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2017 年度定期講演会・経営方針発表会開催 

2017 年度定期講演会ならびに経営方針発表会を 3 月 4 日（土）に開催しました。 

定期講演会には、株式会社吉田経営代表取締役公認会計士髙橋雷太

先生をお招きし、「医療をとりまく環境変化とその適応」と題してご

講演をいただきました。「経営とは？」を切り口に、経営を考えるに

あたり必要な要素として内部環境や外部環境を把握することの重要

性、そして精神科病院をとりまく政策の方向性について勉強すること

ができました。今後、精神科病院をとりまく環境が厳しさを増す中で、

当法人が取るべき方向性をしっかりと見据え、実行・レビュー・再実

施（PDCAサイクル）を確実に実施していくことが重要であることを

再認識する機会となりました。 

続いて、経営方針発表会では、副院長が 2016年度の法人・各部署

の基本方針に対する評価と 2017 年度の法人・各部署の基本方針を発

表しました。参加した職員は、法人・各部署の基本方針を理解・共有

することができ、有意義な経営方針発表会となり、2017 年度のスタ

ートに際し、全職員が 1つの目標に向かって和をもって取り組んでい

く決意を新たにする機会となりました。 
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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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2017 年度 社会医療法人慈生会 基本方針 

1.経営基盤の安定化 

2.電子カルテの更新（6 月 1 日稼働予定） 

3.組織体制の再構築（業務の円滑化のため） 

 

広報誌 
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平成 29 年 3 月 27 日にみどり病棟・レスティ

ア病棟合同での病棟行事で花見があり、皆様、出

発前からにこやかに花見を楽しみにしておりまし

た。車中では道中での景色を鑑賞しながら団欒し

ていました。岩屋公園にて花見を行ないましたが、

残念ながら桜は咲く準備をしており、咲いていま

せんでしたが皆様の笑顔は桜よりも満開でした。 

副院長就任あいさつ 

 このたび、平成 29年 3 月より前看護部長の城ケ崎けい子の後任と

して看護部長を拝命いたしました有園亜美です。この看護部長という重

責に対し、身の引き締まる思いで、日々過ごしております。看護部門は、

病院職員の中でも最大部門を占めておりますので、看護部の良し悪しが

病院組織へ及ぼす影響は大変大きいです。私の使命は、精神科看護の質

の向上を図り、患者様だけでなく、家族にとっても、信頼され安心して

生活できる環境を整えることだと思っております。また、人材育成に力

を入れ、認定看護師や専門性の発揮できる取り組みなども考えていきた

看護部長就任あいさつ 

看護部長 有園亜美 

 このたび、4 月よりウエルフェア九州病院の副院長を拝命いたしまし

た。私は平成 22 年からウエルフェア九州病院で常勤として勤務するよ

うになり、今年で 8 年目になります。病院に勤務する一人の医師という

昨年度までの思いとは異なり、その職務の重責に身も心も引き締まる思

いであります。今後とも皆様に信頼される病院として、その役割を果た

していけるよう努めてまいる所存であります。何分、若輩者ではありま

すがよろしくお願いいたします。 副院長 迫口武夫 

この度、平成 29 年 4月 1 日付けで院長を拝命致しました。私は昨年

平成 28 年 4月から当院へ勤務しており、生まれ育った枕崎の地で働け

ることを心から嬉しく思っております。またこの度院長という大役をい

ただいたことは責任も重く受け止め、緊張を抱きながら普段の業務に勤

しんでいる次第です。当院では精神科救急医療、ストレスケア、認知症

治療を中心として南薩地域の精神医療に取り組んでいます。地域での病

院の役割として、専門的な質の高い医療、信頼と安心を提供し、地域の

皆様にご支持をいただけるよう全力を尽くしたいと思います。 

院長就任あいさつ 

院長 鮫島稔弥 

今後の皆様のご指導、ご鞭撻をお願いしまして就任の挨拶とさせていただきます。今後とも

宜しくお願い申し上げます。 

平成 29 年 4月吉日 ウエルフェア九州病院 院長 鮫島稔弥   

いと思っております。今後も、皆様のお言葉を真剣に受け止めながら、職員が明るく生き生きと

働けるような看護部でありたいと思います。これからも、どうぞよろしくお願いいたします。 
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  みどり病棟活動紹介 大地の集い (園芸療法) 

普段なかなか外を自由に出歩けない方や季節感を感じられにくい方に少しでも自然を感じて

欲しいという思いから『大地の集い』をスタートさせました。活動のなかでは花や野菜を育て

たり押し花や折染めを行なったり、松ぼっくりなどの草木を使用した作品作りを行うなど自然

のものに触れる機会を増やす作業を行なっています。 

今回は活動のほんの一部を紹介します。少し時期は早いですがはつか大根を牛乳パックのプ

ランターで育ててみました。プランターを手作りし、土を入れて種をまき週に 1 回の活動の中

でコツコツと水をあげて成長を見守りました。少しずつ育っていくはつか大根を見る患者様の

目が優しく、丁寧に手入れをしてくれている様子が印象的でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

育ったはつか大根はやや小ぶりでしたが、はつか大根を収穫する

時には「抜くのがかわいそう。」「抜いてもまた戻してあげてね。」

と愛情が感じられる言葉が聞かれていました。 

今後も活動を続け、自然に触れることで笑顔が増え心穏やかに過

ごせる時間が持てるように支援を続けていきます。 

 

園芸療法とは… 

植物や植物が育つ環境、植物に関連する諸活動を通して、身体や精神機能の維持・回復、生

活の質の向上をはかること 

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 
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２月の薬膳 節分 

２月の行事食は健胃と疲労回復によいとされ

る食品を用いた薬膳料理です。 

 

【節分について】節分は季節の分かれる日「立春」

「立夏」「立秋」「立冬」のそれぞれの前日をさし

ています。節分が特に立春の前日をさすようにな

った由来は冬から春になる時期を一年の境とし大

晦日と同じように考えられていたためです。立春

の節分に豆をまく「豆まき」の行事は「追儺」と

呼び中国から伝わった習慣といわれています。「追

儺」行事は、俗に「鬼やらい」「厄払い」「厄おと

し」と呼ばれ疫病などをもたらす悪い鬼を追い払

う儀式で文武天皇の慶雲３年（706）宮中で初め

て行われたとされています。節分に鰯の頭を柊の

小枝に刺して戸口に挿す風習は近世以降行われる

ようになったもので、これも魔除けの意味が込め

られています。また、節分に巻寿司を恵方に向か

って丸かぶりする風習は、福を巻き込むという意

味と縁を切らないという意味が込められているそ

うです。 

３月の薬膳 雛祭り 

３月の行事食は滋養強壮によいとされる

薬膳を用いた雛祭り料理です。 

 

※食品効能についての参考資料 

・薬用食品学改訂第５版 ・５訂日本食品成分表 

 

  

作品名  梅に鶯 

使用野菜 人参・南瓜・大根 

作品名   乙女椿 

使用野菜  大根 

月 1 回実施される行事食の紹介です 
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〘春がおとした恋〙 

季節も春へと色を変え 恋も花も咲きはじめた 

重いコートを脱ぎ 悲しい過去も泪も投げすてた 

夕べのカクテルが少し頭に残っていたが 

気分はよかった 

春の暖かい空気を思いきり吸いこんだ 

風が向きを変えたのか 

近くを走るローカル線の音が耳にここちよく 

春の陽ざしがまぶしかった 

夕べは飲んだわ 大人の恋 

恋を知らずに恋をしていた純情なわたし 

ちょっぴりはずかしく頬を染めた 

胸を苦しめた片想い 

シェーカを振るマスターの 甘いカクテルに 

こころの傷が 

氷のように溶けていった 

 

PN 桜花  

 

 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「学校」をテーマに話題にあがったことをご紹介い

たします。 

 

スタッフ：子どもの頃，学校ではどんなことをされていましたか？ 

A さ ん：私は図工で絵を描くのが好きで，開聞岳や川の絵を描いたりしていたよ。 

B さ ん：小学校に行くのは楽しみだった！本を読めるようになるから。 

A さ ん：学校は近いけど階段が百段あったよ！(笑) 

C さ ん：学校は家から離れたから，何人かで登下校してたよ。 

D さ ん：クラスの副級長をしていて，みんなの前で発表することもあったよ 

全 員：すごーい！ 

 

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。 

 

By 優斗 
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作業療法(以下 OT)では活動の中で創作や体操、うた会、個別OTなど行ない、患者様のリハ

ビリを行なっています。 

また上記以外に季節ごとに合わせた初詣や花見など四季折々の行事や、院内バザー、秋祭り

なども、皆さんと協力し楽しんで頂けるような事を行なっています！PTとも連携をしており、

週に 2 回の主に身体に関する勉強会も行なっています！ 

部署内は元気、やる気、癒しのオーラをまとっています。 

 

そして部署内では昼休み前には一

部のスタッフでパワーリハを行ない、

自らの体力作りにも励み、とても勇ま

しいです。  

日々活動や病棟などで患者様と関

わりを持ち、患者様の笑顔を見る事で

私たちスタッフも元気を頂いていま

す。ですので、これからも様々な方々

に貢献し、毎日が笑顔で溢れるように

頑張っていきます！ 

 

 

  

部署紹介 

作業療法課 

作業療法課の川畑俊介です。今回、部署紹介を担当さ

せて頂きます。 

作業療法課はデイケアを合わせて 12名の作業療法士

で構成されています！ 

 

花見 by 優斗 

卒業式 by 優斗 
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第 29回コスモス会のご案内 

部署紹介 

うみがめ病棟 

うみがめ病棟は、認知症治療病棟で認知症の専門的治療

を行い、患者様の症状の安定を図り、家庭復帰を基本に医

療の提供を行う病棟です。病床 50 床で、うみがめ病棟職

員一丸となって笑いあり涙

あり、患者様が安心して入

院治療が送られます様に健

康を願いながら、看護援助

に努めております。 

うみがめ病棟スタッフ 

第 29 回コスモス会（家族会）の開催が、下記のとおり決定しましたのでお知らせします。

今回は、枕崎市健康センターの方々を講師にお招きし、夏場の高齢者の介護のポイントについ

て講演を頂きます。 ご多忙とは存じますが、お時間のある方は是非お越し下さい。 

記 

日時： 平成 29 年 6月 10日（土）13:30～15:30（受付 13:00より） 

場所： ウエルフェア九州病院 2階会議室 

内容： 「夏場の介護のポイントについて」  

     講師： 枕崎市健康センター 保健師・栄養士・歯科衛生士 

お問い合わせ先 Tel 0993（72）0055 担当 宮内・杉山・大茂 
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■精神科当番 5/21(日) 7/9(日) 

編集後記 鹿児島での今年の桜の開

花は平年より 10 日ほど遅く、やっと咲

いても雨の日が多く花見のタイミングを

逃してしまいました。4 月に新生活を迎

えた方も花を見る余裕もなくあっという

間に 1 カ月がすぎたかもしれません。休

日には英気を養いまた次のステップへ進

みましょう。（前床）  

    

    

    

    

    

    

ウエルフェア九州病院 

診療実績 

 ご意見箱 

1月 2月 3月

患 者 延 数 2396 2341 2564

新 規 患 者 数 19 29 18

平 均 患 者 数 104.1 101.7 98.6

入 院 数 11 20 20

退 院 数 12 17 17

患 者 延 数 5175 4697 5322

平 均 患 者 数 166.9 167.8 171.7

平均在院日数 339.9 297.5 313.2

区　　　分

外
　
来

入
　
院

2017.1 月～3 月 
月平均 

1 日外来患者数・・・101 人 

1 日入院患者数・・・168 人 

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】 

■規則がきびしすぎます。タブレットや Wi-Fi などのあずかりは、本体のギガを少なめにしてあ

るため、困ります。ストレスがたまるので、少しでもそれを軽減するために、決まりをもう一度

話しあって、ゆるくして下さい。お願いします。 

⇒貴重なご意見をありがとうございます。 

病棟会にて院長、病棟医長、看護部長参加のもと、話し合いの場をもちました。時代の流れを考

えると、タブレットやパソコンを持ち込み入院希望する方も増えております。しかし、入院はあ

くまでも治療が優先されるため、治療に不必要なものは許可できません。また、安易に院内を撮

影することも可能となるため、患者様の個人情報を守る意味でも、許可することはできません。

ご理解、ご協力をお願い致します。 

■口腔ケアをおねがいします。 

 足浴、手浴もおねがいします。 

⇒御意見ありがとうございます。 

口腔ケアについては、毎食後の歯みがきや入れ歯の洗浄を実施しています。入浴についても、患

者様をチームに分けて実施しています。入浴できない時は、清拭を実施しています。御理解の程、

よろしくお願いします。 

午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後

鮫島(拓) 鮫島(稔) 稲留 宮内 鮫島(拓) 迫口

鮫島(稔) 濵田 迫口 鮫島(稔) 稲留

濵田 宮内
鮫島(稔)
第２，４週

土

完全
予約制

鮫島(三)
完全
予約制

鮫島(三)
完全
予約制

完全
予約制

完全
予約制

月 火 水 木 金

精神科

外来診療担当医表(平成 29 年 4 月 1 日から) 

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

