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　東芝メディカルシステムズ製64列/128マルチスライスCTからキヤノンメディカルシステムズ製80列/160スライス
マルチヘリカルCTへ入れ替えを行いました。
　これまでの64列CTと比較し80列CTは、撮影能力の向上「高画質」「低被ばく」の実現、ワークフローの高速化により患
者様の検査を受ける負担を極力軽減でき、なおかつ鮮明な画像による診断が行えるためより正確な診療が提供できるよ
うになりました。

　当院では、退院後に自動車運転復帰を目指している患者様の訓練をサ
ポートするためドライビングシミュレーター「Hondaセーフティナビ」を導
入しました。
　シミュレーターの画面上では、場面に応じた操
作指示が表示され、その指示に対する反応の速さ
や正確さで患者様の運転能力が評価されます。
　自動車運転の練習をしたいが病気や障害など
により実車での訓練はまだ自信がないと思われる
方でも安心して練習を行うことができます。

80列/160スライスマルチヘリカルCTへ
入れ替えを行いました。
80列/160スライスマルチヘリカルCTへ
入れ替えを行いました。

ドライビングシミュレーター（模擬運転装置）
「Hondaセーフティナビ」を導入

キヤノンメディカルシステムズ　Aquilion Lightning/Helios Edition

DTI解析

内臓脂肪量測定結果表

腹部造影CT①：マルチレイヤー 腹部造影CT②：MIP 右大腿骨頚部骨折① 右大腿骨頚部骨折②

LAA解析

しっかり練習して安全運転をしましょう！

　明けましておめでとうございます。今年の冬は長

期的には暖冬との予想でしたが、正月休み期間中

には、朝晩の寒さの厳しい日がありました。

皆様には、良いお年を迎えられた事と思います。

　昨年は、台風や大雨などの自然災害が多い年でし

たが、一方で元号が改まり令和となり、G20大阪サ

ミットや、アジア初となるラグビーワールドカップでは

日本が躍進し初の８強入りを果たしたことに加え、

ラグビーが持つ文化に多くの人が共感し『One 

TEAM』といった言葉も2019年の流行語にもなりま

した。

　さて、当院にとりましても、2019年は重要な節目

で変革開始の年になりました。

2018年11月に休床していた病床を復活させ199床で

再稼働し、3月に現在の東看護部長を迎え、ご縁が

あり、私も7月に当院に入職いたしました。

　患者様、ご家族様、及び他医療機関の要望をい

ただき、当院の医療機関としての役割、強みを生か

し、昨年10月に地域包括ケア病床を開設することが

できました。

地域包括ケア病床を開設したことにより、他医療機

関及び患者様やご家族様よりお問い合わせや相談

をいただき、地域にとってなくてはならない病院で

あるということを痛感いたしました。そして職員皆が

この病院をこれからどの様にして期待に応えるかと

いう意識を持って、これからの日々の仕事に取り組

んでもらいたいと呼びかけております。

　病院は多職種の人が働いており、いわゆるマンパ

ワーが運営の源です。中でも医師・看護師不足対策

が最重要課題です。幸い当院は、昨年10月に呼吸

器内科医(常勤)、本年1月に消化器内科医(常勤)を

増員し、3月には整形外科医(常勤)を迎える予定にし

ており、積極的に勧誘活動をすることにしています。

今後は、看護師確保対策も新たな戦略が必要と

なってきます。本年は、国の医師・看護師増員計画

に期待するだけでなく、将来その受け皿としての当

病院をどのように充実していくべきかを院長・看護部

長を含め院内関係部署にて、具体的に考えていかね

ばならないと思っております。

　また、インフォームド・コンセントにより医療の中身

がよりオープンになっていったことで、診療の質、サー

ビスにおいて高いレベルが要求されるようになりま

した。そのような患者様・ご家族様のニーズに対応し

て、業務の標準化、効率化、システム化などの診療

側の改革が進んでいくのも必至です。今後は、急性

期医療機関だけではなく、当院のような亜急性期～

回復期機能～介護を担う医療機関も、一つ一つの

症例に質の高い、サービスの行き届いた納得のいく

医療を提供し対応する努力が求められる事が予想

されますので、医師事務作業補助など事務職員の

業務能力の向上も検討していかなければならないと

考えております。

　本年は、4月に診療報酬改定も予定されておりま

すので、時代に即応した医療環境・職場環境の整

備について検討し、病室・病床・院内設備の具体的

な改善を図りつつ、地域の急性期医療を支える地

域医療病院として、積極的に前進していきたいと思

いますので、患者様、ご家族様及び医療介護機関

様のご支援ご協力をよろしくお願いし、年頭の挨拶

とさせていただきます。

巻 頭 言巻 頭 言
田上記念病院 事務長代理  堀  博幸
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　当院は、地域の多様な医療ニーズにお応えするため新たに地域包括ケア病床
を当院5病棟に16床開設することといたしました。
　良質な医療の提供はもとより、寝たきり防止と認知症予防に取り組み元気に不
安なく在宅生活へ復帰できることを目標に入院から退院まで多職種協働で支援し
ていきます。

地域包括ケア病床開設特  集
良質な医療の提供をめざして令和元年10月1日いよいよ始動！

『寝たきり防止と認知症予防』
・日中、ベッドで寝ている時間を減らします。

・食事をおいしく食べられるように支援いたします。

・他者との交流の機会を増やします。

当院の取り組み

患者様がゆったりと入院生活が送れるようにスペースを広く確保しています。

病室紹介（4人部屋）

地域包括ケア病床での一日
※患者様の状態に応じて行われる内容は変わります。

朝食
7:30

在宅復帰に向けた
動作訓練
10:00

歯科衛生士に
よる口腔ケア
13:00

レクリエーション
14:30

お茶
15:15

健康チェック
及び治療

9:00～10：00

健康チェック
14：00

昼食
12:00

口腔体操
15：00

夕食
18：00

当院のベッドは、すべて「見守りセンサー」付き「低床ベッド」になっています。

「低床ベッド」
・幅広い高さ調整ができることで、ベッドの端で足をおろして座った姿勢が安定するため立ち上がりや
腰掛ける際に負担なく安定した動作が行えます。
・ベッドからの滑落時に衝撃を最小限に軽減できます。

「見守りセンサー」
・患者様の離床をアラームで知らせてくれるためスタッフが即時に対応可能となっています。
・夜間も患者様の睡眠状況に合わせたケア、見守りが可能になります。
・患者様の生活や行動に合わせたケアが行えることで、安全・安心・満足度の向上につながります。

在宅復帰に向けた動作訓練（随時行っていま
す）

多職種で行うレクリエーション歯科衛生士による口腔ケア

看護師による健康チェック 歯科衛生士による口腔体操
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01 武・田上地域グラウンドゴルフ大会

　令和元年6月1日、大峰公園グランドで武・田上地域グラウンドゴルフ大会

が開催されました。

　当院は、救護班及び健康相談として参加をしました。

　大会は、全部で6つの地域から約360名の方が参加されており当院の健康

相談ブースにもたくさんの方が相談に来られました。

　これからも地域の方々の健康増進に貢献します。

02 福祉フェスタinはらら

地域活動
Neighborhood of TAGAMI
Region Activity

！

　九州理学療法士学術大会にて、当院リハ
ビリテーション部の川上部長が口述発表（自
律神経・難治性疼痛）の座長を務めました。
　当院は、他にも県内外の学会へ積極的に
参加しており研究発表を積極的に行ってい
ます。

九州理学療法士学術大会2019 in 鹿児島 黎明館
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会期：2019年10月12日（土）～13日（日）
会場：鹿児島県民交流センター
主催：公益社団法人 鹿児島県理学療法士協会

　今年も接遇セミナーが開催されました。
　講師は、株式会社ラ・ポールの福岡かつよ先生です。
　2日間で各部署ラウンドを行っての接遇指導と全職員を対象としたセミナーを行っていただきまし
た。
　セミナーでは、「医療安全に繋がる接遇・コミュニケーション」について講演があり、グループワークを
行いながら実践することで新しい気づきもありました。

接遇セミナー

日時：令和元年 9 月30日（月）　17：45～19：45
　　　令和元年10月 1 日（火）　10：30～12：30　17：45～19：45

　令和元年6月9日、福祉フェスタinはららに参加しました。

　今年で3回目の開催となるイベントで、初回から参加しています。

　例年通り、原良小学校体育館内で行われ来場者は1,000名を超え

当院の健康相談ブースにも子供から高齢の方までたくさんの方が

相談に来られました。

　これからも地域との交流に積極的に参加していきます。



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・脳神経内科・循環器内科・消化器内科・呼吸器内科・皮膚科・
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／2：00～5：30
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
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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）
90％

57％

12％

31％

急性期への転院
10％

※死亡・急性期への転院を除く在宅復帰率…100％

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

60.5 63.1

当院 全国

94.6 86.4

34.2 23.3

49.9 47.8

111.3 83.2

脳血管系（n=13）

57.7 75.4

当院 全国

90.6 99.5

32.9 24.1

37.4 39.4

74.7 54.7

整形外科系（n=16）

57.3 57.9

当院 全国

83.3 75.1

26.0 17.1

27.4 32.1

82.7 55.3

廃用症候群（n=3）

61.8 68.9

当院 全国

94.4 92.1

32.6 23.2

41.6 41.4

90.7 67.4

100.0 79.4

全体（n=32）

全国データは平成30年度回復期リハビリテーション病棟の現状と課題に関する調査報告書を引用(一般社団法人回復期リハビリ
テーション病棟協会2019年2月21日発行)
※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

　2019.1月～2019.6月

　2019.4月～2019.9月

79.467.441.423.292.1

10081.139.230.195.6

10090.741.632.694.4

68.9

65.5

61.8

在宅復帰率在院日数実績指数FIM利得退院時FIM入院時FIM
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