
医療法人春風会 田上記念病院 広報誌

No.14
夏号
2018年

開聞岳とひまわり畑（指宿市）

はる かぜ

大津副院長兼看護部長（就任挨拶）………………2
島崎副看護部長（就任挨拶）………………………3
看護部新体制／新入職員紹介………………………4

院内研究発表会／ＢＬＳ研修会……………………5
地域活動………………………………………………6
ナーシングホーム田上苑紹介………………………7

副院長兼看護部長就任挨拶
副看護部長就任挨拶
看護部新体制
新入職員紹介

特 集



2

　私は二年間看護部長を務めてまいりましたが
平成 30 年 3 月をもって副院長を兼任することと
なりました。
　近年医療は人口の高齢化が進む一方で医学が
大きく進歩し、医療の在り方は治療から予防医
療へと変化してきています。
　国の財政事情の逼迫によって医療、社会保障
など負担が増し患者様にとっても医療機関にとっ
ても大変厳しい状況となりました。
　慢性期医療は超高齢化に伴い医療の必要性、
必要量が増大しているように思います。
　急性期病院からの後方支援病院として、また
在宅かかりつけ医としての役割も担ってまいりま
す。基本理念を受け継ぎ、「地域に密着したトー
タルで良質の医療・介護サービスを提供します」
との基本指針に基づき職員一丸となって地域の
方々のニーズに沿った健康予防や健康相談、地
域おこしなど地域に積極的につながり地域に愛
される、必要とされる病院を目指してまいります。
　看護に携わってきて近年一番思うことは多職
種連携、チーム医療だと思います。チーム医療
の一環を担う一員として安全で質の高い専門的看
護を提供し、安心できる心身のケアと癒しにも尽
力したいと思っています。

 　副院長として病院を統括する院長の仕事をサ
ポートしつつ患者様と職員に安心と安全を供与で
きるよう努力してまいります。
　今後もどうぞよろしくお願い申し上げます。

田上記念病院 副院長兼看護部長
大津  秀子

大津 秀子（おおつ・ひでこ）
田上記念病院 副院長兼看護部長

趣味：旅行、美術館巡り
好きな言葉：才能は継続して努力することである
血液型：Ａ型

地域に積極的につながり地域に愛される、
必要とされる病院を目指して。

副院長兼看護部長就任挨拶
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　副看護部長に就任致しました島崎仁二と申します。
　私はこれまで急性期病院、精神科病院（急性期・認
知症）慢性期病院で中間管理職として勤務し、臨地実
習指導や病棟の立ち上げ、業務改善などを経験してき
ました。また、業務の中で必要な資格を取得し業務に
活かしてまいりました。

　近年、変化する社会情勢の中で医療は更に高度と
なり、医療への価値観やニーズは多様化しています。そ
れに対して専門職の相対的不足がある上に、患者様
の要望も複雑化してきています。
　医療・介護従事者は国全体としても貴重な人材資産
です。労働力減少や、地域の人口減少などの変化の中
で、これらの人材が定年後もリタイヤすることなく勤務さ
れることで、医療・介護の人材負担軽減に資するだけ
でなく、地域の医療・福祉の人材解消にも繋がります。
　また、地域医療・介護の在り方が、その地域の人 の々
暮らしやまちづくりの在り方に直結することを踏まえる
と、地域の実情に応じた人材確保が必要になると考え
ます。地域住民・患者様の個別性、複合的なニーズ・多
様な価値観に応え、地域住民・患者様の価値を常に維
持・向上できるよう専門職としての教育基盤を早急に
整備し、専門性の向上とキャリア構築が課題となりま
す。
　当院では、院内教育を支援するシステムとして、学研
メディカルサポートによるe-ラーンニングシステムを活用
し、スタッフが自宅や職場など場所を問わず、空いた時
間を活用して自己研鑽できるようにサポートしています。

　慢性期病院の役割としては、急性期治療を終えた患
者様が在宅復帰できるよう、患者様を中心にチーム医
療を行い地域に根差した医療・介護が提供できるよう
努めてまいりたいと思います。

田上記念病院 副看護部長
島崎  仁二

島崎 仁二（しまざき・じんじ）
田上記念病院 副看護部長

趣味：映画鑑賞
好きな言葉：努力に勝る天才なし
血液型：AB型

地域医療・介護の在り方が、その地域の人々の
暮らしやまちづくりの在り方に直結する。

副看護部長就任挨拶
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看護部新体制

谷口  妙子
1病棟看護師長

好きな言葉：

血液型：Ｂ型

為せば成る

坂口  真理
2病棟看護師長

好きな言葉：

血液型：AB型

Lets be positive

中川  恵二
ケアワーカー長
好きな言葉：

血液型：A型

一生懸命

諏訪園 美恵子
3病棟看護師長

好きな言葉：

血液型：Ｏ型

ありがとう

竹下 ちふゆ
（たにぐち・たえこ） （さかぐち・まり） （なかがわ・けいじ）（すわぞの・みえこ）（たけした・ちふゆ）

5病棟看護師長
好きな言葉：

血液型：A型

頑張ってる人は、
見えないところで努力している
いつも笑ってる人は、
見えないところで泣いている
優しい人は、
見えないところで我慢している

リハビリテーション科
好きな言葉：

血液型：Ｏ型

やきにくとひまわり

歯　　科
好きな言葉：

血液型：Ｏ型

希　望
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　平成30年3月30日（金）に院内研究発表会が開催されました。
　始めに、リハビリテーション科の川上科長より平成30年度医療・介護報酬改定について説
明があり、その後に5演題が発表されました。

①PADによる下肢血流障害に関連した足潰瘍管理の課題～褥瘡と虚血性足病変との鑑別により治療
方針を変更した一例の振り返り～

②橋出血患者の注意障害に対する下衣更衣動作へのアプローチ
③入院時すでに失禁関連皮膚炎（IAD）を有していた患者の皮膚障害改善と予防に向けた取り組み～

入院時から治癒に至るまでの看護ケアの振り返り～
④橋出血後に片麻痺、運動失調、重度感覚障害を呈し、足趾潰瘍による足趾切断を強いられ自立歩行

獲得に難渋した一症例
⑤褥瘡ケア管理者に求められるコンサルテーション能力測定自己評価尺度の開発

平成29年度院内研究発表会

　平成30年2月27日に当院職員を対象としたBLS研修が開催されました。BLSとは、Basic 
Life Support（一次救命処置）の略称です。まず、DVDを観ながら説明を受け、その後、BLS
研修用の模擬人体を使用して意識の観察から胸骨圧迫、人工呼吸、AEDの使用方法を学び

ました。実際の場面を想定した訓練で緊迫感がありました。

ＢＬＳ研修会

五十嵐 謙太朗 迫  由美子
（いがらし・けんたろう）

1 病 棟
好きな言葉：

血液型：Ｏ型

努　力

上村 ひろみ
（かみむら・ひろみ） （さこ・ゆみこ）

リハビリテーション科
好きな言葉：

血液型：Ｏ型

ありがとう

事 務 部
好きな言葉：

血液型：A型

ありがとう

事 務 部
好きな言葉：

血液型：A型

努　力

2 病 棟
好きな言葉：

血液型：Ｂ型

一期一会

寺田  真樹 山本  千尋

久木田  理恵

馬籠  美沙
（てらだ・まき） （やまもと・ちひろ）

（くきた・りえ）

事　務　部
好きな言葉：

血液型：A型

ありがとう

岩野  百夏
（いわの・ももか）

地域連携室
好きな言葉：

血液型：A型

人生一度きり

立本  ゆう
（たてもと・ゆう）

リハビリテーション科
好きな言葉：

血液型：A型

せごどん

鉾之原  希志
（ほこのはら・たかし）

リハビリテーション科
好きな言葉：

血液型：Ｂ型

ぱぱおしごとがんばって

田中  精一
（たなか・せいいち）

（まごめ・みさ）
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01 西別府下地区町内会健康講座
　平成30年2月25日（日）に西別府下地区公民館にて

健康講座が開催されました。

　当院は、約1時間の時

間を頂きリハビリテー

ション科の川上科長が健

康体操を行いました。

02 武・田上地域総合文化祭
　平成30年1月28日（日）に鹿児島市武・田上公民館体育館にて「第38

回　武・田上地域総合文化祭」が行われました。

　田上記念病院の在る地域で、町内会をされている西別府下地区町内

会の皆様が文化祭で劇をされました。

　内容は、「田上に来られた西郷どん」と題して田上に来られた西郷さ

んが田上小学校の表札を作成して学校へ贈呈したとの内容でした。

　宮元会長をはじめ、西下町内会の皆様方お疲れ様でした。

地域活動
Neighborhood of TAGAMI
Region Activity

！ 施 設 紹 介
ナーシングホーム 田上苑

7

　この度ナーシングホーム田上苑でお仕事するこ
とになりました。何かと不慣れな点がありますこと
をご了承頂きご協力の程宜しくお願いします。さて
別の施設での話です。ある女性入所者さんが言い
ました、「先生、まこちよか世の中になったもんよ
な。」と。ダンプの運転などして子供達を育ててき
た活発なお年寄りです。こうして3度の食事はもち
ろん、おやつまで頂きお風呂などいろいろ世話をし
てもらい申し訳ないと言われる。そうした今の境遇
を自分の若いころや子供の頃と比べてのことで
しょう。あるいは自分の母の老後の悲惨な人生を
思って出てきた言葉だったのか？今、生きていれば
百歳以上になる人達、いわゆる昔のお年寄りは、お
気の毒な老後でした。厄介者扱いされ、子供達には
捨てられるのが常でした。このお年寄りはその後グ

ループホームへ移られ、以来お会いしていません。
ところで今や世の中では、国会議員や高級官僚、
ジャーナリストなどいわゆる第一線で活躍されて
いる人たちの言葉が、毎日話題になっています。重
箱の隅をつつく様にあら捜し、相手の言葉尻をとら
え、ヒステリックに血相を変えて言い争う。やれセク
ハラだ、隠蔽だ、談合だ、忖度だのいい加減うんざ
りです。私は思うにこの様な方々は、介護施設に泊
りがけで見学に来て現場を見て貰いたい。セクハラ
で問題になっているご両人、二人きりで何度も会食
されているとのこと。中身は違うけど一方は〇欲、
片方は〇欲といった何らかの欲望が垣間見えます。
鹿児島弁で「どっちもどっちやっど」でしょうか。

ナーシングホーム田上苑  施設長

出身大学 長崎大学

血 液 型 Ａ型

診療科目 形成外科

鮫嶋　憲治 さめしま けんじ

　入所のご利用者と隣の公園に出て、花

見と軽体操を行いました。今年は、雨も

降らずに気候的にも穏やかでした。ちな

みに苑内のホールからも花見はできま

すが、外は気持ちよかったです。

　デイケアの調理レクリェーションで「ホットケーキ＆
たこ焼き作り」を行いました。
 材料を混ぜて焼き上げる工程を実際に体験していただ
き、みなさん笑顔で楽しまれていました。焼き上がった
ホットケーキとたこ焼きは３時のおやつとして召し上
がっていただき、とても美味しかったと好評でした。

入　所

通所リハビリテーション

行事活動
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地域活動
Neighborhood of TAGAMI
Region Activity

！ 施 設 紹 介
ナーシングホーム 田上苑
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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10月～平成30年３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）
73％

50％
26.5％

23.5％

療養型病棟
6％

急性期への転院
15％

老健 8％

※死亡・急性期への転院を除く在宅復帰率…89.3％

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

58.8 64.5

当院 全国

83.5 85.6

24.7 21.1

45.0 40.0

87.1 85.4

脳血管系（n=13）

51.7 77.0

当院 全国

72.0 98.8

20.3 21.8

36.7 33.7

47.3 56.2

整形外科系（n=16）

51.8 60.4

当院 全国

75.9 76.0

24.1 15.6

28.7 26.5

78.4 56.1

廃用症候群（n=3）

54.1 70.4

当院 全国

77.1 91.4

23.0 21.0

42.5 35.6

70.9 69.3

89.3 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. 4 月～H29. 9 月

　H29. 7 月～H29.12月

　H29.10月～H30. 3 月

78.369.335.621.091.4

83.084.944.732.182.9

79.581.739.025.973.9

89.370.942.523.077.1

70.4

50.7

47.9

54.1
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