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臨床検査技師　吉野 俊宏

院内検査室が
新しく設置されました

　当院はこれまで血液学的検査、血液生化学的検査、

免疫学的検査、内分泌学的検査、細菌検査などの検体

検査をすべて院外検査で実施してきました。それゆえ

に結果が返却され患者様の治療に役立てるのに早くて

も半日、遅い場合は数日かかることもございました。そ

の検査結果の迅速な報告のために検査技師が常駐し

て、血液CBC検査、白血球分画、CRP検査、血液ガス

検査、血液凝固検査などを実施する体制を構築するこ

とが急務とされ、その体制作りを2013年4月より開始

して、病院内外、関係各位のご協力をいただき7月より

検査スタートすることができました。患者様の緊急対

応のための結果報告に関して、採血後30分以内の報

告をめざして取り組んでおります。

　当院は平成24年10月に病院機能評価の訪問審査

を受け、平成25年3月1日付で「病院機能評価Ver6」

を取得することができております。当然その要求事項

のなかに臨床検査が関わる領域があります。

　私は国際標準化機構（ISO）が要求するISO15189

「臨床検査室-品質と能力に関する特定要求事項」を 

取得した経験を持っておりますが、病院機能評価も

ISO15189も目的は「患者様への良質な医療の提供」

に他なりません。

　当院検査室が「患者様への良質な医療の提供」を

しっかりと果たさないとならない義務と責任の一端を

担って、提供する検査結果の精度保証を行い、当院の

基本方針の一つである「最新のエビデンスに基づいた

サービスを利用者に還元する」をモットーに、日本臨床

検査技師会の推進するデータ標準化活動に参画する

ことにより、根拠に基づいた精度の高い検査データを

患者様にいち早く還元するように努めてまいります。

　これからの医療は「パーソナル医療＝オーダーメイ

ド医療」の時代に突入するとされております。薬の効き

目を左右する薬物代謝酵素、薬物トランスポーター関

連の遺伝子検査、癌になりやすい遺伝子を持っている

かどうかの検査、遺伝病の検査など医療の進歩ととも

に検査も日進月歩しております。その最先端のニーズ

に応えるため、これからも地域の他医療機関と密接な

連携を取り、トータルで良質の医療サービスを提供す

るように努めてまいりますので、関係各位の皆様方に

は多くのご支援を賜りますよう、お願い申し上げます。

▲�血液ガス分析測定装置
　OPTI�CCA�TS　メーカー：シスメックス（株）

▲顕微鏡
　CX31LBSF　メーカー：オリンパス（株）

▲�CRP�
検査器機

　��SPOTCHEM�
TM�BANALYST�
メーカー：アーク
レイマーケティ
ング（株）

▲�テーブルトップ
遠心機

　2420　メーカー：
　久保田商事（株）

▶血液検査器機
　XS-1000i　メーカー：シスメックス（株）
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日頃より医療法人春風会 田上記念病院に格別のご配慮を賜り、厚く御礼申し上げます。
医療法人春風会 田上記念病院では、

皆様により見やすく、より便利にご利用いただくためにホームページのリニューアルをいたしました。
当院に関するご意見ご要望等ございましたら、ホームページ内のお問い合わせよりご連絡をお願いいたします。

今後とも内容の充実をはかり、皆様により使いやすくお役に立てるホームページとなるよう、
より一層の内容充実に努めてまいります。今後とも皆様のご支援、ご協力をお願い申し上げます。

トップページ 医療設備紹介

診療科及び各部門紹介 回復期リハビリテーションについて

広報誌　春風だよりについて 館内フロアについて

ホームページリニューアルのお知らせ

3



深夜に体内で“脂肪を蓄える物質”が増えることがわかりました。
一方で、しっかり食べても太りにくい時間帯もあるのです。
1日のリズムに則って、美味しく、賢く食べましょう。

　暴飲暴食しているわけではないのに太る、お菓子や脂っ
こい物は控えているのに痩せない─。そういう人は、まず
は夕食の「時間」を見直してみましょう。
　実は、同じ内容・カロリーの食事でも、それが脂肪として
蓄積されるかどうかは「食べる時刻」によって変わることが
わかってきました。その鍵を握るのが、「BMAL1（ビーマル
ワン）」というたんぱく質です。
　ビーマルワンが、細胞内への脂肪の蓄積と密接に関係
していることを動物の研究から発見した、日本大学薬学部
教授の榛葉繁紀氏によると、 「ビーマルワンは、脂肪を作っ
て溜め込むための酵素を増やす働きをするたんぱく質です。
体内でこの物質が最も減るのが、14時～16時にかけてで
す。逆に、量が激増するのが22時～深夜2時と、時間帯
によって変動することを突き止めました（グラフ参照）。つま
り、ビーマルワンの量が増える夜遅くに食べた物は、昼に食

べた時よりも、効率よく脂肪として体に溜め込まれやすい」
といいます。
　食べた物が消化されるのにかかる時間は、食品にもより
ますが、およそ2時間。それを考慮すると、22時より2時間
前の20時（夜8時）までに夕食を済ませるのが望ましいとい
うことになります。22時までに消化を終えれば、脂肪として
蓄えられにくくなると考えられるのです。

　24時間の間に減少と増加を繰り返すビーマルワンは、体
内のリズム（体内時計）とも密接な関係にあります。この体
内時計を狂わせる不規則な生活も、太る原因。昼と夜の
区別がはっきりしない生活が続くと、ビーマルワンが減るきっ
かけを失ってしまうことになるからです。
 「実際、看護師やタクシードライバーなど深夜勤務をしてい
る人は、肥満からメタボリックシンドロームになりやすいという
統計も出ています」と榛葉氏は話します。
　本来人の体には、朝日が昇って目覚めると活動が始まり、
昼から夕方にかけて活動量はピークを迎え、日没以降はゆっ
くりと休息の準備に入って眠りに就く、という1日のリズムが備
わっています。このリズムを刻む体内時計に則れば、必要
な物質が必要な時間帯に体内で働くため、エネルギー代
謝が上昇し、運動に必要な筋肉も作られ、脳も活性化され
ます。逆にリズムが乱れ、体内時計が時差ボケ状態になる
と、代謝が落ちて筋力も低下し、頭もぼんやりした状態になっ
てしまいます。これでは、いくらカロリーを控えてもダイエット

特集

監修・データ提供：日本大学薬学部　教授　榛葉 繁紀 氏

「夜遅く食べると太る」を裏付け

●夕食を食べる時間がいつも20時以降

●夜遅くにお菓子を食べる、お酒を飲む

●朝食や昼食を食べない時がある

●朝昼夜の食事のうち夕食のカロリーが一番高い

●だらだら、ちょこちょこ食べる癖がある

●朝食を食べるより、1分でも長く寝ていたい

夕食は夜8時までに

“朝食抜き”も太る原因

が太りやすい！こんな人

を使って
肥満を防ぐ体内時計
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ができないどころか、健康にも不都合が生じてしまいます。
仕事が忙しくて寝不足が続いたり、メールやインターネットに
没頭して夜更かし、深夜番組を観たなど、ちょっとしたきっか
けで体内時計は乱れてしまいがちですが、体内時計をきち
んとリセットしてくれるのが、実は朝食。朝食を食べた刺激
によって内臓が目覚めると、体内時計もリセットされ、「朝が
来た！　今日も1日頑張るぞ」と、体にスイッチが入るのです。
　体が活動を始める朝、エネルギー消費の多い昼にはしっ
かりと食べ、休息を迎える前の夕食は控えめにすることが、
太らないコツです。「何を食べるか」以上に、「いつ食べる
か」も重要なのです。

　朝食は必ず食べる、夕食は20時までに済ませるという体
内時計に則った食生活は、肥満防止の基本ですが、さら
に減量するにはカロリーコントロールも必要です。
　運動量が少ない～中程度（立ち仕事をする）の50～69
歳の男性の1日の摂取カロリーの目安は、2050～2400kcal、 
女性は1650～1950kcal。無理なくダイエットを目指すなら、
約1割減を心掛けることから始めましょう。女性の場合なら
約1600kcalを摂取目標に。この程度なら、ひもじい思いを
しなくても健康体重に近づけることが可能です。

朝食：目覚めて１時間以内、9時までには済ませましょう。

カロリー制限なしにたっぷり食べてかまいません。朝は食

欲も食べる時間も少なめな人でも、400kcal程度は食

べるようにしましょう。

昼食：12～13時の間に、たんぱく質を中心とした食事を

しっかりとりましょう。とんかつ、焼き肉など少々高カロリー

でも大丈夫。食べたい物は、ランチでとりましょう。

夕食：20時までに済ませます。肉などの動物性たんぱく

質や脂質、炭水化物など、消化に時間のかかるものはで

きるだけ控えましょう。目安は600kcalですが、昼食が

高カロリーだった場合は、1日の摂取カロリーの合計が

1600kcal程度（女性の場合）になるよう、夕食で調整

してください。

　なお、お酒やジュースなど、カロリーのある水分も20

時までに済ませてください。水やお茶は、20時を過ぎて

も自由にとってかまいません。

　どうしても20時までに夕食を終えられない時は、「分食」
という手があります。15～17時のおやつタイムに300kcal
程度の軽い食事をし、帰宅してから消化の良い食べ物を
中心に300kcal 程度の夕食をとるという「分けて食べる」
方法です。
　自分のライフスタイルに合わせた規則正しい生活を心掛
け、まずは「夕食は夜8時までに」を試してください。もちろ
ん、適度な運動も忘れずに！

マウスの脂肪組織中のBMAL1（ビーマルワン）の量は1日の
中で変動する。グラフはBMAL1量が一番多い時を100%とし
た時の、時間ごとの変化を示したもの。最もBMAL1が多い深
夜2時を100％とすると、最も少ないのは14時で5％ほど。そ
の差は20倍に及ぶ。

BMAL1の脂肪組織中の量（相対値）

●�缶ビール350ml� � � �
（約150kcal）� � � �
＋焼き鳥（レバー）2本（約100kcal）�
＋もやしのナムル（約40kcal）

●�コンビニのおにぎり（約200kcal）��
＋あさりの味噌汁（約30kcal）� �
＋ひじきの煮物（約70kcal）

●�バナナ（大）（約100kcal）� �
＋牛乳200ml（約170kcal）� �
＋チョコレート５g（約30kcal）

●�たまごサンドイッチ（約300kcal）

●�かけうどん（約300kcal）

Bmal1
120
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0
2時 6時 10時 14時 18時 22時

Bmal1
120

100

80
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体内時計ダイエット

約300kcalの

（％）

食事例
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医療法人春風会研修会『職員接遇セミナー』の開催について
医療法人春風会では『福岡かつよ先生による職員接遇セミナー』を下記のとおり開催いたしました。

人と人が豊かに繋がる接遇を目指し、一期一会の接遇に磨きをかけるため、職員接遇に力を入れてまいります。

― 患者様に支持される病院を目指して ―

第１回 接遇研修 Ⅰ
平成25年4月17日（水）19:00～21:00

会 場  城山観光ホテル　２Ｆ ロイヤルガーデン
講 演   医療・福祉職員の接遇とマナー 

１. 患者様・利用者様への接遇 
２. 職場における社会人のマナー 
３. 第一印象の重要性

第２回 医療法人春風会の目指す接遇について
平成25年5月17日（金）19:00～21:00
平成25年5月20日（月）19:00～21:00

会 場  特別養護老人ホーム松恵園 リハビリ室（ホール）
講 演   １. 春風会の一員として大切にしていること 

２. 接遇において必要なこと 
３. 医療従事者（社会人）のマナー　等

第３回 あいさつ・お辞儀について
平成25年6月17日（月）19:00～21:00
平成25年6月18日（火）19:00～21:00

会 場   医療法人春風会　田上記念病院 
リハビリテーション室

講 演   １. なぜあいさつやお辞儀をするのか 
２. ＴＰＯに応じたあいさつ 
３. 立ち姿勢　等

第４回 身だしなみについて
平成25年7月16日（火）19:00～21:00
平成25年7月17日（水）19:00～20:30

会 場   医療法人春風会　田上記念病院 
リハビリテーション室

講 演   １. 病院（医療従事者）として相応しい身だしなみ 
２. 身だしなみがどのような印象を相手に与えているか 
３. 身だしなみチェック　等

6



平成２５年度　第１回
『医療安全研修会および感染対策研修会』を開催しました

医療法人春風会 田上記念病院では、全体研修会を下記のとおり開催いたしました。
今後も研修会を随時行い、職員自身の自己研鑽に努めてまいります。

日時：平成 25 年 6 月 26 日（水）
会場：医療法人春風会　田上記念病院　リハビリテーション室

　外来患者様は院外処方でお目
にかかる機会が少ないですが、入
院患者様の薬の調剤や注射薬の
確認など通じて、医薬品の安全性の確保ならびに適正
使用を行い、効果的な薬物療法を推進し、より質の高
い医療に貢献していきたいと考えています。

薬局　薬剤師
濵島 俊郎

　5月1日付にて、田上記念病院
に入職いたしました、前原と申しま
す。今回、総務課と医事課を兼務
することになりました。当院の印象としては、緑に囲まれた
自然豊かで且つ静寂な中に聳え立つ医療機関であり、療
養には最適な施設だと思いました。今までの経験を活かし、
頑張っていきたいと思います。どうか宜しくお願いいたします。

事務部　医事課長
兼務総務課長　前原 誠

ご挨拶 ご挨拶

当院職員のご紹介

１． テーマ  自己抜去の現状 
講 師   リスクマネージメント委員会 

委員長　森 進一郎医師

医療安全関連研修会第１回

２． テーマ  患者の権利を知り倫理問題を考える 
講 師  萩尾 フミ子看護部長

感染対策関連研修会第１回

１．  テーマ  院内感染予防のための標準予防策 
　　　　　（スタンダードプレコーション） 
講 師   感染対策委員会 

委員会副委員長　中野 洋子看護師長
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当院における回復期病棟診療統計データ（平成25年2月～平成25年7月）

入院時重症度判定割合
（平成25年2月～平成25年7月）

退院患者回復割合
（平成25年2月～平成25年7月）

■3点以上回復
■3点未満回復

■10点以上
■10点未満

日常生活
機能評価 人数

1 10点以上 21
2 10点未満 19

計 40

重症患者
回復加算 人数

1 3点以上 8
2 3点未満 2

計 10

退院者数（人）
在宅（GH・特養を含む） 31
療養型病棟 8
老健 0
急性期への転院 3
死亡退院 2
対象外疾患患者 15
計 59
退院者平均年齢（歳） 79.5

退院先割合 病床稼働率（％）
2013年2月 93.6
2013年3月 92.6
2013年4月 90.0 
2013年5月 90.9
2013年6月 92.1
2013年7月 83.0
平均稼働率 90.4

疾患別退院患者数（人）
23
10
5
0

計 38

疾患別平均在院日数（日）
104.7
 76.2
 44.6
　　0

全体  75.2

疾患別退院
患者割合

在宅（GH・
特養を含む）
70.5％

死亡退院
4.5％

療養型病棟
18.2％

急性期への転院
6.8％

老健
0％

■

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

0.0％

60.5％

26.3％

13.2％

※�急性期への転院・死亡退院患
者は含まない

※死亡・急性期への転院を除く在宅復帰率…79.5％

交通アクセス
●�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22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

医療法人春風会

田上記念病院
〒890-0033　鹿児島市西別府町1799番地

診療科目
内科・神経内科・呼吸器内科・循環器内科・リハビリテーション科・歯科

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）

田上記念病院
IC

IC

IC

松元

鹿児島西
鹿児島

広木駅

鹿児島本線
鹿児島本線

鹿児島道路
鹿児島道路

上伊集院駅

鹿児島中央駅

診療時間
午前 / 9:00�～�12:30
午後 / 13:30�～�17:00

病床総数
210床　
内訳 / �回復期リハビリテーション病床（30床）�

医療療養型病床（120床）　介護療養型病床（60床）

（
提
携
特
養
）

TEL：099-282-0051 FAX：099-282-6600
院長：中村浩一郎
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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

介護支援事業所　はるかぜ
〒890-0056　鹿児島市下荒田2丁目1-27
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
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

地域連携室　TEL：0120-83-0051
メールアドレス　��info@shunpukai.com

ホームページ　http://www.shunpukai.com/
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