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　10月より当院に導入された「ウェルウォーク WW-1000」は、トヨタ自動車が開発を進めてきた、脳卒中などによる下
肢麻痺患者のリハビリテーション支援を目的としたロボットです。麻痺の状態などに合わせた難易度調節機能や歩行状態
のフィードバック機能など、運動学習理論に基づいたさまざまなリハビリテーション支援機能を備えています。
　ウェルウォークは、動く歩道のようなトレッドミルや歩行状態を確認するモニター、転倒防止のためのベルトなどからな
るシステム本体、麻痺側の脚に装着するロボット脚で構成しています。下肢に障害のない人に歩行は、片方の足を接地し、
膝を伸ばした状態をしっかり保持して体重を支えながら進行方向に重心を移動する「立脚」、もう片方の脚の膝を曲げ伸
ばし、進行方向に振り出す「遊脚」という二つの動作を無意識に繰り返すことにより行われます。
　リハビリでは通常、こうした自然な歩行を回復するため、膝関節の動きを固定して遊脚を助ける短下肢装具が用いられ
ています。
　ウェルウォークのロボット脚は、患者が立脚時、遊脚時にどのように膝関節の曲げ伸ばしをおこなっているかを感知し、
可動部のモーターを適切に制御することで自然な歩行をサポートします。つまり、長下肢装具と短下肢装具の長所を組み
合わせ、患者ごとに異なる障害の程度に応じ、より長時間、多数歩の練習支援が可能にます。

トヨタ自動車、リハビリテーション支援ロボット
「ウェルウォーク WW-1000」を導入
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　平成から新元号へと、新たな歩みが始まろうとするこの時
期に、大きなご縁をいただき、看護部長に就任いたしました。
　昨今、医療を取り巻く様 な々課題は、国の指針として、事故
や事件として、活字として取り上げられる事も多く、地方での孤
独死、認知症に関連すると思われる事故が全国版で取り上げ
られることさえ珍しくありません。その度に、自分の事とし不安
を感じる人も少なくないのではないでしょうか。今や、医療の
形や医療を受ける対象が大きく変化していることは明らかで、
20世紀には、50,60代に対して生命予後の延長や生存率が対
象にされていたものが、現在、もしくはこれからは（すでにとい
うべきか）80,90代の高齢者を主体とした医療が求められてい
ます。それに伴い疾病構造も変化しており、これからの医療の
中心は生活の質、さらには看取りの質についての追及になっ
ていくといわれています。
　2025年問題、2030年問題と言われ課題とされてきたことが、
すでに課題ではなく日常として取り組むことを余儀なくされて
いるという事でしょうか。
　急性期医療の向かう最先端医療はこれまで以上に進化し
てゆくことは明らかですが、一方では個 の々生活の質や地域
ならではの課題（過疎化、独居等）、看取りの質などについて
は、まだまだ進む方向さえも定かではありません。これらの課
題が社会問題として注目されている中、医療の概念も病院か
ら地域、在宅へと変化しています。高齢者を対象とした施設や
サービスが定着しつつあることからも、急性期と在宅をつなぐ
役割を中小病院が担うことは必然です。当院もその役割を担
うべく病院と位置付けられます。
　田上記念病院は、「生命の尊さを知り、隣人を愛する心を
基本に利用者と地域を癒し、なおかつ自分自身が成長できる
組織を目指します」との基本理念を基に、急性期病院の後方
支援病院として、在宅医療のホームドクターとして、在宅を支援
する様 な々分野との調整役として、在宅から治療への支援病
院としての役割を担ってまいります。
　医療機関にとっての顧客とは、患者様、ご家族様から地域
住民、連携医療機関、行政機関（消防、警察、自治体）すべて
に至ります。
　顧客（地域・個別）との関わりかたとして、当院では「寄り添

う」ことをこれまでも掲げてまいりました。その寄り添う「質」は、
関わる人によって変化することは言うまでもありません。関わり
方こそ「寄り添うかたち」だといえます。一つの顧客に対応する
ためには複数のサービス提供者の連携が必要であり、その対
応（関わり方）が顧客満足度を生み出してゆきます。個別の価
値観は多様で、それは常に変化するため、個別対応でなけれ
ばなりません。ところが、その結果得た満足は一時的なもので
あり、その「質」は常に向上させ続けなければならない、という
厳しい現状の中、この人で良かった、この病院でよかった、と
評価をいただける環境づくりは、容易なことではないと考えま
す。だからこそ、関わる力が、看護であり、各部署の専門職とし
ての意識（知識に基づいた）であり、組織に関わるものとして
のチーム力（連携）であると考えます。
「持てる力を引き出し、その力を最大限に生かす関わりを」　
　私の看護観の柱として大切にしている言葉の一つです。持
てる力とは、生きる力だけでなく生活する力、を指すのです
が、関わりによって、命や生活の質が変わるとしたら、関心を
持って関わることが何より大切なことと言えます。その関わる
対象者は患者様をはじめ、地域の方々、そして同じ職場で働
く仲間であり、チームとして関わって初めて対象者（顧客）の満
足度、信頼へとつながると信じています。
　当院では、院長により、環境改善が行われ、電子カルテの導
入がなされ、現副看護部長がその啓発に力を注ぎ、教育師
長、病棟師長によってEラーニングをはじめ院内の教育体制の
充実が図られています。環境の強みとして、保育施設が完備さ
れており、学び、働ける環境づくりにもより一層、力を注いでま
いります。
　私自身、社会情勢が変化する環境の下で、職員とともに、地
域に寄り添う形や関わり方の具体を模索しながら、「寄り添う」
ことから生まれる喜びを糧に、安心、安全な医療の提供がで
き、当院の役割を果たせるように努めてまいります
　まだ変化の途上ではありますが、「関わること」について、職
員間でディスカッションでき、職員と地域の皆様との関わりの
事例の中から、「寄り添う」ことを学ばせていただきながら、地
域に貢献してゆけるように、努力して参りたいと思います。よろ
しくお願い致します。

東 真理子（ひがし・まりこ）／田上記念病院 看護部長
趣味：ウォーキング、軽登山、旅行
好きな言葉：こころは見えないが心がけは見ることが
　　　　　  できる
血液型：B型
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　パワープレートとは独自のテクノロ
ジー「3次元ハーモニック振動」を使い、全
身の細部に負荷をかけ、短時間で効率的
なエクササイズをすることが可能です。
　パワープレートを使用しての訓練は、重
りを使用しないため関節に負担をかけず
に訓練が行え、なおかつ加速度トレーニ
ングにより訓練時間が短縮できるため心
身共に負担のない訓練が行えます。

　独自のテクノロジー「3次元ハーモニッ
ク振動」は、1秒間に25～50回の高速振動
で、あらゆる方向から全身の細部に負荷を
かけ、短時間で効率的なエクササイズをす
ることが可能です。自然なバランスが崩れ
るため、身体はもとの状態に戻そうとして
多数の筋肉が刺激されます。この反射反
応を利用し、プレートの上で1回30秒を1
セットでエクササイズすることで、短時間
で効果を得ることができます。

第67回 おはら祭夜まつり第67回 おはら祭夜まつり第67回 おはら祭夜まつり
　平成30年11月2日（金）、「第67回　おはら祭夜まつり」に総勢120名の踊り連で参加
しました。
 今年は、明治維新150周年の節目の年に開催されるおはら祭とのことで、本祭では西郷
どんコンテストも行われていました。
　当踊り連でも、西郷どんの仮装を行うなど、昨年以上に盛り上がりをみせていました。
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01 福祉フェスタinはらら

　平成30年6月10日（日）、福祉フェスタinはらら

に参加してきました。 今年もブース出展で参加し、

100名を超える来客がありました。今年は子供さ

んの参加が多く、来年は子供さんが楽しめる内容

も準備して参加を楽しみたいと思います。

02 グループホーム紫原　ドリームカフェ
　平成30年9月29日、グループホーム紫原にて入居されている利用者様と地

域の方々が交流する機会を作る「ドリームカフェ」が開催され、当院から久木野

作業療法士と馬場管理栄養士が参加し健康と栄養について講演をしました。 

地域の方々からは、とても良い機会だったと感想を頂き充実したイベントにな

りました。

地域活動
Neighborhood of TAGAMI
Region Activity

！
　平成30年7月17日（火）、感染対策研修会を開催しました。
　今回は、鹿児島県立薩南病院の感染管理認定看護師である長崎奈穂先生による「感
染管理の基礎のキソ」について講演がありました。

　講演は、「医療関連感染とは」「標準予防対策とは」「経路別予防策とは」の3項目で話があり、普段
行っている感染予防の理解が深まる分かりやすい内容となっていました。

感染対策研修会

　平成30年8月31日（金）、リスクマネジメント研修会とリハビリテーション科の研修報
告会が開催されました。
　リスクマネジメント研修会では、テルモ株式会社の金谷様より「実例（みんなで考えよ

う医療事故防止対策と血糖測定器のリスクマネジメントと最近の話題」について講演がありまし
た。
　リハビリテーション科からは、「第13回アジアメディカルショー2018」の研修報告があり、厚生労
働省から報告されている2060年問題を取り上げ、人口減少と少子高齢化に伴う生産年齢人口減
少の対策として、国が推進している「未来投資戦略2018」について説明がありました。

リスクマネジメント研修会・研修報告会
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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
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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
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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）
71％

66％

13％

21％

療養型病棟
11％

急性期への転院
13％

死亡退院 5％

※死亡・急性期への転院を除く在宅復帰率…87.1％

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

67.5 64.5

当院 全国

91.6 85.6

24.1 21.1

45.0 40.0

73.8 85.4

脳血管系（n=13）

74.6 77.0

当院 全国

96.5 98.8

21.9 21.8

47.5 33.7

43.6 56.2

整形外科系（n=16）

67.6 60.4

当院 全国

94.8 76.0

27.2 15.6

29.0 26.5

81.8 56.1

廃用症候群（n=3）

69.9 70.4

当院 全国

94.3 91.4

24.4 21.0

43.2 35.6

66.4 69.3

87.9 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. 7 月～H29.12月

　H29.10月～H30. 3 月

　H30. 1 月～H30. 6 月

78.369.335.621.091.4

79.581.739.025.973.9

89.370.942.523.077.1

87.966.443.224.494.3

70.4

47.9

54.1

69.9
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