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経営理念 

 患者様の健康回復に努め、もって患者様の生活安定と幸福に貢献すること 

 地域住民の健康維持管理に努め、もって地域社会の発展に貢献すること 

 職員の生活向上と幸福をはかること 

基本方針 

 患者様に満足してもらえる医療を提供します 

 ストレス社会と高齢社会に対応した専門医療を提供します 

 地域医療に対応したプライマリーケア機能を高めていきます 

 高い技能と優れた人格を併せもった人材を育成します 
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10 月 29 日（土）にウエルフェア九州病院にて、秋祭りが開催されま

した。当日は、焼き鳥やうどんなどの出店、合唱、踊り、ダンスが披

露され、患者様、利用者様方も大変楽しんでおられました。 
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地域活動支援センター開所 

地域で生活する障害者の皆様の日常生活の支援や日常的な相談への対応、地域交流活動

などを行うことにより、障害者の皆様の社会復帰と自立、社会参加の促進を図ることを

目的とする施設です。 

社会復帰アパート 

ハイツ・ワンステップ完成 

「ハイツ・ワンステップ」は、入院治

療の必要のない心に病を持った方々

に、地域で安心して生活できる場を提

供すると共に社会資源（訪問看護やデ

イケア等）を利用することにより、社

会的自立への促進を図ることを目的と

したアパートです。 
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精神科急性期病棟完成 

精神科急性期治療病棟は、精神症状が悪化し集中的な治療が必要となった患者様が入院

する病棟です。精神科急性期治療病棟では、急性症状の鎮静化を最優先に心身の安静に

努め、患者様の症状や状態を理解・把握し、症状にあった様々な治療（薬物療法・精神

療法・精神科リハビリテーション・心理療法など）を行います。 

創立 50 周年記念式典開催 

平成 22 年 10 月に創立 50 周年を迎

え、記念式典が盛大に催されました。 
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① 専門医療相談 

② 鑑別診断とそれに基づく初期対応 

③ 合併症・周辺症状への急性期対応 

④ かかりつけ医等への研修会の開催 

⑤ 認知症疾患医療連携協議会の開催 

⑥ 情報発信 

認知症疾患医療センター 

（ウエルフェア九州病院内） 

受付時間：平日 9：00 ～ 17：00 

TEL：０９９３（７２）４７４７ 

うみがめ病棟では 9 月に敬老会を行な

いました。今回は立神保育園の園児たち

と先生方に来ていただき、踊りや紙芝居

を披露していただきました。園児たちの

とっても可愛いらしい踊りや歌に皆さん

笑顔を見せ喜ばれていました。その後の

ゲームも活気よく取り組んでおり、賑や

かな敬老会となりました。 

10 月 28 日に、山口棒踊り保存会と東鹿篭

太鼓踊り保存会の皆様により踊りが披露され

ました。この踊りは、毎年南方神社、妙見神社

の豊年祭りで奉納されるものです。山口、東鹿

篭の方々、有難うございました。 
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月 1 回実施される行事食の紹介です 

７月の薬膳（土用の丑の日） 

７月の行事食は夏場の弱りがちな胃腸の健胃整腸

作用を目的とした薬膳料理です。 

８月の薬膳（七夕ソーメン） 

８月の行事食は疲労回復に効果的な薬膳料理

です。 

９月の薬膳（十五夜） 

９月の行事食は疲労回復や視力回復に良いとされ

る食材を用いた薬膳料理です。 

10 月の薬膳（秋の松花堂弁当） 

10月の行事食は滋養強壮や視力回復によいと

される薬膳をもちいた薬膳料理です。 

「柿について」薬膳の書より 

「柿が赤くなれば、医者が青くなる」と言われ

るほど柿は健康に役立ち、薬効も古くから利用

されていたと言われています。柿はビタミンＡ

とＣを含むことにより、疲労回復や風邪の予

防、高血圧症、老化防止などにも効果があると

されています。また、干柿にすることで生柿の

時より糖分は４倍、ビタミンＡは２倍近くにな

るとされ胃腸を丈夫にし、内臓を温め疲労回復

に効果があるとされています。干柿の表面につ

く白い粉（柿霜＝しそう）は粘膜を潤し咳を止

め、痰を取り除く作用があるとされています。

柿は薬効・効能に優れている果物ですが、少し注意しなければならない点もありますので参

考までに!! 

（注意点） 

・熟す前の柿に含まれる渋みの成分タンニンが鉄分と結びつき、貧血を起こしやすくするの

で貧血の人は多食しない。 

・生柿の場合は、身体を冷やす作用があるため、冷え性の人、産後の人、術後の人は食べ過

ぎに注意。 

・生柿は消化の良い食べ物ではないので、特に胃腸の弱い人は多食しない。 
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スタッフ：子どもの頃，十五夜ではどんなことをされていました

か？ 

A さ ん：私は玄関に彼岸花とぼたもちを飾ってたよ。 

B さ ん：十五夜の準備は奥さんがするものだから，私がしてい

たよ。ススキとぼたもちを床の間に上げて，月が見え

るところに飾ってた!。 

A さ ん：私は海岸の砂浜で綱引きをしてた。綱引きで勝ったよ! 

C さ ん：私も綱引きをしていて，綱にぶら下がったりもしてい

たよ(笑)。 

D さ ん：私もみんなといっしょ。綱引きをしていたよ，手に豆ができるくらい！十五夜の

日は，家に帰るとごちそうがあったよ(笑) 

 

昔の思い出を語る表情はみなさん、生き生きされていました。当時の思い出を詳細に語って下

さって，とてもにぎやかな活動になりました。 

 回想法は、高齢の方を対象に週に 1回集まって、楽しく

話をしたり昔のことを語り合ったりするグループ活動

です。今回は「十五夜」をテーマに話題にあがったこと

をご紹介いたします。 

 

P.N優斗 



うえるふぇあ 73号 

（7） 

 

  

8 週間の実習を通して多くの事を学ぶことが出来ました。毎日患者様と接し経過を追う事の

大切さを知り、患者様の状態の変化や人との関わり方を理解する事が出来ました。特に症例様

と関わった時間は自分にとって、とても貴重な体験となり、今後 OT として働くうえでの自信

となりました。症例様の評価では苦悩する日々もありましたが、いつでも元気で過ごしてほし

いと思います。またバイザーを始めその他 OT の先生方とともに活動に参加し、活動の進め方

や患者様との関わり方を見学や実際に体験することで学ぶことが出来ました。見た目以上に活

動を進行させることは難しかったですが、先生方の指導のおかげで患者様に提供できるものと

なったと思います。実習で学んだことを、今後に活かしていけるよう頑張っていきたいと思い

ます。 

神村学園専修学校作業療法学科 3 年 川口将司 

 実習前は不安と緊張で一杯でしたが、ワーカーの業務や役割等、実習の現場でしか学ぶこと

の出来ない貴重な体験をさせて頂き、充実した毎日を過ごすことが出来ました。また、実習中

は当事者の方々とお話しする機会も沢山頂き、皆様の温かい言葉や明るい笑顔にはとても元気

を頂きました。「ワーカーさんはいつもそばにいてくれる」等、当事者の方々のワーカーに対す

る思いも聴くことができ、ワーカーは当事者の方々の一番の理解者であるべきだと感じました。

今回学んだことを糧に、将来は一人ひとりの心に寄り添えるワーカーになれるよう、これから

も勉学に励んで参りたいと思います。今回はこのような貴重な学びの機会を与えて頂き、本当

に有難うございました。 

鹿児島国際大学福祉社会学部 松永麻甫 

 

 地域活動支援センター「うえるふぇあ」及びウエルフェア九州病院の皆様、精神保健福祉援

助実習では大変お世話になりました。おかげさまでとても充実した実習をすることが出来まし

た。本当にありがとうございました。実習が終わって早いもので一ヶ月が過ぎてしまいました

が、時々皆様はどうされておられるだろうかと皆様のことを思いだし、実習中にもっといろい

ろなお話を聴かせていただければよかったと後悔もしています。しかし、皆様と出会い学んだ

ことは生涯忘れられない貴重な体験になりました。精神障害は誰でもなる可能性のある病気で

特別な病気ではない、他の病気と同様に適切な治療と病気に対する周囲の理解が必要だと感じ

ました。実習で学んだことをこれからの学習に活かし、自分に出来ることを実践していきたい

と思っています。最後になりますが、皆様方が、ご自分らしい充実した人生を送られますよう

お祈り申し上げます。ありがとうございました。 

鹿児島国際大学福祉社会学部 西迫美智代 

  

地域活動支援センター「うえるふぇあ」の皆様、ウエルフェア九州病院の皆様、精神保健福

祉援助実習では大変お世話になりました。実習ではそれぞれの場所でのワーカーの業務や役割

の違いなど、現場での体験も含め貴重で充実した毎日を過ごすことが出来ました。また、実習

中は当事者の方々とお話をする機会をたくさんいただき、皆様の温かい声掛けや笑顔に励まさ

れました。今回の実習を通して、当事者の皆様の温かい人柄に触れ、皆様が自分らしい生活が

送れるような手助けができるワーカーになりたいと強く感じました。実習のなか、教えて頂い

たことを忘れずに勉学に励んでいきたいと思います。本当に有難うございました。 

鹿児島国際大学福祉社会学部 中村祥子 

実習にこられた学生さんに感想をいただきました。 
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平成 28 年 9月 24 日（土曜日）、南九州市市民交流センター川辺ひまわり館において、当院

認知症疾患医療センター主催で、かかりつけ医認知症対応力向上研修を開催しました。かかり

つけ医の先生方をはじめ、総勢 33 名の医療保健福祉関係者が参加されました。 

かかりつけ医認知症対応力向上研修は適切な認知症治療の知識・技術や認知症の人や家族を

支える知識と方法を習得することを目的とし、かかりつけ医の役割、診断と治療、連携と制度

の 3 つの講義を行っています。今回はより詳しい内容でメンタルホスピタル鹿児島院長の佐藤

大輔先生、玉水会病院の長友医継先生、当センター長の鮫島秀弥先生に講演をして頂きました。

4 時間と長時間にわたる研修となりましたが、かかりつけ医の先生方・南薩圏域の医療保健福

祉関係者の皆様は熱心に講義を受けられ、参加された先生方からは「出席して勉強になった」

との意見を頂きました。また、医療保健福祉関係者の方々からは「かかりつけ医とのやり取り・

家族との連携、他の職種との連携の大切さ。認知症について再度考える事が出来ました」、「合

併症がある場合の認知症患者の対応を更に細やかに教えて頂きたい」、「若年性認知症について

の研修を充実してほしい」などのご意見を頂き、当センターとしましても今後の研修会企画に

あたって大変参考となりました。 

今後の認知症疾患医療センターとしては、11 月 17

日に武田薬品工業株式会社と合同で「認知症セミナーin

南薩」を開催します。認知症の早期診断と介護を目的

に 1996 年より「物忘れ外来」を開設し、これまで

6000 名近くの認知症患者様の診察・治療を行ってお

ります、八千代病院・愛知県認知症疾患医療センター

の川畑信也先生を講師としてお迎えし、アルツハイマ

ー型認知症の診断と治療についてご講演をしていただ

く予定です。多くの方のご参加をお待ちしています。 

副院長就任のご挨拶 この度、平成 28年 10月 1 日から前副院長の鮫島拓人の後任と

して副院長を拝命いたしました鮫島稔弥です。10 月 1 日はウエル

フェア九州病院の創立記念日でもありました。当院は今年で創立

56 周年であり、創立した昭和 35 年からすると精神科の医療も大

きく変わってきております。統合失調症を中心に医療に取り組んで

いた時代から、気分障害、ストレス関連疾患、発達障害、認知症性

疾患、器質精神障害などへ対応する疾病も多様化し、入院治療を軸

とした治療スタイルから在宅や社会復帰を目指す入院外での医療

や福祉の重要性が欠かせないものとなっております。医師としては

当然ですが、地域の一員としても少しでも多くの貢献ができるよう専心努力する所存でござい

ますので、ご指導ご鞭撻を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。 

平成 28 年 10 月吉日 

社会医療法人慈生会 ウエルフェア九州病院 

副院長  鮫島 稔弥 
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  部署紹介 

臨床心理室 

臨床心理室は現在 7 名(女性 4 名、男

性 3 名)が勤務しています。各病棟に担

当心理士がおり、他職種と連携を図り

ながら、外来通院・入院の患者様に対

して、主に心理検査や心理面接、集団

心理療法などを行なっています。 

 

♡心理検査 

患者様に対する理解や支援に役立てたり、患者様自身の自己理解に役立てていただいたりす

ることを目的に、医師の指示のもと様々な検査を実施しています。 

 

♡心理面接 

心に関連する悩みでお困りの方を対象に、心の健康を維持するためのご相談を承っておりま

す。ストレスへの対処法を身に付けるための支援をはじめ，様々な症状にお困りの方のお役に

立てるよう，担当制にて対応させていただいております。あわせて医師の診察を受けていただ

く必要がありますので、ご希望の方は医師にご相談下さい。 

 

♡集団心理療法 

ストレスケア・精神科急性期治療病棟(レスティア)では，支援プログラムの一環として，疾病

への理解を深めたり，心身のリラックスを図る方法を学んでいただく機会として提供していま

す。 

認知症病棟(うみがめ)にて，週に 1 回グループで昔の事を語り合っていただく回想法を実施

しております。話をしてほっこりしていただいたり，聞いてもらって他の方に共感してもらう

体験を通して心が活き活きする体験を提供しています。広報誌にて，お話しいただいた内容を

紹介ますので、ぜひそちらもご覧になって下さい。 

 

その他にも患者様にお声かけし他職種と連携しながら、患者様においてよりよい治療環境と

なるように丁寧な関わりを心がけています。お困りのことがありましたら、臨床心理室にお声

かけ下さい。 
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当院では意見箱を設置し、患者様、ご家族様からのご意見・ご要望に応えるべく取り

組んでいます。寄せられたご意見・ご要望と、それらに対する回答を一部紹介します。 
 ご意見箱 

■精神科当番 11/6(日) 12/25(日)  1/15(日) 

■夜間受付のインターホンを押すが、なかなか来てくれない。5～10分待ちました。 

⇒ 御指摘、御意見ありがとうございます。夜間帯は、スタッフ 2 人で業務を行っており、時間

帯によってはオムツ交換、患者様処置等で対応が速やかに出来ない場合もあります。御了承下さ

い。しかしながら、速やかに対応することは継続していきます。 

■おつかれさまです。母に会いに行くたびにご迷惑じゃないかと気がひけていたのですがスタッ

フの皆さんが嫌な顔ひとつしなくて皆さんこころよく対応して下さり、とっても有難いです。ウ

エルフェアさんで本当に良かったと思いました。スタッフの皆さんいつもありがとうございま

す。とっても感謝致しております。 

⇒ 感謝のお言葉ありがとうございます。何か御意見等がありましたら何なりとお尋ね下さい。 

訪問看護ステーション まくらざき

•〒898-0089 鹿児島県枕崎市白沢北町１９１番地 TEL 0993-72-1508

高齢者グループホーム 福禄寿

•〒898-0022 鹿児島県枕崎市宮田町１７２番地１ TEL 0993-72-6608

社会復帰アパート ハイツ・ワンステップ

•〒898-0089 鹿児島県枕崎市白沢北町１６３番地

居宅介護支援事業所 うえるふぇあ

•〒898-0089 鹿児島県枕崎市白沢北町１９１番地 TEL 0993-72-0055

地域活動支援センター うえるふぇあ

•〒898-0089 鹿児島県枕崎市白沢北町１９１番地 TEL 0993-72-9242

2016.7 月～9 月 
月平均 

1 日外来患者数・・・103 人 

1 日入院患者数・・・170 人 

ウエルフェア九州病院 

診療実績 

発行人 鮫島秀弥 社会医療法人慈生会 

〒898-0089 

鹿児島県枕崎市白沢北町 191 番地 

TEL（0993）72-0055 FAX 72-1199 
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【編集後記】 秋も深まり朝晩寒

さを感じるようになりました。今

年も残すところ２ヶ月、皆さんや

り残したことはありませんか？

オリンピックイヤーをしっかり

締めくくり、新しい年を迎えまし

ょう。（前床）  

   

   

   

   

   

7月 8月 9月

患 者 延 数 2760 2632 2363

新 規 患 者 数 22 26 20

平 均 患 者 数 106.1 105.2 98.4

入 院 数 25 24 11

退 院 数 7 11 15

患 者 延 数 4977 5265 5369

平 均 患 者 数 161.0 169.9 179.0

平均在院日数 278.7 268.4 303.5

区　　　分

外
　
来

入
　
院

http://www.wkh.or.jp/
mailto:jiseikai@wkh.or.jp?Subject=求人

