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錦江町宿利原地区から開聞岳と大根やぐら

（撮影者：医事課宇都隆治）



新年のごあいさつ

かのえ ね

庚子の年に
肝属郡医師会立病院院長汎［灯l 禾DA

令和最初の正月をいかがお過ごしでしょう
か。今年は「庚子（かのえね）年」と言うことで、
新しいことを始めるには良い年のようです。また
記念すべき東京オリンピックの年で、是非成功し

てほしいものです。
令和2年度は診療報酬改定及び、働き方改

革関連法成立による対応が必要となります。特
に医師の働き方改革については、令和6年度施
行で5年の適応猶予期間がありますが、この間
も医師の時間外労働時間の削減に向けた実効

性のある取り組みを推し進めるとのことであり、
宿日直回数など医師数が関連するような課題が
あり、対応が必要です。

しかし医師不足は深刻で、医師確保困難で

す。医師会立病院の行うべき、地域のニ ー ズに
応えた診療体制構築困難や収支に支障も出て
います。令和2年度予算においては、特に医業
収益増収が不可欠になっています。

そのような中、今年1月より内科医師の宇都営
｀

隆法（たかのり）先生が常勤医として赴任してく
ださいました。常勤医8人となり、ありがたいで
す。さらなる診療体制の拡充など宜しくお願いし
たいと思います。

新年あけましておめでとうございます。

ーーニ年］

また平成28年より開始した病院建て替え計
画策定は、錦江町・南大隅町の両町に公設民
営化をお願いしながら進んでいるところです
が、当初の竣工目標よりかなり遅れています。
平成30年度に立ち上げられた「南隅地域のた
めの医療介護の姿検討委員会」が去年9月の
シンポジウムを経て、今年2月に 一 歩進んだ内
容となって開催されるとのことです。病院・老

健・居宅1セットでの移転建て替えの結論が出
ることが期待されます。

最後になりますが、さらなる地域医療の発展
に向けて職員 ー 同頑張りたいと思います。今
後ともご指導ご鞭撻をよろしくお願いしまして新

年の御挨拶とさせて頂きますとともに、皆さまの

1年が幸多い年となるようにお祈り致します。
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11月16日（土）に南隅地区各施設グラウンドゴ

ルフ大会が開催されました。

1位は迫圭介さんが2回のホ ー ルインワンをた

たき出し、37のスコアで優勝、豪華景品を獲得しま

した。昼食は今話題の「KINKOベ ース」のケ ー タリング

カレー に舌鼓をうち、その後合計2Rの16ホー ルを

50名の参加者がはつらっとプレー しました。

今年も天気に恵まれ、みなさんリフレッシュでき

たようでした。また来年もより多くの参加を頂ける

ように良い企画をしたいと思います。今年は例年以上にホー ルインワンが多く、ホー

ルポストに入った瞬間11回もの大歓声が上がりま

。（用意していたホー ルインワン景品も

でした）

肝属郡医師会・『南隅地区各医師会施設

ロ l1-1且，造年
令和元年12月13日（金）『肝属郡医師会・南隅医師会施設合同忘

年会』が鹿屋市内のホテルで行われました。

来賓の方々、職員合わせて162名の出席があり、令和初の忘年会

は楽しい宴となりました。

楽しい忘年会を盛り上げた恒例の余興は3階病棟、事務部、地域

医療・放射線・検査合同チ ー ムの3チ ー ムによって行われ、特に今

年は医師の参加が多く普段の業務では見ることのできない一 面を

見せていただき例年にない盛り上がりとなりました。

また来年も楽しく忘年会が行えるよう日々の業務をプロフェッ

ショナルとして取り組んでいきましょう。

最後に、出席していただきました来賓の方々、準備に携わった職

員の方々ありがとうございました。
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今年は

子年 e, ． 

． •` 
っ· • 12年に1麿！

子年の職員にインタビュー しました！

夕匿層内輯匿蠣山内大司
IJ1Jltましておめでとうございます．5国目 の干支が

来まし9ら戴え年の61鍼ついに遍暦で筆り出しに戻
ります．おそらく輩わりな＼ヽと風いますが、何か良いこ
とがあればと期待しワクワクしています．．月の晉●
のこ・饒鵞妙析りし、自分の優事はてげてげ1こ今年
もよろしいヽ瓢いします．

e 者●みなみかぜデイ 主任 纏井浩文

斬年あけましておめでとうございます。
今年は平虞から令和へと時代が霧り菱わり 、 初めて
迎える鴛年となります．

私も考健みなみかぜに入·し22年が過ぎ｀令和天
旦と肩じ1960年2月生まれの年男です。

子（ねずみ）は干支の中で一看目に徽えられる魯楡
です。僣誕では神様が十二支の動鞠を決める麟、そ
の年に一誉最初に着いたのが子であったことから一
書目に充てられたとのことです．

子年生まれの生活と特鑽として、菜和で明る＜忍
耐葦い、几鱗面で真面目、実直、懺鈎寧、遺JII薗力は
あるが本音を言えなくて、たまに曇髯する事もあり、隅
羅から違げる面も、童外に好き鐵しヽが瀧しし、と言われ
てし、ます．

2020年は性椿と特●の良いところは伸ばし、111J遍
ある所1ぷ改舎し、 1818を大切に過こ•して笑顧を忘
れず貧岡合に臀事を考え、扇圃からの信瓢を得られ
るように行鵬してい濠たいと恩います．そのためには心
身共に元気で曇稟に気を付けて頑畳ります。

、 .11111 II 1111 1111冒11111

〇檎董重富曇田嶋秀志
あけまして“めでとうございます．今年は子年とし‘

うことで5直目（遭暦）の年男になります．また入·し
てから30年目の節目の年でもあります•

息い起こ晉ば入·当時は、 書院1こ友達しなく鐸
日、鵞院と自宅を往復する日々を過：：：していました
が、病院9こ艤つかサークルがあることを知り、その中
のテニスとバレーポールに入露しました ．テニスは少
し経順がありましたが、バいーボー）咋1こ胄しては全く
未経蒙者でしたが、饒冒後の反省会（欽み会）が秦
しみで入葛した息い出があります。入藻の目的l:lとも
あれ、入懇したことで秦しい恩い出と多くの仲間を作
ることが出来ました（今でも且し49買です）．本当1こ
入露して良かったと凰っています．今でも若い人た
ちと一縮に汗を濃したい気持ちはありますが、年鍮
を考えると一参Illみ出す勇気が ありません．霜か背
中を押してください．

最隻1こ今年の目概はゴルフで70台を出すことと、

100を叩かなしてとです．
それでは管氣今年も宜しく“瓢いします．

�2層書糠 ●●幡助奮 耀鰭•

新年•明けましておめでとうございます．
さて、今年は年具という事でどんな年1こなるか秦し

みにして＊ります．
2霧粛樟に戴壽して早いもので蔚2年が過9ようと

していますが、侮Bが忙しく、躊貰がたつの が早い、1B
があっという買1こ賽わる日々が麟いています．

これからも、糟一杯軍豪っていうたいと恩いますの
でよろしく＊願いいたします。
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碍檎査寛檎査檀鰤 蠣内久未

新年ありまして均めでとうございます。
臨床検査技躙として入職してもうすぐ2年が縫とう

としています．
当騎l:t私が社会人になって初めての●湯です．入

●して初めのころは、 摯瞬と不安ばかりで仕事を鸞え
ることにいっぱいいっぱいで、 1日1日を選ごしていくこと
に必死でしたが、 多（の方々ol11119をいただ9ながら
少しずつですが、●楊の瀾漬にも懺れて含ました。

まだまだ顧ることが多くて未熱な私ですが、B々聾
力を憧しまず糟一杯頑蓋りたいと風います．

今年の目欄1ふ昨年から外来の拇1ilの手伝いをし
ているので、患者さんとコミュニケーシIIンを上手〈と
れるように逼葺りたいと思います。また色々なことに箕
載し、仕事もプうイベートでも充実した1年にしたいで
す．今年もよろし“ヽ瓢いします．

鬱 2層冑糠 鱒曇 着松良子

新年羽19まして“めでとう：：：ざいます．
遍層を辺えます・・信じられない、ビンとこない！いつ

もいつも纏じてしまいます．
実年齢9：：：私の中身It這いつ含ません。屡は籍いし、

視力も径しいし、笈持ちに体がついていかず、体は鶴
実に年を重ねていますが、誡行りの米津玄躙も髯男
（髯男欝）も妊きだし、 盪繭もアニメも大好きだし・疇•1:
糟神的にはまだまだ若しヽ銀がします．

遍層ってしっかり大人だと鼠っていたのですが、こ
んなものなのでしょうかf

青葎県で生まれ育った私ですが、 なぜか現在l.t萬
児島県にいます．飲鱒よb、嘉鬼島での生活が長くな
りました•生活する場所に拘らず生きてこれたの1ふ看
膿躙だったからだと息し、ます．若い頃、転戴に懺んで
いた峙rどんなところに行っても看護Im99るんだよ」
と大先蜜が言ってくれました。そうか、看霊衝ならどこ
でも生言ていけるんだし息えました。結鍮、 出産、 冑兒
と仕事を買立して含ましたが、私のことをあきらめ9っ
て多く賽求しない夫と、いろんな意昧で蘊しい子僕た
ちに支えられてきたな、 と慮爾しています．看濃葡とし
て働19るのもあと徴年．クイムリミッいが近づいていま
す。何がで9るのかr すぺ言事l:t山のようにあるのです
が、なかなかついてい9ないのが現実です。とにか（、
体は丈夫なので、マイペースながら宕讀鰯として●い
ていうたいと恩います．

zd 

A3隋鋼楓 看●籠牧畢節子

新ありまして＊めでとうございます。
今年は子年です。また2020 年は東宣オリンビックが

開饂されとても大うな鱗目の年でもあります。
議が入·したのも12年計です．あっという聞に12年

の年月が過ぎましなこの12年聞で色々な出来事があ
り、いろんな人に出会い、いろんな饉蒙をさせていただ
き、ここまで虞長することができました．これも曹さんの
“かげだと感爾しています．

次の12年後は遭暦です・「ねずみ＝寝ず身」というよ
うに、寸暇を惰しんで自己研・に聾め、ただの鼠ではな
いといわれるように真呻にコッコツと●き、聾力してし‘

こうと風います．

畠●剤富 助手 神●代美子

誓年あItましておめでとうございます．令和に改元
羹初の年末年姶を讐さんじの機にお過こ・しになった
でしょうか．

今年2020年の干支は「庚子（かのえね）』。変化が
多い年で、檀輸は新しい生命が苔ざし姶める汰麟な
ので、全（新しい事にチャンンジするのに遺した年なの
だとか．（ちなみ1こ干支は十干と十二支を継み合わせ
た60を謁纂とする徽霞で、ここから遭層という暴金が
うまれたそうです）

年男年女は、年神織の：：：加讀を多く受けることが
できると考えられていて、●態が良し、といわれているそ
うですが、戴でも自分の年鍮を再諷識させられる年で
もあります．気持ちは若しヽつもりでも（この時点ですで
に実年齢とのギャップを実鴫）、攣しい事に身体は正
直で、ケア・メンテナンスしても風い逼りに戴＼ヽてくれな
い時もあります．そんな澳実から目を冑けず、蕎たな年
を辺えられた事に感鼈しながら、この1年を平楓に過
こ・せたらと鼠っています．

昨年B＊中が徽喜1こ沸いたラグビーW杯1こ麓望、
今年は何といっても東京オリンビックというピッグルペ
ントが調曇され、累内でもかごしま1!1体が行われま
す。亀元を直火ランナーが重け抜19る光景を目にする
機会は生配で一度だけだと翠うと、 是奔とも生で体順
したいものです．鬱人的に『はやぶさ2』が年内に撼事
帰量する事を●っている私は、今日も僭宅犠、B瓢で
ある猶のブラッシング1こ精を由そうと息います。
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ノロウイルス吐物処理研修会
11月、ノロウイルス吐物処理について全職員を対象に研修会が行われました。

【ノロウイルスとは】
幅広い年齢層において感染性胃腸炎の原

因となるウイルスで、特に冬季に多発します。

100個以下という少量で人に感染し、腸管内

でウイルスが増殖していきます。

【感染した時の症状】
感染後、24~48時間で下痢、吐き気、おう吐、

腹痛、発熱などの症状がでます。ウイルスは

感染してから 1 週間程度ふん便中に排泄され

続けます。

研修会当日は主に経路③のふん便•おう吐物処理を基本から行いました。

ノロウイルスの予防方法として最も効果的なものは手洗いです。まめに手洗い、ノロウイルス ・ イン

フルエンザを予防しましょう！

？ ？ →ニ儡一蛉舟逼 ⇒翡
ノロウイルス 【患者が排出】

の感染経路
川から海へ ウイルスが蓄積

したものを食べる

． 
悶は 9 吟屯．

r ►感染
発病

【感染者が調理】 ウイルスが付着 食べる

悶喜 .^.…-団 ⇒翡
【ふん便•おう吐物を処理】 ウイルスが付着

I 老健施設【みなみかぜ便り】

防大訓練
【夜間想定】

11月20日（水）夜間時の火災を想定した防火訓練を消防

署立会いのもと実施いたしました。火災警報で訓練が始ま

り、火元確認、緊急放送、初期消火を実施。担当職員4名で避

難誘導を開始し、しばらくして病院からの応援3名も加わリ

62名（ダミ ー 含む）を、緊張感の中「ワンチ ー ム」になり避難

させることが出来ました。誘導の際に利用者様に怪我の無い

ように、パニックにならないようにと声掛けを行ない無事に

訓練を終える事が出来ました。これから火災の起こリやすい

時期になり、火災を出さないという事が大前提になります

が、日頃から各担当の役割を意識しながら勤務し、火の用心

を心がけたいと思います。
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ウイルスが闊接的に
手に付着

みなみかぜ．．．．口..

第 21回大運動会



ノロウイルス 吐物処理研修会
11月、ノロウイルス吐物処理について全職員を対象に研修会が行われました。

【ノロウイルスとは】
幅広い年齢層において感染性胃腸炎の原

因となるウイルスで、特に冬季に多発します。
100個以下という少量で人に感染し、腸管内
でウイルスが増殖していきます。

【感染した時の症状】
感染後、24~48時間で下痢、吐き気、おう吐、

腹痛、発熱などの症状がでます。ウイルスは
感染してから1週間程度ふん便中に排泄され
続けます。

研修会当日は主に経路③のふん便•おう吐物処理を基本から行いました。
ノロウイルスの予防方法として最も効果的なものは手洗いです。まめに手洗い、ノロウイルス ・ イン

フルエンザを予防しましょう！

ノロウイルス

の感染経路． 叫

C
出は

暉
①

暉
②

【感染者が調理】

輝
® 立＾吟

川から海へ

ウイルスが付着

叫�

..翡
ウイルスが蓄積

したものを食べる

•—•�感染
＇ 

発病
食べる← 

呻翡

まずは予防着の正しい若用から。

【ふん便•おう吐物を処理】 ウイルスが付着 ウイルスが閏接的に
手に付着

-」

みなさん真剣に取り組んでいました。

模擬吐物を使った実践研修。

＼ノロウイルス ・インフルエンザの予防に
マメに手を洗いをしましょう I

 

〗
Ill �三亨 II
t： 親指と手のひらをねじり洗いします。 手首も忘れすに洗います。

II声z工晶霊笠詈藍五已詈z［璽盆盟；zzzzzzzzzt』I
れ： マメに亭読い． マメにマスクでインフルエンザ予随！ は1
”4 

"◄ 

比 t? 厚生労働省 ●さらに詳しい情報は•;·�三五コ亘西E]Eコ2\Hi
♦♦♦ふるふるふるふるるるるるるるるるるるふるふるるふふるふるらるらるふるらふるるふるるふるるららるるらるふるふるふるるふるるふる♦♦◄

資料／厚労省ホームペー ジより https://www.mhlw.go.jp/bu nya/kenkou/kekkaku-kansenshouOl /d l/poster2Sb.pdf 
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防大訓練
【夜間想定】

11月20日（水）夜間時の火災を想定した防火訓練を消防
署立会いのもと実施いたしました。火災警報で訓練が始ま
リ、火元確認、緊急放送、初期消火を実施。担当聰員4名で避
難誘導を開始し、しばらくして病院からの応援3名も加わり
62名（ダミ ー含む）を、緊張感の中 「ワンチーム」になり避難
させることが出来ました。誘導の際に利用者様に怪我の無い
ように、パニックにならないようにと声掛けを行ない無事に
訓練を終える事が出来ました。これから火災の起こりやすい
時期になり、火災を出さないという事が大前提になリます
が、日頃から各担当の役割を意識しながら勤務し、火の用心
を心がけたいと思います。

みなみかぜ．．．．．．

第 21回大運動会
―`― ．愈

開設記念日である11月1日（金）に21回目のみ
なみかぜ大運動会を開催致しました。利用者様
と職員それぞれ紅組と白組に分かれ利用者様は
日頃のリハビリの成果を、職員は応援合戦等に
一生懸命取り組みました。

根占つじみ保育園によるマ ーチング、利用者
様と職員だけでなくこ‘家族の方も一緒になって
玉入れ、ボ ー ル渡し、車椅子リレー、ゲー トボ ー

ル、風船割り等、楽しく競技できました。職員によ
る応援では紅白に分かれ、三三七拍子の演舞や
元気よくエール等を送りました。利用者様も笑顔
で手拍子をしたり、一緒に声を出したりしてホ ー

ル内に参加者の歓喜の声があがりました。結果
は白組の優勝で今年の運動会も無事に終えるこ
とができました。 「賑やかで楽しかった」 「元気が
でたよ」との言葉を頂くことができました。

ドラゴンボ ー卜精鋭部隊
10月20日（日）に第35回南大隅町ねじめドラゴン

ボー トフェスティバルが開催され、出場してまいり
ました！

今年は天候に恵まれ、当施設 ・ 併設病院より選定
された精鋭部隊1チームで出場となリました。抽選
の結果、予選第1レース。注目集まる開幕レースで
した。緊張とあふれるアドレナリン、テンションを上
げて、スタートダッシュに成功。後半、体力の限界と
練習不足もあり失速し、惜しくも6位となりました。

しかし、タイムは自己ベスト2分58秒と初めて3分
の壁を越えられました。今後も地域の行事に参加し
ていきたいと思います。あたたかいご声援ありがと
うこ‘ざいました。
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（ 外来受診に関するお知らせ ： 
完全紹介予約制

当院の外来は「完全紹介予約制」となっておりま
す。初診の方は、他の医療機関（かかりつけ医）な
どからの紹介状が必要となります。また受診の際
は、事前に予約をお取りください。

※泌尿器科、整形外科、眼科は「かかりつけ医」がない場合
は予約のみで受診できます。

［ 健康チェック＆改善相談 ］ 
＼どなたでもお気軽にお越しください／

2月15 日（土） •3月 21日（土）
4月 18 日（土）

受付 地域医療室（保健師）

内容

費用

お問い合わせ

●血圧測定 ・ 体脂肪率測定 ・

血液検査（希望者）
●管理栄養士、保健師による

病気予防と改善のための
アドバイス

●無料ですが、血液検査を希
望の方は血糖150円、脂質
（コレステロ ー ル、中性脂
肪）300円ご負担いただき

ます。

地域医療室保健師まで

（ 職員募集 ］ 
【常 動】
医師 ・ 薬剤師 ・ 薬剤助手 ・ 介護福祉士 ・ 看護補助者 ・

栄養士（調理業務） ・ 調理師 ・ 調理員 ・ 経理事務
正看護師 ・ 正看護師（夜勤専従） ・ 准看護師 ・

診療情報管理士 ・ 社会福祉士 ・ 臨床工学技士（透析室）
医師事務作業補助 ・ 施設管理

【バー ト・臨時職員】
薬剤師 ・ 介護福祉士・看護補助者・調理補助 ・

医療事務（経験者） ・ 視能訓練士 ・ 正看護師 ・

医師事務作業補助

詳細については総務課庶務係までこ連絡ください

TEL.0994-22-3111 
（内線：1134)

予約に関する電話受付時間

月～金曜日午後2時～ 5時

土曜日 午前9時～12時

（ 病院稼働状況 ： 
11月 4月～11月 月平均

外来患者延数 2,563 21,025 2,628 
-------------------- ----------- -----------------------

(1日平均） 85.4 76.5 

新入院患者数 90 629 78.6 

退院患者数 70 621 77 6 

月末在院患者数 162 1,218 152.2 

在院患者延数 4,631 37,446 4,680 
-------------------- ----------- -----------------------

(1日平均） 154 4 136.2 

平均在院日数（一般病棟） 14.4 14.4 

（単位／名）

［ 編集後記 ］ 
新年あけましておめでとうございます。皆様

は良い年を迎えることができたでしょうか。

今年はいよいよ「東京オリンピック ・ パラリ

ンピック」が開催される年となりました。様々

な競技で日本人選手のメダル獲得の期待が報
道され、また皆さんもそのニュ ー スを心待ちに

していると思います。

私たち編集委員 ー 同も、この一 年皆様から

期待されるような「みどりの風」を作成してま

いりたいと思いますので、今年もどうぞよろし

くお願いいたします。

シンポルマー クについて

双肝属郡医緬会立病院

地域住民の皆様と地域の医療従事者を、
平和と安寧の象徴である二羽の鳩で表
し、共に協力しながら空高く飛翔するさま
をデザイン。
肝属郡医師会古病院の頭文字をエンドレ

＝ スイメ ー ジで丁ザインしたKマ ークは、地
域医療の中核病院として地域医療を支え
健やかで暮らしやすい地域づくりを目指
して永遠に伸びゆくさまを表しています。

肝属郡医師会立病院
〒893-2301鹿児島県肝属郡錦江町神川135番地3 TEL.0994-22-3111 FAX.0994-22-3110

URL http://www.kimotsuki-cdh.jp/ E-mail kimo-byouin@kimotsuki-cdh.jp 


