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　4月に診療報酬改定が行われ、
世間や当院でも患者の流れが変化
してきたと感じられます。特に最前線
に立っている地域連携室のスタッフ
や生活相談員（特養・老健）は日々
実感していると思います。
　今回の診療報酬改定において、厚生労働省は全ての
病院・介護施設に在宅復帰率の縛りをかけてきました。
それによって、「時々入院、ほぼ在宅」という言葉がありま
すが、「入院していたらダメですよ」「家に帰って面倒をみて
くださいね」という流れになってきていると思います。そのた
めに在宅医療や訪問看護ステーションの充実が求められて
います。
　なぜ厚生労働省がこのような方向性を打ち出してきたか
というと、単純に「お金がない」からです。
　2014年の国家予算は総額で95兆8000億円。そのうち
医療・福祉関係の社会保障費関連で29兆円が使われて
おり、毎年増加しています。これは高齢者の増加が原因
です。今後も増加し40兆円程度になると言われています。
　話を変えて、昨今ニュースでいろいろ言われている貿易
収支について考えてみます。
　2013年度に輸出して稼いだ金額から輸入して外国に支
払った金額を引くと、13兆7488億円の赤字を呈していま
す。要するに日本は外国に年間13兆円のお金を支払って
いる状態で、トヨタがいくら稼いでも追いつかない状況です。
これは3年連続の赤字です。ちなみに速報値で2013年2
月は8400億円、1月は2兆7900億円の赤字です。先程
の社会保障費の数字と比べてみてください。約1年間に
13兆円の富が失われているのに、医療費はその3倍ぐら
いかかっているという状況です。何故、貿易で赤字になる
のでしょう？　輸入している液化天然ガスや原油の金額が
赤字を押し上げているからです。
　日本はもともと資源がない国の1つです。エネルギーや
食料は外国に依存しており、エネルギー自給率は4.3％、あ
とは全て輸入に頼っています（石油・石炭・ウランなど）。
韓国も1％と資源がないためにエネルギーを輸入して工業
製品、例えばサムスンやヒュンダイなどの会社が付加価値
を付けて輸出している国です。アメリカの自給率は82.2％、
内訳は石油がほとんどで石炭も十分使われています。中
国は98％の自給率ですが、石油ではなく石炭でまかなわれ
ているため、空気が汚染され PM2.5になります。
　このように各国はエネルギーをどのように供給するかを検討
しています。フランスは51％自給自足していますが、内訳は
ほとんどが原子力発電です。全世界にある原子力発電所の

数を調べると、アメリカが稼動中だけで104、フランス58、
日本は50。今は稼動していないが日本は原子力発電所を
持っている国としては世界第3位の国でした。ロシア33、
ウクライナ15、ドイツ9、中国は稼動中だけで15ですが現
在建設中が26、さらに計画まで入れると120、今世紀の中
頃には150を超える原発を持つことになると言われていま
す。インドが20。人口爆発が起こっている中国、インド、
ナイジェリアなどの国では、エネルギー問題にぶつかってい
ます。どこで解決するかというと、最終的には石油ではなく
原子力で解決しようとしているのが各国の共通点だろうと思
います。
　なぜ、各国は原発に頼らざるを得ないのでしょう。それ
は石油が枯渇すると言われているからです。1970年の石
油ショックの時に後35年で枯渇すると言われていました。で
も2005年に実際に枯渇しなかったのはご存じの通りです。
現在では実際に石油の埋蔵量を、全世界1年間に使用す
る石油の量で割ると後40数年はあるそうです。しかし有限
であることには変わりはありません。そのために、いろんな
所に石油の利権が絡んできています。一番古いところでは
1979年にイランに革命が起こって反アメリカ政権が打ち立
てられるというイラン革命が起こりました。つぎに湾岸戦争。
これはクウェートに侵攻したイラクのサダム・フセインに対し
てアメリカ及び連合国が攻撃をしかけました。これも石油の
調整を行おうとしたサダム・フセイン政権を倒そうと1990年
に起こりました。それからアラブ社会と欧米社会との富の偏
在が問題ということで、2001年テロが起こりました。911事
件のアルカイダとビンラディン。ご覧のように中東における石
油の利権というのは欧米が食い尽くしています。それが現
在ではOPEC（石油産出国機構）が主導権を握り、欧米
がそれに追随しているようにみえる状況になっています。
　ただし、今後エネルギーがさらに切迫してくると、どの国
も石油を輸入して財政を健全化するのは非常に困難かと思
われます。それではどうするかというと、中国は東シナ海の
油田と南シナ海の油田で、ベトナムとか近隣の日本と争って
います。実は東シナ海の油田（尖閣列島）には大量の埋
蔵石油があると言われています。ウクライナはどうでしょう？
　実はウクライナ（黒海・カスピ海）にも海底油田があると
言われています。最近、ブラジルやメキシコ湾の大陸棚の
下に油田があって、以前は技術的に採掘が難しく採算も合
わなかったものが、近年大陸棚の油田開発が急速に進ん
で、ウクライナの資源も注目を浴びています。
　そういう石油を中心とした目線でニュースをみると、石油と
いう軸を中心に世界はエネルギーの取り合いをしているという
見方ができるのではないかと思います。世界情勢が、日本
の医療情勢と切っても切れない関係にあるという話です。

理事長　中村 浩一郎

ご挨拶
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田上記念病院　新入職員紹介

　4月より赴任しました尾﨑です。不慣れなこ
とが多いと思いますが、頼れるスタッフととも
に、患者さま、ご家族に安心して過ごしていた
だけるよう邁進したいと考えております。
　今後とも、ご指導よろしくお願い申し上げ
ます。

血液内科・内科 医師（常勤）　尾﨑 厚夫

　皆さまとお顔を会わせるのは週に1回で、
慣れないことばかりですが、少しでも笑顔に
なってお帰りいただけるように診療を進めて
参ります。小さなことでも構いませんので、何
でもお気軽にお話しください。宜しくお願い致
します。

神経内科・内科　医師（非常勤）　臼元 亜可理

　これから超高齢化社会を迎える中で、医療従
事者がやるべきことは何かと自問したら、在宅医
療、地域医療にたどりつきました。田上記念病院
の皆さまと一緒に努力していく所存です。ご指導
の程、宜しくお願い致します。

看護師　岩切 孝

　内科での経験は少ないですが、笑顔と挨拶を
忘れず、患者さまやご家族の方が安心して身を任
せられるような看護を提供していきたいと思いま
す。今後とも宜しくお願い致します。

看護師　櫨木 さつき

　初めての臨床経験でわからないことばかりです
が、笑顔で患者さま方と関わり、先輩から多く技術
を学んでいきます。まだまだ未熟ですが、社会人
1年目としての礼儀やマナーも学んでいきたいで
す。精一杯頑張りますので、宜しくお願い致します。

看護師　東 眞椰

　患者さま、ご家族の相談窓口としての役割を発
揮できるよう努めます。また、退院後も地域での生
活が安心して再開出来るよう支援する中で、医
療・福祉の関係機関との連携も図っていきたいと
思います。宜しくお願い致します。

社会福祉士（地域連携室）　豊饒 愛

　患者さまやご家族の方の想いをしっかり受け止
め、他関係機関と連携を図りながら、入院から退
院までの様々なお悩みや、ご相談に対応して参り
ます。皆さまに信頼される地域連携室であるため
に、一生懸命頑張りたいと思います。

社会福祉士（地域連携室）　上村 良平

　患者さまが安心して医療・福祉サービスを受け
ていただけるように、より良い環境作りとケアの提
供に努めて参ります。また、笑顔を忘れずこれまで
の経験を活かしながら、患者さま、職員のお役に
立てるよう努力していきたいと思います。
　宜しくお願い致します。

介護福祉士　天生目 絵梨子
　患者さま一人一人の個性や生活リズムを尊重
した、個別ケアの実践に努めて参ります。他職種
と連携を図り、患者さまへより良いケアの実践を
重ね成長し、信頼される専門職として自分自身を
磨き励んで参りますので、今後とも宜しくお願い致
します。

介護福祉士　永仮 佳代

　4月より診療情報管理士として働かせていただ
くことになりました。
　まだまだ未熟者ですが、診療録の管理、統計な
どを通して、より良い医療の向上につながるよう
に、努力していきたいと思います。今後とも宜しく
お願い致します。

診療情報管理士　猿渡 光

　利用者の皆さまに安心してサービスを受けてい
ただけるように、残存機能など身体の状態を一日
でも早く把握して、貢献できればと思います。
　私にできることをコツコツと頑張りますので、
今後とも宜しくお願い致します。

介護職（通所リハビリテーション）　長 テレサ



　成人の8割が歯周病？！

　食事や会話を楽しむためには、健康な歯があることが
必要です。厚生省（当時）と日本歯科医師会では、80歳
になっても20本以上自分の歯を保つための取り組みとして、
「8020（はちまるにいまる）運動」を平成元年から推進し
ています。
　歯が抜けてしまう原因になる「歯周病」は、成人の8割
が罹っているともいわれるほど患者数の多い疾患です。

口の中には約500種類も細菌がいるといいますが、歯周
病の原因はその中の「歯周病菌」の感染です。歯周病
菌は、歯の表面に付着した汚れである歯垢（プラーク）を
すみかとしています。そのため、毎日の歯みがきで歯垢を
落とすことが、歯周病予防の基本となり、プラークコントロー
ルが推奨されているのです。
　歯周病はどのように起こるのでしょうか。歯と歯茎の間
に溜まった歯垢の中にすみ着いた歯周病菌は、炎症物質
を放出して歯茎に炎症を引き起こします。これは歯肉炎と
呼ばれ、歯茎の腫れや出血が見られるようになります。そ
して、さらに炎症が増悪して症状がひどくなると歯周病とな
り、やがて歯を支えている骨までが溶かされて歯が抜け落
ちるのです。
　歯周病は、初期・中期にはあまり自覚症状がありませ
ん。痛みや腫れ、出血などの症状がひどくなり、歯周病だ
と気付いた時には、すでに進行して手遅れになっているケー
スもあるため、早いうちから予防を意識する必要があります。

歯周病は全身の病気と深い関係

　最近の研究から、実は歯周病は口腔のみならず、全身
にも悪影響を及ぼす深刻な病気であることがわかってきま

図　歯周病になった歯と歯茎
歯周病菌が歯垢の中で増殖して、歯周ポケットが深くなり、歯肉に炎症が起こっ
て赤く腫れたり、出血したりする。歯周病が進行すると歯を支える骨（歯槽骨）
が溶け、歯がグラグラして、やがて抜け落ちる。

歯周病

歯石

歯肉の炎症

歯周ポケット

破壊した骨

健 康

健康な歯肉

健康な骨

歯垢

歯周病は全身の病気と深い関係

成人の8割が歯周病？！

　私たちの健康な体を毎日支えてくれているのは、栄養源となる食べ物を
嚙む丈夫な「歯」です。その大事な歯を失う2大原因に、むし歯と歯周病
があります。最近では、むし歯だけでなく歯周病の予防を目指したデンタ
ルケアが広まり、「プラークコントロール（歯垢を残さない）」という言葉を
よく耳にするようになりました。
　実は歯周病にならないことは、歯のみならず、私たちの健康な体を守る
上で大きなメリットがあることがわかっています。歯周病を予防するための
ポイントを紹介します。

健康長寿に欠かせない
歯周病予防

特集歯の病気で全身の病気に？！
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した。歯周病になると、歯周病菌が歯茎で炎症を引き起
こすと同時に、炎症性の生理活性たんぱく質（サイトカイン）
が放出され、全身に運ばれてさまざまな悪影響を与えるの
です。例えば、動脈硬化、糖尿病、関節リウマチ、認知
症などの発症リスクを高めたり病態を悪化させたりするほか、
老化を促進するとの研究結果も出されています。そのため、
歯周病を治療すれば、全身の病気の軽減や改善にも効
果が期待できることもあります。
　以下に、いくつかの病気と歯周病との関連について挙
げました。歯周病のリスクを知り、予防を心掛けて、全身
の健康を守りましょう。

①動脈硬化
　歯周病になると、歯茎に炎症が起こるだけでなく、歯周
病菌や歯周病菌由来の内毒素（エンドトキシン）が血管
内に入り込みます。そして、炎症反応が起こりインターロイ
キンなどの生理活性たんぱく質が放出されると、血管の内
側に粥

じゅく

状
じょう

の脂肪性沈着物（粥腫）がこびりつき、血液の
通り道が狭くなります。この状態が動脈硬化です。さらに、
粥腫がはがれ落ちてそこに血小板が集まると、血の塊（血
栓）ができます。それが流れていって細い血管で詰まれば、
心筋梗塞や脳梗塞、認知症などが起こります。

②糖尿病
　歯周病は糖尿病の合併症の1つともいわれます。糖尿
病になると、免疫機能の低下や細小血管障害、傷の治り
の遅延などが生じるため、歯周病菌にも感染しやすくなり、
炎症による歯周組織の破壊も起こりやすく重症化するので
す。またその反対に、歯周病菌の放出する毒素によってイ
ンスリンが作用しにくくなり、血糖値が上昇するため、歯周
病があると血糖のコントロールが困難になり、糖尿病が悪
化します。
　歯周病と糖尿病は、相互に悪影響を及ぼしあう関係に
あり、歯周病を治療することで糖尿病が改善することもわ
かってきています。

③関節炎・糸球体腎炎
　関節炎や糸球体腎炎の原因の1つに、ウイルスや細菌
の感染が挙げられます。歯周病菌など口腔内に多く存在
する細菌が血液中に入り込んだり、歯周炎によって作り出

された炎症物質が血液中に入り込んだりすると、関節炎
や糸球体腎炎が発症することがあります。歯周病がある
人では、関節リウマチを発症する可能性が高いという研究
結果も報告されています。

④誤嚥性肺炎
　誤

ご

嚥
えん

性肺炎とは、高齢者に多い、細菌が唾液や胃液と
共に誤って気管や肺に流れ込んでしまうために起こる肺炎
です。誤嚥性肺炎の原因となる細菌の多くは、歯周病菌
であるといわれ、誤嚥性肺炎を予防するためには歯周病
のコントロールが重要です。

⑤骨粗鬆症
　骨粗鬆症は、骨がもろくなって骨折しやすくなる病気で
すが、特に女性は、閉経後に骨代謝に関わるホルモンで
あるエストロゲンの分泌が急に低下し、骨粗鬆症が多く発
症します。全身の骨だけでなく歯を支える歯槽骨ももろくな
るため、骨粗鬆症の人は、歯が抜けやすく歯周病が進行
しやすくなるのです。歯周病菌の中にはエストロゲンを栄
養源として増殖する菌がいるために、進行が加速されると
もいわれます。治療のためBP系薬剤などを使っている場
合、抜歯や歯周外科などの外科治療ができないことがあり
ますので、薬を開始する前に歯科治療を済ませてください。
また最近では、歯周病を治療することで骨粗鬆症の状態
が改善したという報告もみられています。

　歯周病予防の鍵を握るのはプラークコントロール、
すなわち歯垢を除去して減らすことです。その一番の
基本は、丁寧に歯を磨くことです。1日3回の歯磨き
のうち、1回は3～10分ほどかけて徹底した歯磨きを
し、磨き残しを少なくすることがポイントです。歯ブラ
シの毛先をしっかりと歯に当てて、歯と歯茎の境目、
歯と歯の間、奥歯、内側（舌のある側）など、細かくブ
ラッシングしましょう。
　歯と歯の間などの歯垢は落としづ
らく、通常の歯磨きで落とせる歯垢
は全体の70％だともいわれます。
フロスや歯間ブラシを使うと、歯
垢の除去率が上がります。

　歯と歯の間などの歯垢は落としづ
らく、通常の歯磨きで落とせる歯垢
は全体の70％だともいわれます。
フロスや歯間ブラシを使うと、歯

口と歯のセルフケア

5



6

医療法人春風会「職員接遇研修セミナー」の開催について

●言語聴覚士による「口からはじめる健康づくり」の講演　田上記念病院では地域から信頼される病院とは何か
を考え、まずは地域の方々が安心して生活するための
基本である「健康」について、共に考える機会をつく
りたいとの発想のもと地域健康教室を企画し、第 1回
教室を開催いたしました。
　第1回のテーマは「口からはじめる健康づくり」として、
田上記念病院の言語聴覚士による講演がありました。
併せて、介護福祉用具の展示、説明や介護保険などに
ついての個別相談をさせていただきました。
　今後とも地域の皆様のご意見を伺いながら、継続し
て開催していく予定となっております。多くの方々に参
加していただけると幸いです。

●介護福祉用具の展示と紹介、扱い方の説明

　福岡かつよ先生による接遇研修セミナーは、11 回
目となり最終回を迎えることとなりました。１年間を通
して接遇に関する大切な知識やマナーを学び、職員の
接遇改善に繋がるとても有意義な時間を過ごすことが
できました。
　これまでの研修を活かし、接遇マナーのスキルアッ
プに繋がるよう職員一同これからも努力して参ります。

開催日：平成26年3月2日（日）13：00～15：00　場　所：ナーシングホーム田上苑
講　演：「口からはじめる健康づくり」　
講　師：田上記念病院　リハビリテーション部　言語聴覚士　佐伯 遥子

【第 7回】言葉づかいについて
平成25年11月25日（月）19：00～20：30
平成25年11月26日（火）19：00～20：30
講演：患者様に対する好ましい言葉づかいについて

【第 8回】電話応対について
平成25年12月9日（月）19：00～20：30
平成25年12月10日（火）19：00～20：30
講演：電話応対の基本とマナー

【第 9回】電話応対について
平成26年1月6日（月）19：00～20：30
平成26年1月7日（火）19：00～20：30
講演：電話の取り次ぎ方・かけ方

【第 10回】電話応対について
平成26年2月24日（月）19：00～20：30
平成26年2月25日（火）19：00～20：30
講演：患者様が診察を受けるプロセスについて

【第 11回（最終回）】
平成26年3月24日（月）19：00～20：30
平成26年3月25日（火）19：00～20：30
講演：1年間を振り返って

第1回 地域健康教室を開催しました
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第3回「職員研修会」及び 
第4回 「院内研究発表会」を開催しました

日時：平成26年1月21日（火）17：45～19：15
場所：医療法人春風会田上記念病院　リハビリテーション室

平成25年度　第３回 職員研修会

第4回 院内研究発表会

日時：平成26年4月8日（火）17：45～19：00
場所：医療法人春風会田上記念病院　リハビリテーション室

医療法人春風会田上記念病院では、下記のとおり
第3回「職員研修会」及び 第4回 「院内研究発表会」を開催しました。

1. 患者の安全を守るための医療安全
 講師：丸田 正隆　看護師長

2. インフルエンザ・ノロウィルス流行直前！院内感染対策チェック！
 講師：感染対策委員会　松尾 敏明　先生、中野 洋子　看護師長

3. 暴言暴力対応
 講師：梅本 昭英　事務長

4. 慢性期医療認定受審キックオフ
 講師：梅本 昭英　事務長

1. 自宅復帰が実現した症例を経験して～排泄行為を中心に～
 演者：リハビリテーション部　作業療法士　三薗 司久生

2. グループワークの効果と病棟の変化について
 演者：介護職　的場 祐輔

3. 入院患者の腎排泄薬適正使用への取り組み
 演者：薬剤師　浦上 純一

4. 吸引ライン使用し発話可能であった１症例
 演者：リハビリテーション部　言語聴覚士　昇 賢哉

5. 目指せ自立支援！ ～全スタッフで取り組む自立の和～
 演者：ナーシングホーム田上苑　介護福祉士　池端 芳弘

6. 化膿性脊椎炎後不全対麻痺に肺炎後廃用症候群を合併した症例への
 リハビリテーション効果を認めた一例（奨励賞）
 演者：リハビリテーション部　理学療法士　奥 民世

7. 当院回復期リハビリテーション病棟における現状と課題
 ～重症患者が自宅復帰した事例を通じて～（優秀賞）
 演者：リハビリテーション部　理学療法士　本田 啓祐



当院における回復期病棟診療統計データ（平成25年10月～平成26年3月）

入院時重症度判定割合
（平成25年10月～平成26年3月）

退院患者回復割合
（平成25年10月～平成26年3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 26
2 10点未満 35

計 61

重症患者
回復加算 人数

1 3点以上 17
2 3点未満 4

計 21

退院者数（人）
在宅（GH・特養を含む） 32
療養型病棟 6
老健 6
急性期への転院 10
死亡退院 2
対象外疾患患者 12
計 68
退院者平均年齢（歳） 80.9 

退院先割合 病床稼働率（％）
2013年10月 82.7 
2013年11月 75.5 
2013年12月 89.4 
2014年 1 月 99.0 
2014年 2 月 99.0 
2014年 3 月 98.0 
平均稼働率 90.6 

疾患別退院患者数（人）
17
9
6
1

計 33 

疾患別平均在院日数（日）
101.0 
 66.9 
 71.7 
 20.0 

全体  64.9 

疾患別退院
患者割合

在宅（GH・
特養を含む）
57.7％

死亡退院
3.6％

療養型病棟
10.7％

急性期への転院
17.9％

老健
10.7％

■

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
51.5％

27.3％

3.0％

※ 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…72.7％

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 / 14:00 ～ 17:30

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

春
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だ
よ
り
　
2
0
1
4
年 
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No6
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行
：
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会
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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
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-hospital.com/

42.6％57.4％

19.0％

81.0％

18.2％


