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病院理念 ～安らぎと幸せを～

姶 良 病 院 の 活 動
院長 山畑良蔵
姶良病院は、患者さんの地域移行・地域定着支援を積極的に進める
とともに、地域で精神保健について理解を進めていただく活動に力を
入れています。また、他の県立病院で必要とされる精神科診療の支援
も行っています。
平成 29 年 7 月から訪問看護チームを 3 チーム体制に増やして、当院
から 1 時間程度までの地域を中心に患者さんの地域生活支援を行って
います。当院の訪問看護チームは、看護師のみではなく、作業療法士、
精神保健福祉士も参加して、多角的な視点で支援できるようにしてい
ます。多職種チームが定期的に訪問することで、精神症状悪化時の早
期支援や地域生活での困りごと相談、日常生活能力の向上を図り、地
域社会の一員として安定した生活を維持できることを支援しています。次第に訪問看護対象の患者
さんも増えてきていて、今後さらに充実させていく予定です。
平成 30 年 1 月 20 日、姶良市加音ホールにて「第 4 回 こころの健康講座」を開催しました。第
3 回までは院内のデイケア室や地域包括支援センターで開催しましたが、今年度から院外で開催し
て、より多くの地域住民の皆様に参加していただけるように企画しました。姶良病院紹介ビデオを
見ていただいた後、鹿児島県精神保健福祉センター所長 竹ノ内薫先生に「認知症ってどんな病
気？」と題して認知症について講演していただきました。さらに、「認知症になって周りが知って
欲しいこと」という演題で、認知症の人と家族の会若年性認知症コーディネーター 堀之内広子先
生に講演していただきました。また、講演の合間には、当院のリハビリ技師長 峯戸松衛が、参加
者の皆様と健康体操を行うとともに、医師等による健康相談も行いました。初めての院外の開催で
参加者が少なくなることを懸念していましたが、当日は 150 名以上の地域住民の皆様にご参加いた
だき、「認知症について理解できた」などの多くのご意見をいただき、職員一同感謝しています。
来年度以後も、さらに精神保健についての普及活動を続けてまいりたいと考えています。
2007 年、がん対策推進基本計画で、
「すべてのがん診療に携わる医師が研修等により、緩和ケアに
ついての基本的な知識を習得する」ことが目標として掲げられ、平成 22 年度から「緩和ケア研修会
」が始まり、鹿屋医療センター、県立大島病院、県立薩南病院、鹿児島市立病院などがん診療拠点
病院を中心に、講師として精神科医の派遣を毎年度行っています。鹿屋医療センターと県立薩南病
院には月に一回、精神科医を派遣して、がんの患者さんを中心にメンタル面の診療支援を行ってい
ます。また、平成 25 年度から県立大島病院には、隔週で精神科医を派遣して外来診療を行っていま
す。近年、がんや認知症の患者さんを中心に、総合病院での精神科医の役割が重要視されるように
なってきました。今後とも、当院の地域での役割を強化して、地域住民の皆様に理解していただけ
るようにしていきたいと考えています。
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6 病棟活動報告
6 病棟の活動報告をさせて頂きます。
6 病棟は男女混合開放病棟で、退院を控えた患者様が多く、社会復帰に向けた取り組みに
力を入れています。また、病院に入院していると、季節感を忘れがちになってしまいます。
そこで、病棟では様々な工夫や安全性に配慮し、四季に応じた病棟行事を行っています。

夏には、そうめん流しを行いました。殆どの
患者様が参加され、準備したそうめんはあっと
いう間になくなりました。
患者様からは、
「夏はそうめんだね、もう、そ
うめんないの。
」という言葉が、数多く聞かれま
した。

冬には、クリスマス会を行いました。看護スタ
ッフ・作業療法士・看護学生がサンタクロース
の格好をし、本格的なクリスマス会となりまし
た。またゲームや歌を唄い、患者様から「今年
のクリスマス会は去年より良かったよ。
」とい
う言葉が聞かれました。

3 月には、家族会を行いました。病棟医からは病気の説
明と家族の接し方について、ＰＳＷからは福祉制度や社会
資源について、ＯＴからは日頃の活動内容について分かり
やすく説明をして頂きました。
参加された家族は、それぞれの説明に対し頷いたり、メ
モを取ったりされていました。また、今迄の家族の苦しさ
や辛さなどを話され、家族自身もストレスをためない工夫
が必要であり、家族が笑顔でいることが患者様の心の安定につながることが共有出来まし
た。
患者様の地域移行が推進されている中で、患者様のＱＯＬを高める看護を提供出来るよ
うにスタッフ全員で頑張って行きたいと思います。
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～花粉症と治療薬～
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。今年は昨年に比べ花粉の飛散が多いといわれて
いますので、十分な対策をしましょう。
花粉症とは
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
花粉症の治療には、薬物療法や手術療法があります。
① 薬物療法
花粉症の症状をやわらげる対症療法と、根治療法としての抗原特異的免疫療法があります。
・対症療法
鼻水、鼻づまり、かゆみなどの症状を速やかに改善します。花粉が飛び始める２週間くらい前
から治療を開始する事が効果的と言われています。
治 療 薬
抗ヒスタミン薬 （エピナスチン、ザジテン、ビラノア）
化学伝達物質遊離抑制薬
抗ロイコトリエン薬（オノン、モンテルカスト）
※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
・抗原投機的免疫療法（減感作療法）
アレルギーの原因となる物質（アレルゲン）を少量から徐々に増やしながら投与する事で、身
体をアレルゲンに慣らしていき、アレルギー症状を緩和する治療法です。
今までは注射による治療のみでしたが、２０１４年から内服薬（舌下投与）による治療が保険
適応になりました。現在はスギ花粉症及びダニアレルギー（ハウスダスト）の薬があります。
詳細については専門の医療機関にお尋ねください。
② 手術療法
レーザーや高周波電極を用いた治療や粘膜切除術などがあります。詳細については専門の医療
機関にお尋ねください。
花粉症の症状を軽くするためには、治療とともに花粉が体に入ってこないようにする注意や工
夫が大切です。マスクや眼鏡、花粉が付着しにくい洋服を着用したり、花粉飛散情報を活用した
りすることでアレルギーの原因となる花粉に接触しないようにしましょう。
また、睡眠不足やアルコールの飲み過ぎ、喫煙やストレスは花粉症の症状を悪化させると言わ
れています。これらのＮＧ習慣を改善し、花粉症の症状を少しでも改善しましょう。
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皆でお参りしました
初詣

一緒に作った
バレンタイン

園庭で野菜
収穫しています

手作りしました
ひな祭り

お喋りしながら
編みました

平成３０年もスタートし、大規模から見学利用体験
者が徐々に増え始め、季節の行事やスポーツ、趣
味活動、調理、園芸、レクリェーション等に取り組ん
でおります。また、ＳＳＴ、ＰＳＷ相談会、健康相談会
を実施し多数ご参加頂いております。これからも、
活動を通して利用者の皆様の自己実現を目指して
いきたいと思います。
お気軽に、ご相談・ご見学をお待ち致しております。
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第４回 こころの健康講座
DVD 放映

「最近の進化した姶良病院！」

講演 A

「認知症ってどんな病気？」
～認知症の診断・治療からその対応まで～
鹿児島県精神保健福祉センター 所長

講演 B

竹之内

薫 先生

「認知症になって，周りが知ってほしいこと！」

認知症の人と家族の会

若年性認知症支援コーディネーター

堀之内 広子先生

★ 開催日

平成３０年１月２０日（土）１３：００～１６：３０

★ 場

姶良市加音ホール （姶良市加治木町木田 5348-185）

所

★ 参加者

１５７名

（アンケート結果）
未回答
4%

①DVD放映
良くな
かった
0%

あまり良
くなかっ
た
1%
普通
19%

良かった
48%

まあまあ
良かった
28%

あまり良
くなかっ
た
1% 普通
4%

まあまあ
良かった
19%

あまり良
くなかっ
た
1%
普通
4%

あまり良
くなかっ
た
1%

③健康体操
良くな
かった
0%

まあまあ
良かった
19%

未回答
1%

未回答
1%
良かった
75%

④講演B

良くな
かった
0%
未回答
4%

普通
7%
まあまあ
良かった
18%

良かった
75%

②講演A

良くな
かった
0%

良かった
70%

※ 今年度，県立姶良病院の敷地外での初めての実施でしたが，参加者も１５７名と多く，認知症
について，とてもわかりやすい内容で，大変よかったという感想が多く好評でした。
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今年度，退職されるみなさんから姶良病院での思い出と，後に残る私たちへのエールを込めてご
寄稿いただきました。
当院の診療部門を支え，患者さんの早期の社会復帰へ向けた治療をはじめ，経営安定化に向けて
ご尽力いただき，皆様方には感謝の気持ちでいっぱいです。
また，公私ともに多くのご指導をいただきました。これまで，みなさんから教わったことは，し
っかりと次の世代に引き継いでいきます。
新任地・退職後のさらなるご活躍を祈念いたします。

○

児島

弘子さん

「有難う、感謝」

県立病院の新任地、鹿児島保養院(現姶良病院)に 21 歳で入職しま
した。辺りは広い畑と原野で人家は少なく、喫茶店やおしゃれなお店
もなく寂しさを覚えました。病院も古く最初に言われた言葉が「総務
課に向かう廊下は真ん中を歩かないで端の方を歩いて下さい」と、言
われました。木造づくりの古い病院でシロアリにやられていたようで、
その後すぐに取り壊されプレハブの総務課、経営課、外来棟が出来ま
した。
病棟は男子の開放病棟(5 病棟)でサツマイモの植え付けの準備や
収穫、草取り等が主で、患者さんから「サツマイモはこうして植え付
けするんだよ」と、教えてもらい農作業に勤しみました。先輩看護師さんからは「看護師の免許で
草取りをするんだよ」と、教わり広い広い畑の草取りや石ころ拾いはとても大変でした。当時の病
棟師長からは「来てみやい」と、呼ばれて行くとリネン庫の患者さんの私物整理、廊下のワックス
掛け、大掃除を教わりました。お陰様で掃除が板について今でも深夜の拭き掃除は欠かせません。
寮生活を送っていた若者が当時は多く、車の免許を取るために帖佐の自動車学校まで友達等と自
転車でわいわい言いながら楽しく通い、車購入に胸ふくらませていたことも思い出の 1 ページです。
初めての大島病院転勤は、港で朝早く出迎えてくださいました。その歓迎ぶりにびっくりしたこ
とを今でも鮮明に覚えています。赴任回数 2 回の大島病院では絆と多忙の中に充実感を、北薩病院
では忍耐を、3 回の姶良病院では男子閉鎖病棟の辛さと精神科看護の奥の深さとスタッフ間の楽し
みを、鹿屋医療センターでは循環器病棟の多忙の中パワーポイントに夢中、薩南病院では救急外来
DOA 収容率 No.1 の称号を貰い、心カテや色々な検査に就いて学び技術的な事は自分の財産となりま
した。これも多くの方々と出会いご指導を賜った結果ゆえの事で感謝の気持ちで一杯です。
県立病院は転勤が付き物で 5 病院制覇は人間として、公務員として私を成長させてくれた場でも
ありました。5 病院どこの職場でも病棟スタッフに恵まれたことが一番の幸せでした。忙しくても
仕事終了後はやり切った感がありました。今まで御一緒させて頂いた方々に心より感謝申し上げま
す。有難うございました。
最後に姶良病院の益々のご発展と、皆様のご健勝を祈念申し上げます。
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○

神野

竹虎さん

時は、大正・昭和を超え、平成も今年度までです。
姶良病院も創立 95 年になりますが
さて、姶良病院の歴史遺産は何でしょうか、
あの応接室の写真かなー？
私が入職当時(昭和 57 年)重富駅から白金原集落を抜けると芋畑
に囲た「保養院」が、職員専用保育所・直営養豚場・隣に県立看
護学校・埋蔵物保存館を従え威風堂々、威厳ある門柱があって「鹿
児島懸(けん)立・保養院」と刻印。今はグランド隅で「懸」の文字も風雪に朽ち、雑草に埋もれて
います。2 つ目はグランド奥の桜、改築移転時、伐採の危機も乗り越え幾多の行事「運動会での熱
戦・夏まつり・盆踊り・花火、相撲・ソフトボール大会、茶摘み」など四季折々を見つめてきたで
あろう、今は、見る人も居なくなった桜(十数本)が姶良病院遺産でしょう。
願わくば、仲間同士で「これまで」と「これからの姶良病院(精神医療)」を、たまにはスマホを
マナーにして、語ってほしいです。
私から「チューリップ」を皆様に贈らせていただきます。玄関に 100 万本分の想い(笑)を込めま
した。(咲くかなー？例年になく厳しかった冬を越し、まだ芽が出たばかりの今は、三月ですが・・)
チューリップの花言葉は「思いやり」です。
皆様のご健勝を祈り、挨拶とします。
さようなら。「虎」

○

徳永

光男さん

昭和 61 年 4 月に入職し、今年度で退職することになりました。前
歴に自衛隊の衛生科隊員として 8 年間勤務していましたので、40 年間
看護師として働いて来ました。そのうち、姶良病院勤務は、鹿児島保
養院時代より 29 年間と一番長く勤務し、色々な研修も行くことが出
来ました。東京に 1 週間を 2 回も行き一人前の看護師として精神科看
護を学ぶことが出来ました。また、私が若い頃はレクレーションが活
発で、毎日のようにソフトボール・バレーボールと患者様と一緒に行
っていました。
途中で、大島病院転勤にて姶良病院を離れましたが、3 年後は希望
通りに帰ってくることが出来て定年迄勤務することが出来ました。う
れしく思っています。福利厚生も充実していて、北海道へのスキー旅
行や四者共済で野球やソフトボールで 4 回も九州大会へ参加することが出来ました。
ただ、ここ数年体調が悪く腰の手術で休みをたくさん頂き感謝しています。
今後は、一旦姶良病院を離れますが、腰の調子が戻ればまだまだ働かねばならない時代ですので
復帰したいと思います。その時は、またよろしくお願いします。
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鹿児島県立姶良病院における

もの忘れ外来(予約制)
１

のご案内

目的
もの忘れでお困りの方、家族からもの忘れが病気ではないかと心配されている方
等を対象に、医師による診療や専門職員による相談を行い、かかりつけ医へ紹介す
るなど、本人・ご家族の支援を目的として実施するものです。

２

実施内容
・毎週水曜日午後 1 時～

1 日 2 名までで、完全予約制です。

・事前に郵送します問診票を記入いただき、当日は詳しい聞き取りや
検査（採血、頭部 CT 等）の後、医師による診察があります。
３

費用（例）
・一般（３割）

約７，５００～９，０００円

・後期高齢者 [７５歳以上]（１割）
約２，５００～３，０００円
＊ 医師の指示による検査内容で異なる。

＊

相談・予約窓口
鹿児島県立姶良病院

地域医療連携室

鹿児島県姶良市平松６０６７
電話

０９９５－６５－３１３８

FAX

０９９５－６５－８０３８
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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チーム医療を提供し，早期の地域移行・地域定着を目
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。

鹿児島県立姶良病院
〒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 http://hospital.pref.kagoshima.jp/aira/
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