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病院理念：安らぎと幸せを

病院内での「安らぎと癒やし」を求めて

事務長 久保英美

近頃，施設の環境整備に力を入れる医療機関や

福祉施設も増えてきています。特に患者さんに対

する気配りなのか花壇等の整備により多くの花や

植物が見られる医療機関もあります。

遅まきながら，当院でも職員有志のボランティ

アグループ「 AFT(農業と花づくりチーム )」別称
「園芸部」が昨年８月に発足し，病院を花いっぱ

いにしたいとの思いで活動を行っております。

これまでも一部の外来・病棟看護師さんが活動

してきておりましたが，それを少し拡大・組織化

したものとなっております。

○活動内容は

・月１回（第４火曜日）の合同活動で花壇の草取りや花苗植え

・当番制による花への水・肥料遣り

・外来に飾る「活け花」づくり

・その他個人活動(不定期の草取り等)

活動の結果，昨年まで荒れていた花壇には７月時点では，ひまわり・水

仙・ダリア・コスモス・ガザニア・リアトリス・ユリ等の花のほか，ニガ

ゴリ・トマト・スイカ・冬瓜も植えられていました。

患者さん等が，活け花や花壇を見て「花が

綺麗ですね」「癒やされますね」とか「あの

スイカの手入れでは実は大きくならないか

ら○○という肥料をやるべきだ・・」とか話

しあったり，看護師さんへ話しかけていたと

聞いています。患者さんや訪問される方の話

題に上がるだけでも嬉しいことです。

今後は，さらに病棟の外に出れない閉鎖病

棟の入院患者さんも，綺麗な花が見れるよう

に病棟ベランダにプランタンを置く等工夫

した活動もしていただけたらと思っており

ます。

さらに，一般の県民の方等もボランティア

として昨年から草取り等で病院美化に貢献していただき，これも「安らぎ

と癒やし」に繋がるものと大変感謝しているところです。



「安らぎと癒やし」を効果的に感じていただくには，医療の充実及び病

院施設の改修も必要です。特に当院は建築後２０年を経過して，施設の老

朽化や時代にそぐわない所も出てきており，今年度はエレベーターの増設

及び一部トイレの洋式化を実施又は実施予定ですが，今後も収益の動向を

みながら病室の個室化・トイレの洋式化・介助浴室の整備などについて計

画的に改善していくべきだと考えております。

職員の患者さんに対する思いやり活動や院外ボランティアの奉仕作業，

さらに医療の充実・病院アメニティの改善があって「安らぎと癒やし」を

多く感じていただけるのではないでしょうか。

花も実もある姶良病院を目指して，患者さんへ気軽に話しかける職員や

院内のゴミや雑草に気づいたらすぐ対応する職員・ボランティアの方がさ

らに増えていくことを願って，職員とともに今後も精一杯頑張って参りま

す。

（追伸）

花壇に植えられたスイカの苗から小ぶりではありますが何個が実が実り，

そのスイカをデイケアの患者さんに提供しましたところ美味しいと大変好

評であったとのことです。



地域医療連携室 

「地域ネットワーク連絡会」を開催しました。
この連絡会は，関係機関が連携強化し，精神障害者の抱える問題を支援するこ

とで，精神障害者の社会生活の向上を図ることを目的として，実施しています。 

 

去る 7月 30日，当院，視聴覚室で

開催しましたところ，市町村・保健

所・精神科病院職員の他，警察・消防

署員，相談支援事業所や作業所職員等，

56名のご参加をいただきました。 

 

 

 

 

今回の連絡会では，県障害福祉課，川崎精

神保健福祉係長に，「法改正後の精神保健福祉

業務について」という演題で，御講話いただ

きました。さらなる市町村長の役割と課題で

ある精神障害者の地域移行，それにともなう

関係機関の連携の必要性について学ぶことが

できました。 

また，「地域移行に向けて姶良病院の取り組

み」というテーマで当院における集団精神療

法（疾病教育）と退院後生活環境相談員の活

動について実践報告しましたが，今後は，各

機関の実践報告も計画していきたいと思いま

す。 

事例検討では，それぞれの機関でできるこ

とをグループワークで検討しました。「困って

いる（処遇困難な）ケースはたくさんいるが，

初めて関係者同士で事例検討した。とても参

考になった。」という声もきかれ，精神障害者

が抱える問題を共有し，支援を検討すること

で，関係機関の連携強化の機会になったと思

います。 

知ってトクする

こころの
健康講座

住民の皆様の、心の健康の保持増進のために
お役に立てれば幸いです。
ご近所の方々と、お気軽に参加してみませんか？

日時

平成26年11月22日（土）
午後1時30分～

場所

県立姶良病院
デイケア室

（受講料無料）

参加対象者 姶良市・霧島市及び近郊の県民

申し込み方法 （当日参加も可能です）

電話 または ＦＡＸ（様式は自由）でお願いします。

受付時間：平日（祝祭日を除く）午前9時～午後5時

問い合わせ・申し込み先

県立姶良病院 地域医療連携室

電話 0995-65－3138（内線234・235）

F A X      0995-65-8038

主催：県立姶良病院
共催：姶良市・霧島市・姶良伊佐地域振興局
後援：姶良市民生委員児童委員協議会連合会

内容
13:30：ｵｰﾌﾟﾆﾝｸﾞ

演奏

13:45：開会

13:50：講話

よりよい睡眠と

うつ病について
講師：姶良病院 院長

山畑 良蔵

14:40：健康体操

姶良病院 作業療法士

末廣 昌平

15:00：紹介
「こころのケアナース」

について
姶良・伊佐地域振興局

保健福祉環境部

地域保健福祉課 地域支援係

技術主査 上村 香代

15:30：
こころの健康相談
対応者

・医師

・薬剤師

・保健師

・精神保健福祉士

・看護師

 

姶良病院健康講座のお知らせ 



５病棟活動報告 

今年度５病棟では「環境改善チーム」と「カンファレンスチーム」の２チー

ムに別れ取り組んでいます。 

環境改善チームでは閉鎖病棟で患者さんのストレスも貯まりやすいなか，少

しでも患者さんのストレス軽減に繋がるような環境改善に努めています。 

気候が良く天気が良い日はできるだけ中庭を開放するように，又，実りの秋

になりましたのでＯＴの協力を頂きながら秋の花植えを計画中です。 

９月からは病棟内ににこにこ（ミニミニ）文庫を開設しました。閉鎖病棟と

いう特殊な環境において，今後も患者さんが少しでも生活しやすい環境づくり

を行っていこうと思っています 

一方カンファレンスチームでは長期入院で疎遠になっている御家族に連絡を

とり，患者さんの現状を知って頂くために合同カンファレンスを行うように努

力しています。 

具体的な退院の目途は立たなくても，ご家族に，現状を知って頂くこと，ま

たそうすることで長期化している入院生活の今後に新たな方向性が見いだせれ

ばと思っています。 

毎日慌ただしくいろいろな物語がある病棟ですが，これからも力を合わせて

頑張っていきたいと思います         (*^。^*) 

     

（はいピース）           （日々のカンファレンス） 

         

（にこにこ文庫） 



 

平成 26年度がスタートして６か月が経ちました。デイケアメンバーの春から夏にかけての

活動をご紹介いたします。 

Ⅰ．ピクニック 

５月にお弁当を作って「なぎさ公園」にピクニックに行きました。お天気は曇りでしたが，

桜島を眺めながらおしゃべりをしたり，三角ベースボールをして楽しみました。みんなで作

ったおにぎりや卵焼きがとても美味しかったそうです。 

  

Ⅱ．そうめん流し 

７月には昨年同様，メンバーから要望があり「そうめん流し」をしました。竹を組み立て，

テント張りの会場つくり，そうめんを茹でる担当，参加者全員で準備し，暑い中食べるそう

めんは「最高！」と大満足のメンバーでした。 

Ⅲ．夏祭り 

 ８月「夏祭り」を実施しました。今年は企画・運営を参加するメンバーで話し合い，メン

バー主体の開催となりました。会費を集め，担当を決め買い出しまで行いました。屋台は「お

好み焼き」，「チョコバナナ」。催し物は手作りの魚，ヨーヨー釣りゲーム，シャボン玉，盆踊

りなどをして楽しみました。年長のメンバーの踊りがとてもお上手でした。夏祭りの飾りつ

け，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

きたらと思っています。                  デイケア スタッフ 

デ イ ケ ア 

春に植えた野菜のミニトマトやナス，キ

ュウリ，水菜はお昼にメンバーの胃袋に

収まりました。 

（来年は大きく育てます） 

 

チョコバナナとお好み焼

き 

誰が沢山釣ったの？ 
はっぴ着用 

レイアウト

も夏らしい 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

辻善子さんによる二胡演奏    四つ葉美女会の皆さんによる演舞 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ９月１１日の木曜日、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３４名。その中で２３名の方が出席し、見学者も合わせると３９名の参加

者となりました。 

 今年は、二胡奏者の辻 善子さん、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。 

 辻さんの二胡演奏による慣れ親しんだ歌謡曲や童謡で温かい気持ちになり、また、四つ

葉美女会の皆さんによる演舞・演奏で、参加者も笑顔で手拍子するなど、会場も一体とな

り、大いに盛り上がった敬老会となりました。 

 
 

が行われました！ 

 

プレイグループでは、認知機能や身体機能の低下した方を対象として活動を行ってい

ます。内容は、全員が参加しやすいカラオケや体操、ゲームなどが主です。カラオケで

は自分が歌えなくても懐かしい曲を聞くと手拍子が起きたり、ゲームに参加して人と関

わることで自発的な動きが出て来るようになったりします。自発的な動きを引き出すこ

との他、活動を通じて気持ちを参加者と共有すること、また、顔見知りになったメンバ

ーと過ごすことに楽しみを持ってもらうことがこの活動の目的です。 

まだ来たことのない方でも楽しんで参加できる活動になっていますので、見学からで

もぜひ参加してみてください。 

 



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で

きます。 

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。 

 

１．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。 

 

２．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。 

 

３．イナビル（吸入薬） 

リレンザと同じ吸入タイプの薬です。薬の作用時間が長いことから１回の吸入で治療

が終わるという特徴があります。そのため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。 

 

４．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

療薬です。 

 

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。 



 

総務省の 2010 年家計調査における魚介類消費量ランキングで，鹿児島県は

47 都道府県中 45 位でした。（ちなみに第 1 位は青森県） 

魚介類，食べていますか？ 特徴を知って美味しくいただきたいものです。 

 

栄養上の特徴は， 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「かごしま旬のさかな」 
鹿児島県漁業協同組合連合会では，本県の生産量が全国的に高いもの，特産

品であるもの，県民に特に親しまれているものであることを基準に「かごしま

旬のさかな」を選定しています。また，旬の考え方としては，一番味の良い季

節であることの他に，最も生産される季節，一般的に定着している季節である

ことも考慮されているそうです。 

 

 

 

平均して 20％含みます。 

肉類もよい蛋白源ですが，魚介

類は肉類とは異なる栄養成分

を豊富に含み，健康を支える重

要な働きを担っています。 

脂質の含有量は魚介の種類によって

異なりますが，不飽和脂肪酸が多い

のが特徴。特に，イコサペンタエン

サン（IPA）やドコサヘキサエン酸

（DHA）は，血栓を予防する効果が

あるとされています。 

ミネラルは１％前後含まれ，カルシ

ウムや微量元素の亜鉛，銅，ヨウ素

を多く含んでいます。 

ビタミン類では，脂溶性のビタ

ミン A・D が血合い肉等に多く

含まれ，また，ビタミン D は

カルシウムの吸収を高める働

きがあり，魚の内臓や卵にも豊

富ですので丸ごと食べられる

小魚は吸収の良いカルシウム

源です。 

タウリンは遊離アミノ酸の一種で，コレ

ステロール，中性脂肪，血圧，血糖値な

どを正常に保ってくれます。貝類やタコ，

イカ，エビなどに多く含まれます。 

 

カツオ トビウオ マダイ アオリイカ 

キビナゴ ウナギ マダコ トコブシ 

カンパチ バショウカジキ サバ ツキヒガイ アサヒガニ 

ブリ 車エビ マイワシ カサゴ（ｱﾗｶﾌﾞ） 伊勢エビ 

～栄養管理室から～ 



＜リレー随筆＞    ～3病棟 K～ 

随筆…と言っても一体何を書いたら良いものか

考えた挙句 今が旬の食べ物のお話でも…と思

います。 

 

えっがねと言うのはご存知の方も居らっしゃる

かと思いますが伊勢エビの事です。 

「えっ」は「海老」「がね」は「カニ」…？とい

う説もあるらしく初めて聞いた時はエビなのカ

ニなのという謎の言葉でしたが慣れというのは

中々都合の良いものです。今やえっがねはえっが

ね。親近感すら湧きます。 

それはさておき，先日えっがね祭りへ行ってきま

した。姶良から内之浦まで約 3時間。 

私がここに来る前は鹿屋に居たのですが，その頃からえっがね祭りというのは耳にして

居ていて，行ってみたいなぁ。と思ってはいたのですが毎年その時期を逃しては行けずに

居たので今回は念願かなって，と言う所でしょうか。 

予約していたお店に到着してから，店のおじさんが「今から作るからね～」と↑の彼ら

を連れて行くこと暫くして友人達と私の通された席に待機していたのが↓（一部）です。 

「えっがね定食」は味噌汁と刺身が付くのが決まりごとのようで味噌汁を見て結婚式で出

る海老が自分史上最大だった私は，正直想像以上の大きさに怯みました。伊勢海老の味に

ついてはさすがに旬なだけあってとにかく新鮮で大きくて美味しかったのですが，どこか

で聞いたようなコメントになってしまうので割愛させていただきたいと思います。 

伊勢海老は水温が下がるとあまり動かなくなってしまうのであまり取れなくなってしま

い，一年のうちでよく取れるのは大体 9～10月とのことで毎年 8月下旬から 9月で 

「えっがね祭り」は毎年開催されてい

るそうです。 

姶良からは少し遠いかもしれませんが

百聞は一見に如かずとも言います 

旬の味覚を味わいに足を延ばしてみら

れるのもいいかもしれません。 

 

 



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。 

 

 

 

県立姶良病院ホームページアドレス 

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

 

 

 

 

 

 

 


