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　ずいぶんと今年の冬は寒いと思う。年齢を重ねる
につれ、自分自身の気候に対する抵抗力が弱ってき
ている為もあるかと思いつつ、現実に今年の冬は
「異常寒波」「何年振りの大雪」というニュースが日
本中を駆け巡っている。「地球温暖化」で地球は少し
ずつ暑くなっているのかもしれないが、その影響はな
ぜか冬になって感じることが多く、夏場であっても
「ゲリラ豪雨」や「時期外れの台風」など、自然災害
につながる現象で知ることとなる。
　「国境の長いトンネルを抜けると、そこは雪国だっ
た」という川端康成の「雪国」の有名な書き出しを
時々思い出しながら、私は毎日「トンネルを抜けて」
職場に通勤している。小説ほど劇的ではないにせよ、
毎日1㎞ほどのトンネルを抜けるたびに少し天候も変
わったりするので、トンネルを抜けると気が引き締ま
る。
　田上記念病院は、武岡トンネル入り口から車で10
分程度、トンネルを抜けて高速の無料区間を１区間
走り、鹿児島西インターを降りた後、道路をしばらく
走った自然豊かな、木々に囲まれた少し高台に位置
したところにある。市内中心部からは思ったより近い
のだが、いわゆる山間部ではあるので、当然今年の
冬は何度か雪が降った。いつからなのだろうか？子
供の頃は雪が降った日は楽しい・嬉しい以外の感情
はなかったはずだが、今となっては雪を見るとちょっ
と困ったと思ってしまう。自分自身の事しか考えられ
なかった子供時代と違い、自己も含めて、職員や入
院中の方々が雪によって良くない影響がでることを危
惧しているのだろう。それでも入院中の方々にとって
季節感はとても大事な事なので、看護師など病棟職
員は患者様に「ほら、雪が綺麗ですね」と優しく接し
てくれている。慢性期の医療・福祉はいわば生活の
場でもある。来るべき春を迎え、夏・秋、そしてまた
冬と、日々の季節を感じながら入院生活を送ってい
ただきたいと思う。季節と共に患者に寄りそう医療が

できるような職場環境を整える事が自身に与えられ
た使命であり、25年以上経った今でも、まだ道のり
の途中だと思う。
　2018年は、医療・介護の同時改定の年である。
2000年に始まった介護保険が、団塊の世代が全て
後期高齢者に入る2025年を目途にしているとした
ら、既に後半に入り、残りわずかとなっている。どうし
ても我々は診療報酬・介護報酬の改定だけに気を
止め、きわめて経済的な理由で報酬改定に向かって
しまうのだが、元々国が定めている医療・介護の制
度に沿って、我々が行う医療・介護の行為に対して
の対価として報酬を定めているに過ぎない。本来高
齢者医療・介護は、高齢者に対し、十分安全で安心
した医療・介護が提供できるという事を前提に作ら
れているはずだけれども、決められた財源の中、医
療・介護に使われる社会保障費は確実に減少しつ
つあり、ＩＣＴやＡＩ等、最新の高度な医療は大事
で、十分評価しなければならないとしても、「手と目で
護る」という古臭いが大好きな看護の精神は今や経
済的な評価をしづらいのも確かであろう。医療がど
んどん進歩し、多くの医療機器や看護やリハビリの
補助機器が導入されたとしても、「ほら、雪が綺麗で
すね」と患者様の手を取り、寄り添ってくれるロボット
看護師が近 出々てくるとはとうてい思えない。
　患者に寄りそう医療をしっかりと出来る医療機関
でありたいと思い、また、診療報酬を含めてそれが実
現できる制度をしっかりと作ってもらいたいと思う。

ご　挨　拶ご　挨　拶
田上記念病院 事務長  穂原  康博

穂原 康博（ほばら・やすひろ）
田上記念病院 事務長
趣味：ゴルフ
好きな言葉：自然体
血液型：Ｏ型
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この度、全面リニューアルいたしました。

今回のリニューアルでは、ご利用者のみなさまに、看護部の紹介やリハビリテーションでの取り組み、回復
期リハビリテーションの紹介など当院の特徴を分かりやすくお伝えできるホームページとなるようにデザ
インや構成を改善させて頂きました。（スマートフォン対応ホームページとなっております。）

これまで以上に、みなさまに見やすく、使いやすいサイトを目指し、内容を充実して参りますので今後とも
何卒よろしくお願い申し上げます。
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リハビリテーション科の紹介 脳ドックの紹介画面

PC画面でもスマートフォン画面
どちらでも対応出来ます。

http://www.shunpukai-hospital.com/アクセスは
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「医療法人春風会合同忘年会」開催しました。「医療法人春風会合同忘年会」開催しました。

鹿児島サンロイヤルホテルにて春風会合同忘年会が行われました。
中村理事長より挨拶があり、職員への労に感謝を述べられ、1年の総括と来年の方針を話されました。
挨拶と乾杯が終わり、歓談時間になるとおいしい食事とお酒を楽しみながら、日ごろ法人職員が一堂に会する
ことがないためか会場のいたるところで楽しく交流が行われてました。
忘年会の終盤では、恒例の景品抽選会とじゃんけん大会が行われ参加者
全員が一喜一憂。
最後は、穂原事務長が締めの挨拶を行いあっという間に時間が過ぎてい
きました。
今年を締めくくる大変楽しい時間を過ごす事が出来ました。
来年も楽しい忘年会が行えるように職員一同頑張って参ります。

日  時 平成29年12月13日(水) 19：30～ 場  所 サンロイヤルホテル 太陽の間

脳卒中などの脳血管疾患患者および運動器疾患患者のリハビリテーションの可能性を広げる
随意運動介助型電気刺激装置のアイビス療法を実施しています。

回復期リハビリテーション病棟
に入院されている患者様へアイ
ビス療法を実施しています。

患者様へのアイビス療法を活用
したリハビリの内容の動画を
ホームページでもご覧いただけ
ます。

IVES（アイビス）療法行ってます。

脳卒中などの脳血管疾患および
運動器疾患患者のリハビリテーションの
可能性を広げる電気刺激装置。

4

新任の医師・職員をご紹介します。
みなさんどうぞよろしくお願いします。

職 員 ／Staff

北野　研
●きたの　けん
（平成29年10月23日入職）

地域連携室

　昨年10月23日に地域連携室に入職いたしました。
　長く特別養護老人ホームに勤務しておりましたので
病院での経験は少ないですが、福祉の経験を活かしつ
つ一生懸命頑張ります。
　地域の皆様が住み慣れた地域でいきいきと生活でき
るお手伝いが出来るよう、より多くの社会資源と繋
がっていけたらと思っています。
　どうぞよろしくお願い致します。

ごあいさつ

趣　味 カラオケ・ドライブ

血液型 A型

愛　犬 カムイ
（ミニチュアシュナウザー 7歳）

医師・職員の紹介医師・職員の紹介
Introduction of Doctor /

 Staff

職 員 ／Staff

本田　恵佑
●ほんだ　けいすけ
（平成20年4月1日入職）

リハビリテーション科主任
（理学療法士）

　昨年の11月21日付きで就任致しました、理学療法士主任
の本田恵祐と申します。
　私はこれまで、当院の回復期リハビリテーション病棟に７
年携わってきました。脳血管疾患や運動器疾患の患者様のリ
ハビリテーションを行うなかで、多くの患者様がご自宅へ退
院される経験させて頂きました。患者様とご家族様が“笑
顔”で退院される姿は感慨深く、私自身もやりがいを感じる
場面です。
　理学療法では、基本動作練習や歩行練習などのリハビリを
行い社会復帰に向けて患者様と目標を共有しながらリハビ
リを進めていきます。患者様の「病気、障がいがあってもご自
宅がある街で、自分らしく暮らしたい」という気持ちに寄り
添いながら、これまでリハビリテーションに携わってきまし
た。今後も自己研鑽に努め、患者様に還元できるよう努力し
ていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

ごあいさつ

趣　味 音楽

血液型 Ｏ型

田上記念病院↔鹿児島中央駅循環シャトルについて

シャトル巡回曜日 月曜日～土曜日（日曜・祝日除く）運行

シャトル巡回時間 （所要時間：約1時間）

病　院

① 10時10分

鹿児島中央駅東口

➡ 10時30分

鹿児島中央駅西口

➡ 10時45分

病　院

➡ 11時00分

② 13時10分 ➡ 13時30分 ➡ 13時45分 ➡ 14時00分

③ 15時10分 ➡ 15時30分 ➡ 15時45分 ➡ 16時00分

④ 18時10分 ➡ 18時30分 ➡ 18時45分 ➡ 19時00分

当院へ入院又は転院される方、通院、お見舞い等の方についてはご要請いただきましたらご自宅又は近隣へお迎えに上がります。
どうぞお気軽にお申し出ください。

お申し込み先：田上記念病院（099-282-0051）事務部

※お迎え可能時間　月曜日～土曜日　10時頃～17時頃の間　お迎えの目安～15㎞位
※お迎えに向かう時間もございますので、よろしければ早めのご連絡（ご予約）をお願い申し上げます。

平成30年1月より病院送迎を行っております。 安全・安心の循環シャトルを
ぜひ、ご利用ください！

安全・安心の循環シャトルを
ぜひ、ご利用ください！
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添いながら、これまでリハビリテーションに携わってきまし
た。今後も自己研鑽に努め、患者様に還元できるよう努力し
ていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

ごあいさつ

趣　味 音楽

血液型 Ｏ型

田上記念病院↔鹿児島中央駅循環シャトルについて

シャトル巡回曜日 月曜日～土曜日（日曜・祝日除く）運行

シャトル巡回時間 （所要時間：約1時間）

病　院

① 10時10分

鹿児島中央駅東口

➡ 10時30分

鹿児島中央駅西口

➡ 10時45分

病　院

➡ 11時00分

② 13時10分 ➡ 13時30分 ➡ 13時45分 ➡ 14時00分

③ 15時10分 ➡ 15時30分 ➡ 15時45分 ➡ 16時00分

④ 18時10分 ➡ 18時30分 ➡ 18時45分 ➡ 19時00分

当院へ入院又は転院される方、通院、お見舞い等の方についてはご要請いただきましたらご自宅又は近隣へお迎えに上がります。
どうぞお気軽にお申し出ください。

お申し込み先：田上記念病院（099-282-0051）事務部

※お迎え可能時間　月曜日～土曜日　10時頃～17時頃の間　お迎えの目安～15㎞位
※お迎えに向かう時間もございますので、よろしければ早めのご連絡（ご予約）をお願い申し上げます。

平成30年1月より病院送迎を行っております。 安全・安心の循環シャトルを
ぜひ、ご利用ください！

安全・安心の循環シャトルを
ぜひ、ご利用ください！
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おはら祭り夜祭りに参加しました。
（2017年の当院のイベント紹介）

活動報告

　おはら祭り夜祭りへ、「医療法人春風会・中村グループ踊り連」として初めて参加しました。
当日は、法人職員や関連法人職員合わせて100名を超える職員が参加し大きな踊り連となり、全員が医療
法人春風会のイメージカラー（ピンク）に桜模様が描かれた色鮮やかな法被を羽織って踊りました。
踊りの時間は約2時間、実際に踊るととても大変できつかったですが最後まで怪我もなく無事に全員踊る
ことが出来ました。
　参加された職員から「楽しかった」「いろんな人と交流が出来て良かった」「また来年も参加したい」な
どの話がありました。
　今年も昨年以上の踊り連を編成して参加したいと思います。
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ホームページ   http://www.shunpukai-hospital.com/

介護老人保健施設
ナーシングホーム田上苑
〒890-0032
鹿児島市西陵6丁目21-18
TEL：099-283-0120
○介護老人保健施設（老人保健施設）
○短期入所療養介護（ショートステイ）
○通所リハビリテーション（デイケア）

〒890-0033 鹿児島市西別府町1799番地
TEL：099-282-0051  FAX：099-282-6600
地域連携室  TEL：0120-83-0051  院長：中村浩一郎
メールアドレス　info@shunpukai.com

内科・神経内科・循環器内科・消化器内科・血液内科・
リハビリテーション科・歯科

介護付有料老人ホーム
クレセール天保山
〒890-0056
鹿児島市下荒田2丁目39-1
TEL：099-806-0033

介護支援事業  はるかぜ
〒890-0056 鹿児島市下荒田2丁目39-1
TEL：099-812-4305

グループホーム（認知症対応型共同生活介護／介護予防）
はるかぜグループ

（
提
携
特
養
）

特別養護老人ホーム  やすらぎの里（社会福祉法人希望会）
〒899-5543 鹿児島県姶良市下名2992
TEL：0995-65-1641

特別養護老人ホーム  松恵園（社会福祉法人松恵会）
〒890-0033 鹿児島市西別府町1920
TEL：099-282-7520

医療法人 春風会

田上記念病院

診療科目
●お車でのご来院　鹿児島ICより松元方面へ約10分
　　　　　　　　　鹿児島中央駅より約15分
●バスでのご来院　鹿児島中央駅からご利用の場合：
　　　　　　　　　南国交通バス／鹿児島中央駅東口18番乗り場
　　　　　　　　　【池田高校前】行き、【石谷】行き、【下入佐】行き、
　　　　　　　　　【飯牟礼郵便局】行き、池田高校前バス停下車　徒歩約5分

交通アクセス

午前／9：00～12：30　午後／14：00～17：30
診療時間

アウトモービレルッソアウトモービレルッソ池田小学校池田小学校

池田高校池田高校

池田高校前バス停留所池田高校前バス停留所

鹿児島県道鹿児島東市来線鹿児島県道鹿児島東市来線

鹿児島市方面▶鹿児島市方面▶

◀伊集院・東市来方面◀伊集院・東市来方面
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医療法人春風会
田上記念病院

特別養護老人ホーム
松恵園
特別養護老人ホーム
松恵園

松恵園居宅介護支援事務所松恵園居宅介護支援事務所

西別府町西別府町

回復期リハ病棟診療統計データ（平成29年7月～12月）
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退院先割合

疾患別退院患者割合

脳血管疾患、脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血の
シャント術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多
発性神経炎、腕神経叢損傷等の発症または手術
後、義肢装着訓練を要する状態（高次脳機能障害
を伴った重度の脳血管障害、重度の頸髄損傷、頭
部外傷を含む多部位外傷の発症又は手術後）

大腿骨、骨盤、脊髄、股関節又は膝関節、2肢以上
の多発骨折

外科手術又は肺炎等の治療時の安静による廃用症
候群

大腿骨、骨盤、脊髄、股関節又は膝関節の神経、筋
又は靱帯損傷

在宅（GH・
特養含む）
69％

51％

23％

26％

療養型病棟
17％

急性期への転院 6％

老健 8％

※死亡・急性期への転院を除く在宅復帰率…79.5％

回復期リハビリテーション病棟 退院患者データ

回復期リハビリテーション病棟実績

入院時FIM（平均）

退院時FIM（平均）

FIM利得（平均）

実績指数（中央値）

在院日数

在宅復帰率

53.9 65.4

当院 全国

80.2 86.1

26.3 20.7

36.2 37.4

103.2 85.6

脳血管系（n=13）

39.4 77.7

当院 全国

69.5 98.5

30.1 20.7

31.9 31.8

69.0 56.3

整形外科系（n=16）

50.4 60.5

当院 全国

71.9 75.5

21.4 15.0

27.3 27.0

73.0 55.6

廃用症候群（n=3）

47.9 70.9

当院 全国

73.9 91.2

25.9 20.3

39.0 33.3

81.7 69.8

79.5 78.3

全体（n=32）

【全体】①入院時FIM、退院時FIMは全国平均より低く、全国平均に比べ患者のADL重症度が高い傾向あり。　②FIM利得は患者
のADL重症度が高いにも関わらず、全国平均に比べ5.6点高い。　③実績指数（※）は全国に比べ5.7ポイント高い。　④在院日数は
全国平均に比べ11.9日長い。　⑤在宅復帰率は1.2％高い。
※実績指数：回復期リハビリテーション病棟における直近の実績指数（平成28年３月４日保医発0304第３号）別添１第 １章第２部第３節Ａ３０８（12）イに示す方法で算出。

※FIM（機能的自立度評価表）：実際に行っている日常生活動作の能力を評価したものです。全18項目を介護量に応じて完全自
立～全介助までの7段階で評価します。点数が高いほど自立度が高くなります。
※FIM利得：日常生活動作能力の改善値を示しています。（退院時FIMー入院時FIM＝FIM利得）

　全国平均

　H29. 1 月～H29. 6 月

　H29. 4 月～H29. 9 月

　H29. 7 月～H29.12月

78.369.833.320.391.2

84.383.538.631.279.5

83.084.944.732.182.9

79.581.739.025.973.9

70.9

48.3

50.7

47.9
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