。その時「眠れましたか」，

「ご飯食べてますか」，「薬飲んでますか」などと聞いていませんか。このような“ド

リフターズ的会話”では適切な看護アプローチを行っているとはいえません。患者さ

んを「わかる」ためには，一般的に幻覚妄想などについて学ぶ「知識的理解」，経験に

よって症状の変化と行動の変化の関連を予測できる「体験的理解」そして，苦しみや

悲しみに至った状況に思いを馳せ共振れしながら共感的理解を示そうとする「感性的

理解」があります。

その基本としてハインツ・コフートは人間にとって一番大切なのは「自己愛」と述

べています。自己愛と聞くと自己中心的な認識を持ちやすいですが決してそうではあ



りません。我々が他者を愛することができるのも自己愛の発展形として捉え，自分を

大事に思う気持ちは人間の基本であってそのベースをどう成熟させていくかというこ

とが一生の課題であると述べています。自己愛は一生を通じて鍛えられて成熟度を増

して行きます。患者さんへの感性的理解や対他的配慮は成熟した自己愛によって可能

となるわけです。この自己愛の成長にとって非常に重要なもの，それは「自己対象

（患者さん）との出会い」です。例えば赤ん坊にとってはお母さんが自己対象です。

自分の延長線上にある他者だけれど自分の理解しようとしている一部と理解していい

でしょう。その自己対象との関係性を通じて，その自己対象の持っているいろんなコ

ミュニケーション能力や障害，表出される感情（表出されない感情），社会性などを学

んでいくことが自己愛を成熟させるために不可欠です。その関係性をスムーズにする

のが患者さんとの雑談力だと私は考えています。齋藤孝さんも「雑談とは，会話を利

用して場の空気を生み出す技術のこと。会話と言うよりも，“人間同士のお付き合い”

に近い」と述べています。

とは言っても毎日の日常のつきあいの中ではどのようなことが雑談として成立して

いるのでしょうか。会話は「要件を伝える会話」と「それ以外の会話」に分けられそ

うです。前者には「コーヒーを一つください」のように中身も意味もありますが，要

件を伝えるだけでは雑談にはなりません。近況を聞くときのように「調子はどう？」

といった「中身がない・意味がない」ことに意味があります。「雑談＝中身のない無駄

ばなし」は正解ですが，「雑談＝必要のない話」とは違うようです。このように考える

と雑談は「中身がない」からこそする意味がありそうです。それでは患者さんとの朝

の挨拶ではどうでしょう。「おはようございます。よく眠れましたか」だけで終わって

いませんか。＋α「夕べのナイターは前田健（広島）の圧巻の三振ショーでしたね」

を付け加える，たった５秒の＋αの挨拶以外の言葉があるだけでお互いの相手に対す

る感情は大きく変わってそれまでの「患者－看護者関係」が，それ以上の存在になり

そうです。

その時この話をすると間違いなく盛り上がるという話題。いわゆる相手限定の「鉄

板ネタ」を持っているということが雑談を活発にしそうです。相手の興味のあるも

の・好きなものを意識しておぼえておく。これは非常に雑談の役に立ちそうです。多

分患者さんとの関係を良好に保っている先輩看護師はこの雑談を会話や関係の潤滑油

として活用しているのではないでしょうか。

医療をスムーズに進めるためにも雑談を交え主導権を患者さんに譲りながら上手く

コミュニケーションを図るのが特に精神科看護の仕事として必要なのかもしれません。

それでは皆さん，明日からの＋αの構想をお捻りください。



　5月２８日（水）に，今年度の「ふれあい看護体験」を
開催いたしました。

　当院は，地域の民生委員児童委員の皆様に
支援していただくことが多く，「ふれあい看護体験」に
参加していただいております。

　姶良市の民生委員児童委員１６７名の中から新しく
任命された１７名の参加がありました。

　山畑院長より病院の概要や取り組みについて説明
がありました。

　下野総看護師長より家族の対応について
わかりやすい説明がありました。

　病棟や作業療法棟などを見学していただき，
病院の取り組みを具体的に説明いたしました。

６病棟見学 作業療法棟見学

活発な意見交換会
　意見交換会では，「地域活動の参考になった」
「自宅で生活するには服薬を継続することの
大切さがわかった，認める関わり方が必要」
「病院に対する偏見があったが払拭された」
「見学で作業療法の熱い思いを若い職員から
聞くことが出来た」などたくさんのご意見を
いただきました。
また，職員の異動や看護師のリフレッシュ
方法についてのご質問もありました。

　このような事業を通して，地域の皆様と連携を
深めていきたいと思っております。

ふれあい看護体験を開催しました



活動報告 3病棟 
 

 3病棟は、平成２５年４月より男子開放病棟から閉鎖病棟となりました。 

開放病棟から閉鎖病棟になり戸惑いもありましたが、限られた環境の中でリハ委員を中心にクリ

スマス会、花祭り、病棟レク、園芸など気分転換および季節感を感じられるような活動を行ってい

ます。現在は、旧１病棟と 2病棟の間の中庭に 

 “３病棟農園”通称ふれあい農園 があり、 

ジャガイモ、サツマイモ、ヘチマ、ゴーヤ、稲などの栽培を行っており患者さんと試行錯誤しながら 

その成長に患者、職員ともに癒されています。 

また、毎日のミニカンファを通し、情報交換を行うことで患者さんの退院へ向けて積極的に取り組

んでいます。 

 

私たちの農園の作物を紹介します。

  

 

収穫祭待ってるよ 

ひのひかり早期米 別名やすらぎ米 

べにさつまとごーヤ 

クリスマス会 



 

 

平成 26年度がスタートしました。 

今年もデイケアの畑や花壇にはメンバーたちの手

で植えられた花が咲き，野菜が実り始めています。 

数年前に植えられたキウイは昨年に続き，今年も実

をつけ，メンバーからは早くも収穫時期について『い

つ頃がいいかなぁ』と話題があがっています。 

 

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が，

外来にもミニカレンダーを展示することとなりました。 

メンバーのアイディアで季節を感じられる素敵な作品に仕上がっていると思います。 

 

夏に向かって、『すいか割り』や『そうめん流し』などのイベント企画もあり，ま

た院外活動などの要望もいろいろあがっています。 

 

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 

 

 

 

 

 

＊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。

 

デイケア作：フラワーアレンジ✿ 

各テーブルを彩っています♪ 

 

デイケア作：キウイ 

今年もたくさん実っています❤ 

 

デイケア作：いちご 

今年も生りました☆ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6月２６日木曜日、集団療法棟・視聴覚室にて平成 2６年度 第６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、部門が競い合いました。 

 

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☆ 3病棟 

２位 デイケア 

3位 7病棟 

4位 5病棟 

5位 8病棟 

6位 6病棟 

屋外で行うグラウンドゴルフに対し、ソフトグラウンドゴルフは室内で行う活動です。

通常のグラウンドゴルフと違い、距離が短いためホールインワンが狙いやすいコース設定

となっています。また、坂道や目隠し、障害物が設置してあったり、壁に当たると OB で

＋１打のペナルティとなったりするため、ホールインワンを狙うための戦略を考える必要

があることが大きな特徴です。ルールにはホールインワンで―2 打のボーナス、またコー

ス設定でホールポストの上にボールが載ることがあり、－4 打のプレミアムというボーナ

スがつくようになっており、力に左右されずに優勝できるチャンスがあります。ソフトグ

ラウンドゴルフは木曜の午前中に視聴覚室で行っています。ゲーム感覚で楽しめて軽い運

動にもなるので、ぜひ参加してみてください。 

 

 

 

 

 

 

 

優勝した３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

に携わったスタッフの方々、本当

にお疲れ様でした。 

 

プレミアム！！ 
ショートコース！ 

を紹介します！ 

 



 

 

 

薬物乱用と合法ドラッグについて 

 

 

6 月 26 日は「6・26 国際麻薬乱用撲滅デー」に指定され，こ

の日を中心に国や都道府県，薬物乱用防止ボランティア団体等

は，全国各地で（薬物乱用は）「ダメ。ゼッタイ。」普及運動を

行っています。今年５月に某有名歌手が覚せい剤や合成麻薬の

所持と使用の容疑で逮捕されたことはまだ記憶に新しく，最近

は，合法ドラッグなどと謳って危険な薬物がインターネット等

を介して販売され，それを使用した者が事故や事件を起こすな

ど社会問題化しています。 

そこで，今回は薬物乱用と合法ドラッグについてお話ししたいと思います。 

 

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。 

 乱用される薬物は，麻薬及び向精神薬取締法など麻薬４法と言われるもので規制されて

いる麻薬，あへん，覚せい剤，大麻の大きく４種類があります。 

これらの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，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。 

 

合法ドラッグとは 

「脱法ドラッグ」あるいは「違法ドラッグ」とも呼ばれるもので，これまで法律に基づ

く取り締まりの対象になっていませんでしたが，麻薬などと同様の効果をもつ薬物です。 

「合法ハーブ」や「お香」，「アロマオイル」「アロマリキッド」「バスソルト」「ビデオ

クリーナー」などと称して，インターネットなどを通して販売されています。 

幻覚作用を有しており，使用すると意識障害や嘔吐，けいれん，呼吸困難等を起こすこ

とがあります。また，異常行動を起こして他人に危害を加えたりすることもあります。依

存性があり，使用するとやめられなくなってしまうのは他の薬物と同じです。 

この合法ドラッグと呼ばれるものは麻薬４法の対象とならなかったため取締りが困難で

した。しかし，厚生労働省が薬事法を改正し，これらの薬物に規制をかけ，取締りができ

るようになりました。 



 

法律を破っていないと謳っているものでも危険なものはたくさんあります。薬物は 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。 

薬物乱用は「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。 

 



 

  ～リハ あん～ 
 

3年ぶりの姶良病院。仕事がきちんとできるのか不安な気持ちと懐かしい方々に会える楽

しみが入り混じっていた。 

仕事を始めて多くの変化点を感じた。電子カルテ導入。救急病棟の開棟。病棟の改編。

様々な変化にすぐに適応するのは難しいところもあった。 

まずは電子カルテ。電子カルテは覚えたらやりやすいと耳にしているが，

まだまだマニュアルを何度も確認したり，近くのスタッフに何度も聞いた

りとなかなか苦戦している状況。一度間違えると修正が難しいため緊張も

高まる。しかし電子カルテ導入により，対象者の情報をすぐに把握できる

点がとても有難いことを実感している。 

先日救急病棟にて活動を担当させて頂いた。急性期病棟ということもあ

り緊張感でいっぱいだったが，長期入院されている方々とは違う雰囲気を感じた。仕事や

家族についての話題もあり，社会を身近に感じる病棟だと感じた。救急病棟以外の病棟も

変化しており，何病棟がどんな病棟か混乱することもあった。3年前とはスタッフや患者様

も入れ替わり，担当病棟以外の方はまだまだスタッフや患者様の名前や顔がわからないこ

ともある。しかしときに懐かしい方々にお会いし，声をかけてもらい，元気を補充させて

もらっている。 

話は変わるが，６月 17日から 20日までWFOTが横浜に

て開催された。世界 60か国の作業療法士が約 5,000名集ま

り，臨床経験や研究について発表が行われた。今回姶良病院

からは個人休暇を利用して 4名のスタッフが参加し，国際交

流を体験し，知識を深めた。臨床の現場にいると目の前のこ

とに捉われがちだが，作業療法の理論について再び振り返り

知識を深める必要があると気付かされた。リフレッシュする

よい機会になったようだが，新しい風をいれつつ現場とすり合わせ知識・技術の向上に努

めたい。 

 



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。 

４月に編集担当を引き継ぎはじめての「やすらぎ」を発行することができました。 

これからいよいよ本格的な夏が訪れます。今年も，猛暑になりそうです。 

暑さに負けず頑張りましょう。 

 

                               

（総務課 T･H） 


