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病院理念：安らぎと幸せを

新年のご挨拶

院長 山畑良蔵

あけましておめでとうございます。

当院は，平成 16 年 6 月に精神科救急情報センターを
設置して，長年鹿児島県の精神科救急の基幹病院として機能してきました。

平成 25 年 4 月に男子閉鎖病棟を増改築して精神科救急病棟を開棟し，平成
26 年 2 月より精神科救急入院料Ⅰを算定できるようになりました。精神科
救急病棟では，入院した患者さんの 6 割以上を 3 ヶ月以内に自宅など地域
で生活できるように退院していただく必要があります。救

急病棟に配置義務のある精神保健福祉士と共に医師・看護

師・薬剤師・作業療法士・臨床心理士など多職種で，入院

早期から適切な薬物療法・生活指導・作業療法・疾病教育

などを積極的に導入し，患者さんの地域移行を支援して退

院に結びつけています。また，デイケアや訪問看護などの

外来支援活動を積極的に行えるように外来部門の充実を

図り，患者さんが地域で生き生きと生活できるように支援

体制を強化しています。精神科救急病棟には，統合失調症，うつ病，発達

障害，認知症，依存症，思春期危機など多彩な患者さんが入院されてきま

す。今後とも，思春期から老年期まで全世代にわたり，軽度のストレス性

障害から重度の精神疾患まで対応できるように全職員が研鑽していかなけ

ればならないと考えています。

平成 26 年 11 月 22 日に一般の住民の皆様を対象として，「こころの健康
講座」を当院内で行いました。多くの地域住民の皆様に参加して頂きまし

たが，「内容は興味があり参加したいけど，姶良病院に入ったことがないか

ら」と参加されなかった方々もいらっしゃったと聞き，地域の皆様に当院

の診療内容やこころの健康について知って頂く努力が足りなかったことを

痛感しました。毎年行ってきた精神科医療関係者を対象とした研修会や連

絡会，家族交流会，ふれあい看護体験などをさらに充実させると共に，地

域の皆様に精神科医療をご理解頂けるように努めてい

かなければいけないと考えています。

今年は，精神科救急情報センターの拡充，病院機能評

価 3rdG：Ver1.1 受審，老朽化した病棟整備・屋根改修
など様々な課題がありますが，職員全員で取り組んでい

きたいと思いますので，皆様のご協力をよろしくお願い

します。



 

 

 

 

 

 

姶良病院は公立の精神科病院として，365 日 24 時間の患者様受け入れ対応だけでなく，訪問

看護，デイケア等，社会復帰の促進にも努めておりますが，さらに，地域の方々のこころの健康

の保持増進を推進するため，今回，第 1回「知ってトクするこころの健康講座」を平成 26年 11

月 22日（土）姶良病院デイケア室で開催いたしました。 

 地域の方々を対象とした初めての健康講座だったため，当初は参加者が集まるかどうか，とて

も心配しておりましたが，姶良市，霧島市，姶良・伊佐地域振

興局保健福祉環境部，姶良市民生委員児童委員協議会連合会の

御協力のおかげで，７６名の方々のご参加をいただき，大盛況

の講座となりました。 

  

当院職員によるオープニング演奏では，参加者から手拍子も

あり，みんなで合唱したかったという声もあるくらい好評でした。     

 

院長の「より良い睡眠とうつ病について」の講話を聴き，「自分の生

活習慣を変えることでより良い睡眠に改善することができることが分

かった」「寝る時間より起きる時間の大切さがわかった」等，たくさん

の感想が寄せられました。 

  

講話の合間には「健康体操」というテーマで，当院の橘薗作業療法

士が，日頃の作業療法でも行っている棒を用いた体操を行いました。

参加者の中には棒を落とす方もいて，笑いを誘ったり，体のなまりに

声をあげながら，みなさん楽しそうに参加されていました。 

  

また，姶良・伊佐地域振興局保健福祉環境部の上村保健師か

ら「こころのケアナース」について紹介がありました。「ここ

ろのケアナース」は，看護師の中でも，通院，入院をされてい

る方々の，うつや自殺予防，こころの健康づくりを担う看護師

です。お困りの際は，ひとりで悩まず「こころのケアナース」

に相談するようにというお話でした。 

  

今後も，地域の皆様のこころの健康づくりのお手伝いができますよう「知ってトクするここ

ろの健康講座」を続けて行きたいと思っております。 

ぜひ，次回もご参加ください。  

第 1回 「知ってトクするこころの健康講座」 

を開催しました。 



6病棟紹介 

 
平成 26年の病棟活動として，7月七夕祭り，8月そうめん流し，10月一日遠足，

12月クリスマス会を行いました。その中で，10月の一日遠足は患者様からの強い

希望があり，車椅子を使用されている患者様もいおワールドかごしま水族館に行か

れました。 

水族館では，イルカショーを見ながら「上

手だね～，凄いね～」や，魚を見て「あの魚

ずいぶん大きいね～，あれは何という魚」等

の声が聞かれ，非常に感動されていました。

そして，レストランで食事をされ「こんなの食べたことがない，とても美味しい」の声

が聞かれました。最後に，それぞれお土産を買われいおワールドを後にしました。日

頃病棟での見られない患者様の多くの笑顔や満足された表情があり，思い出に残

る一日遠足になりました。 

年明けには，昨年できなかった神社参り

を予定しています。今後も患者様の声を

大切にしながら，季節ごとに病棟活動を

企画して行きたいと思います。 

 



    デ イ ケ ア
秋から冬の活動について報告させていただきます。
Ⅰ．９月「果物狩り」を園庭で行いました。季節の果物を購入し袋に入れ（中は秘密でした），
　　木に吊るし収穫する催し物で，皆さん童心に返り楽しい時間を過ごされていました。　

Ⅱ．１０月は「秋の運動会」「ハロウィンパーティー」を開催しました。　
　企画・運営は参加するメンバーで話し合いを重ね，工夫した活動になりました。
　運動会は白熱した応援合戦が競技より盛り上がっているようでした。
　ハロウィンパーティーはメンバー思い思いの仮装で参加され，ファッションショーのように
　ウォーキングし，ポーズを決め，仮装についてコメントをしていただきました。
　今年初企画のハロウィン行進では仮装したまま園庭を行進し，最後まで楽しい
　活動になりました。

秋の小運動会（リム回し）
　　よく回っています，足がついていかない・・・ 楽しかったハロウィン行進

Ⅲ．落ち葉拾い，紙すき，カード作り
　　今年初めての企画でウォーキングに行き落ち葉を拾い，紙すき，カード作りをしました。
　　拾ってきた落ち葉を物語風に発表し，押し葉にし１ヶ月後牛乳パックで紙すきをし，葉っぱを入れ
　　たカード作りをしました。メンバー全員初体験で，楽しそうにカード作りをされ，年賀状に使う
　　と持ち帰られる方もいました。

Ⅳ．クリスマス会
　１２月２４日，２５日はクリスマス会を行いました。
　午前中はドーナッツやケーキを作り，午後からはゲームをして楽しまれていました。

　　　　　　　　☆☆☆☆☆　おいしかった手作りクリスマスケーキ
Ⅴ．大掃除
　２日間に渡って１年間お世話になったデイケア棟の大掃除をしました。
　窓拭きから冷蔵庫，和室，整理棚等を分担し，日頃行き届かない天井のすす払いまですることが
　できました。全員で協力し掃除を終え，新年を迎える準備ができました。
　午後からは茶話会で１年間を振り返り「良かったこと」「デイケアはどんな場になっているか」を
　語り合い，思いを共有する活動をしました。

　　　これからもメンバーが楽しく利用できるデイケアになれるように
　　　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



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

6 月１７日から２１日までパシフィコ横浜にて、第 16 回世界作業療法士連盟大会・

第 48 回日本作業療法学会が共催されました。当院からは年次休暇を利用して 4 名の作

業療法士が参加しました。世界作業療法士連盟大会は 4 年に一度行われており、今回は

アジアで初めて日本で開催されました。開会式には天皇皇后両陛下がご臨席され、普段

の学会とは違う特別な雰囲気に背筋がピシッと伸びる感じでした。 

口述発表とポスター発表は同時通訳つきで英語の出来ない私でもそれなりに内容につ

いて理解することが出来ました。イギリスでは当事者が作業療法士とタッグを組み、政

府の支援を利用してリカバリーについて学ぶ大学を立ち上げたという報告がありまし

た。また、日本から始まった障害を理解するモデル kawa model についてアジアや欧米

からの発表もあり、遅れていると思っていた日本に世界が興味を持っていることに驚き

ました。 

調理の基本的な技術獲得のため、週に 1 回行っている活動です。 

退院後は自炊をしなければいけないけど自信がない、ほとんど食事を作った経験がない

が外食ばかりでは経済的に心配、など、退院後の生活に不安を抱く方に対し、実際に 1 人

分ずつ調理をして技術を習得していきます。主体的に取り組むため、難しいところ、うま

くできたところが参加者本人にわかりやすく、「火加減に気をつければ、焦げずにおいしく

できた」というような反省や自信につながります。 

また、かかった食費や、栄養を考えた工夫について考えることで、買い物や食生活管理

についてイメージする機会を作っています。 

  

世界の作業療法士と交流でき、海外の

動向を知る大変良い勉強の機会となりま

した。普段の臨床に生かして、よりよい

作業療法を皆様に提供していけるよう頑

張りたいと思います。 

←１食 200 円でできています！ 

経済概念を理解することにつな

がります。 

 

現在、料理(基本)は毎週火曜日の

午前中に実施しています。 

 

 

 



 

 

ノロウイルスによる感染性胃腸炎について 

感染性胃腸炎とは 

ウイルスや細菌が原因となって腹痛や下痢，嘔吐などの

症状を起こす病気の総称で，11 月から４月の冬の時期に流行す

る感染性胃腸炎の主な原因はノロウイルスやロタウイルスです。

成人における感染性胃腸炎はノロウイルス感染によるものがほとんどで，感染力がとて

も強いため注意が必要です。 

症状は 

  主な症状は，吐き気，嘔吐，下痢などです。 

  なお，便はいつもより酸っぱいにおいのする水様便になります。 

治療法は 

  現在，ノロウイルスに効果のある薬はありません。症状の持続

する時間は短いので，その間に脱水にならないように，できる限り

水分の補給をすることが一番大切です。 

予防方法は 

  ノロウイルスは経口感染でかかる病気なので，ウイルスの口からの侵入を防げば感染

はほぼ阻止できます。 

① 人から人への感染予防 

ウイルスが手などについて口に入る場合や吐物の飛散からうつる場合などがあります。

感染予防の最も有効な対策は，「手洗い・うがい」です。トイレを使用した後，調理の

前，食事の前には必ず石けんと流水で十分手洗いをし，うがいをしましょう。 

② 食べ物からの感染予防 

生カキなどの貝類は，中心部まで十分加熱してから食べましょう。また，生鮮食品

（野菜や果物など）は，調理前に流水で十分に洗いましょう。 

③ 調理器具からの感染予防 

ノロウイルスが付着した食品を調理すると包丁や

まな板などの調理器具が汚染されてしまいます。

生カキなどを調理した際は，調理器具をしっかり

消毒しましょう。 

 

床，調理器具などの消毒を行うには 

  消毒には次亜塩素酸ナトリウム（ハイター等）が有効です。市販の製品は濃度が約

５％なので，製品約５ｍLに水を加え 1リットルにすると十分な殺菌効果があります。 

 

・水分の補給には，お茶などよりスポーツドリンク等電解質を含むもの 

を用いましょう。 

・下痢がひどい場合は，必要に応じて点滴を行いましょう。 

・嘔吐や下痢は，ウイルスを速やかに体外に排出する体の反応のため， 

吐き気止めや下痢止めはなるべく使用しないでください。 

 



外来

今年の4月、病棟異動で看護師として初めて外来という職場になった。 
 
 

配属初日から、さっそく『訪問看護』…。ドキドキ、ハラハラで、いつもはベラベラお

しゃべりな私がほとんど話すことができなくて、体がカチンコチンに固まってしまっ

た………。お恥ずかしいぃぃぃ(笑) 

人生初の訪問看護は『苦』でしかなく、初めの一か月は何を話していいのか、何

を観察していいのか、キョロキョロしていた。 

しかし、病棟と違って、訪問の道中は山や田んぼを眺めたり…綺麗に染まる紅葉

を感じながら、何だか仕事なのに旅行気分…が……訪問の場では、戸惑うばかり。  

悩んで、泣いて、笑って、先輩方に励ましてもらった。 
 
 

今でも、本当の答えが見つかることはない。 

沈黙が耐えられなかったり、落ち込んだり、     

易怒的な患者さんを目の前にすると恐怖を 

感じることもある。でも、『聴く』事。 

今の自分に出来る事をする…。半年経って、 

私の中で『苦』から『喜』に変わってきた。       

喜怒哀楽がありながらも、地域で患者さんを 

支えるサポートが出来る。患者さんにとっても 

喜びで、看護師としての自分も一緒に喜ぶ。 

『共感』の大切さ。 

まだまだ未熟で、頼りない自分であるが…。 

頑張る！！！！！（笑） 

 

 どうしても、和田先生が書いてほしいと…

「和田先生の笑顔に癒された」（笑）何はとも

あれ、やっぱり笑顔は良いですよね。今年

もたくさん笑って楽しい年にしよーと！！！     
 

皆さんにも笑顔の多い、幸せな一年でありますように。                     

 外来一同祈っております。 
 

  リレー随筆 



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 医療の過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 

       〒899-5652 

             鹿児島県姶良市平松６０６７ 

         電話：0995-65-3138 

                 FAX ：0995-65-8044 

ホームページアドレス 

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

 

 

 

 


