
  誰でも歳をとってくると「もの忘れ」をするようになります。たとえば、友人の
名前を思い出せない、1分ぐらいしてからやっと思い出した、といったような場合
です。こうした「もの忘れ」はいわゆる「度忘れ」で、歳相応の「もの忘れ」で
す。日常生活・社会生活に支障はありません。
　一方、認知症の「もの忘れ」は単なる「度忘れ」とは異なります。たとえば、昨
日友達と会って食事をしたことを忘れて思い出せないといった、出来事（エピソー
ド）自体を忘れてしまう「もの忘れ」です。このように出来事を忘れてしまうよう
な「もの忘れ」が頻回にあると日常生活・社会生活に支障が出てきます。
　ものごとを記憶する、判断する、順序立てて行うなどの脳の機能を認知機能とい
います。認知症は、認知機能が低下したために、日常生活・社会生活に支障がある
ようになった状態を指します。認知機能が正常な人が突然認知症になってしまうこ
とは少なく、多くの場合、徐々に認知機能が低下していって認知症になります。認
知機能が正常とはいえない、しかし認知症ともいえないグレイゾーンの状態を「軽
度認知障害」とよびます。すなわち、軽度認知障害は、正常と認知症の中間的な状
態で、もの忘れが目立ちますが日常生活には支障がない状態を指します。現在は、
この軽度認知障害の段階で発見して原因を診断し、治療方針を立てることが重要な
ポイントになっています。
　認知症の中には正常圧水頭症、内科疾患など、治療可能なものもあります。当院
の「もの忘れ外来」では、診察で認知機能の低下の程度、画像、血液検査などで治
療可能かどうかなどを確認し、今後の方針をどうするか、ご本人、ご家族と相談し
ております。午後に診察の予定を組みますので、通常の診療よりゆっくり診察でき
ます。何か問題がありましたら、ご相談ください。



質問１：仕事で気を付けていることを教えて下さい。

答え：安心・安全な食事を提供するため，食材の鮮

度・賞味期限の確認，室内の清掃・消毒，徹底した手

洗いを行い，常に衛生管理に注意を払っています。

また，食材や料理に異物混入が生じないよう，納入時

の検収や下処理・調理・盛りつけ作業にも気を付けて

います。

料理は，食欲不振の患者さんにも少しでも食べて頂け

るよう嗜好や食形態に応じた食事内容で提供していま

す。

今月は栄養管理室にお邪魔しました。

↑

厨房での調理，盛付中です。

質問１：皆さんの仕事の内容を教えて下さい。

答え：栄養管理室は，管理栄養士（2名）・事務

（1名）・調理員（8名）・調理補助員（4名）の

計15名で入院患者さん1人1人にあった栄養価・

形態での食事を提供しています。食事の種類は制

限のない一般治療食から，エネルギー制限食や塩

分制限食などの特別治療食，その他アレルギー対

応食，キザミトロミ食など，様々な種類の食事を

提供しています。患者さんが一日でも早く日常生

活に戻られるよう，他部門と連携し患者さんの病

状に合わせた食事の提供に努めています。

質問３：仕事のやりがいを教えて下さい。

答え：患者さんにバランスのとれた食事内容を提供

し，食べることで治療の手助けができることにやり

がいを感じます。

また，患者さんに「食事は美味しかった」と感謝さ

れることがなによりうれしいです。

真剣な面持ちで生化学検査を行っています。

調理後の最終チエック中です。

お正月メニュー →



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

開催回 日時 内容

【緩和ケア】医療用麻薬の使い方

【がん化学療法看護】がん化学療法の目的

第2回 7月19日 【感染管理】血液・体液曝露対策

第3回 9月20日 【緩和ケア】終末期の症状のケア

第4回 10月18日 【皮膚・排泄ケア】おむつ交換と体位変換

第5回 11月15日 【感染管理】結核対策

第6回 12月20日 【皮膚・排泄ケア】褥瘡のスキンケア

第7回 2月21日 【皮膚・排泄ケア】褥瘡評価について

＜プログラム＞

5月17日第1回

認定看護師の紹介 

   

感染管理認定看護師 

医療安全管理室： 

山之内 聡子 

＜日常業務＞ 

・感染症発生状況の把握

やラウンド、院内・外研

修会、コンサルテーショ

ン、職業感染対策などを

専従で行っています。 

がん化学療法認定看護師 

外来：福永 さとみ 

 

＜日常業務＞ 

・外来化学療法室での投与

管理、副作用マネジメン

ト、化学療法に関する患者

指導・説明、院内研修会な

どを行っています。 

皮膚・排泄ケア認定看護師

3 階病棟：下山 喜美代 

 

＜日常業務＞ 

・患者様の褥瘡・人工肛門

のケア・管理指導・訪問看

護、その他皮膚・排泄トラ

ブルのケア、院内研修会な

ど幅広く行っています。 

緩和ケア認定看護師 

4 階病棟：新留 咲子 

 

＜日常業務＞ 

・癌性疼痛や不安などの苦

痛のケア、がん患者様の退

院支援・訪問看護、医療用

麻薬の患者指導、院内研修

会などを行っています。 

 当院には、4 名の認定看護師が活動しています。それぞれの専門性を発揮し看護の質の向上に向け取

り組んでいます。また、認定看護師は連携し院内・外で様々な活動をしています。 

公開講座 

 地域全体の看護の質の向上を目指し、近隣の医療

機関を対象に公開講座を行っています。看護職や介

護職、薬剤師や検査技師など様々な職種の医療従事

者が参加されています。 

県立病院認定看護師ネットワーク会 

 県立病院では、29 名の認定看護師が活躍してい

ます。県立病院間の認定看護師の連携を推進し、県

立病院の看護の質の向上と均てん化を図るため、年

に 1 回ネットワーク会を開催しています。 

 ネットワーク会では、分野別に各病院共通の課題

の検討や、自己研鑽として倫理や後輩育成などテー

マを決め研修会を行っています。 

 ＜公開講座の様子＞ 



　　  診療受付時間：　初診　８：３０～１０：３０　　再診　８：３０～１１：００まで

月 火 水 木 金

四元　太一 中尾　祐樹 四元　太一 中尾　祐樹 中尾　祐樹

リウマチ・膠原病外来
（終日） 駿河　幸男

糖尿病外来（午前） 福重　恵利子

肝臓外来（終日）
長谷川将、橋口正史

（第２、４週）

生活習慣病
予防健診・ドック 小寺　顕一 小寺　顕一 佃屋　剛

田中　修也 田中　修也 田中　修也 田中　修也 田中　修也

青木雅也（第2・４週）

小寺　顕一 小寺　顕一（午後） 小寺　顕一（午前）

川﨑　大輔 川﨑　大輔 川﨑　大輔 川﨑　大輔

午前 有村　仁志 有村　仁志 有村　仁志 有村　仁志 有村　仁志

午後 もの忘れ認知症外来 脳ドック

加藤　健司 加藤　健司 加藤　健司 手術 加藤　健司

木山　貴陽 木山　貴陽 木山　貴陽 手術 木山　貴陽

鹿大応援医師
（第2.4週）

福重　寿郎 福重　寿郎 福重　寿郎 福重　寿郎 福重　寿郎

水流　尚志 水流　尚志 水流　尚志 水流　尚志 水流　尚志

楠田 政輝 楠田 政輝 楠田 政輝 楠田 政輝 楠田 政輝

福留　啓吾 福留　啓吾 福留　啓吾 福留　啓吾 福留　啓吾

健診・予防接種
１３時３０分～１５時

初診・再診受付
１５時～１６時 心エコー検査

応援医師（終日） 応援医師（午前）

腹部エコー 午前 検査室 検査室 検査室

川崎　大輔（終日） 小寺　顕一（午前） 小寺　顕一（午前）

放射線部(午後) 有村　仁志（午後）

シンチ 終日 脳血流シンチ 骨シンチ 心筋シンチ 腫瘍シンチ/骨シンチ 脳血流シンチ

午前／上部消化管 木山貴陽／四元太一 中尾　祐樹 鹿大応援医師

午後／下部消化管 重田浩一朗／肱黑薫 鹿大応援医師

気管支鏡 午後 田中　修也 田中　修也

CT･MRI 終日 終日 終日 終日 終日 終日

　〒895-2526

　鹿児島県伊佐市大口宮人５０２－４

　ＴＥＬ　0995-22-8511（代）

　ＦＡＸ　0995-22-9397

　Ｅメール　ｈｏｋ-ｈｏｓ＠ｐｒｅｆ．Ｋａｇｏｓｈｉｍａ.lg．jp

診　療　科

内　科 　（午前）

呼吸器内科（午前）

脳神経外科

循環器内科（終日）

呼吸器外科（午前）

神経内科

外　科 午前

内視鏡

午前

午後
初診・再診受付
１４時～１６時

初診・再診受付１４時～１６時

放射線科（読影のみ）

頚部エコー

心エコー

小児科

１．患者さんの満足、ご家族の安心を提供します。（医療の姿勢）

２．急性期医療の実践と、より高い専門医療を追求します。（診療の特徴）
３．地域の救急医療体制に、積極的に貢献します。（診療の特徴）
４．地域の医療・福祉との連携を強め、これを支援します。（地域の支援）

５．仕事を通して、喜びと生きがいを追求します。（医療人としての姿勢）

慈愛 協調 前進

平成31年1月改訂


