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１．人口減少・少子高齢化社会の進展と医療費の今後
　現在、日本が人口減少・少子高齢化社会にまっしぐらに
進んでいるという事は、皆さんご存じのことと思います。
　日本の人口は江戸時代の末期には約3000万人でした
が、第２次世界大戦時には約6000万人、戦後の高度成長
期には約１億2000万人まで膨れ上がりました。
　しかし、2005年をピークに減少に転じており、今後2025
年には約１億人に、2050年には9000万人にまで減少する
と予測されていますが、これも出生率によっては(最悪の場
合)2100年の人口は江戸時代のレベルまで戻るとの予想も
あります。
　最近、元総務相の増田寛也氏が、全国で896の地方自治
体が人口減少によって消滅するという衝撃的な本を出版し
ていますが、日本の人口が減少局面に入っていることは間
違いのない事実です。
　日常でも「女性が子供を産まない」あるいは「地方から女
性が消える」といった話題がニュースで流れているのは、皆
様もご存じのとおりです。
　少子高齢化社会の進展は、医療需要へも大きな影響を
及ぼします。
　例として医療費の推移について見てみましょう。
　今から30年前1985年の国民医療費は14兆円。そのうち
65歳以上の方々の医療費は37％を占めていました。
　その後、年を経るごとに、
2000年　医療費24兆円　65歳以上50.0％
2011年　医療費38兆円　65歳以上57.4％
2040年　医療費50兆円　65歳以上70.0％
と、全体の金額と65歳以上の占める比率が増加しており、
将来ピークを迎えるまでは、増加し続けると予想されてい
ます。
　そのピークを迎える時期は地域ごとに異なり、(現在の予
測では)東京、福岡では2040年にピークを迎えるのに対し
て、大隅、鹿屋、南九州、出水、種子・屋久、奄美地域では、
既に2010年にピークを迎えています。
　ただし、当院があります鹿児島市についてみてみますと、
今後、20年間に0～64歳の人口は約30％減少する一方
で、75歳以上の後期高齢者の人口に占める割合は、現在
の40％から70％に増加します。
　また、鹿児島市の医療費は、2030年頃にピークを迎える

予定です。
　鹿児島市の医療機関は、これから2030年までは忙しくな
りそうです。
２．田上記念病院の今後
　先に触れましたが、今後増加する医療費は、交通事故や
若い人の病気などに使われるのではなくて、後期高齢者を
対象とした医療に税金が使用される世の中になってきます。
　当院に入院されている患者様の多くは、後期高齢者の
方々です。
　当院は、院内外で介護とも連携しつつ時代を先取りし、
そのような患者様の医療に取り組んでいます。
　当院に入院・通院されている後期高齢者の方々の多くは
「治らない病気」や高齢者に多くみられる合併症をお持ちで
すので患者様を「支える医療」を心掛けねばなりません。
　第一に老年医学というのは、私が若い頃医学部で内科・
外科の中で教えられた内容とは若干違う医学ですので、日
常の診療においても老年症候群に対して深い造詣が求め
られます。
　第二に認知症の問題です。
　当院に入院してこられる方々のほぼ半数は、認知症を合
併されているため、認知症への対応力も問われます。
　認知症の患者様の多くは癌や心臓病さらには誤嚥性肺
炎など複数の疾患を高頻度で合併されます。
　様々な症状に応じて、きちんと診療できる病院でありた
いと考えています。
　第三に最近「平穏死」という考え方が出てきています。
これは、治らないのであれば、その人の尊厳を守って看取
りをしていこうというものです。
　「平穏死」の需要は高齢化の進展とともにますます増加し
ていくと思われます。
　先の認知症の問題と同様、「平穏死」に関しても病院とし
て取り組んでいきたいと考えています。
３．最後に
　先日、国が今後、介護や医療などの各種病棟をどうする
かという話を聴く機会がありました。
　今後も厚生労働省を始めとする国の方針、地域のニー
ズ、そして当院職員の気持ちも考えながら「どうやったら、
地域での生き残りが可能か」を日々愚考しつつ病院経営に
取り組んでいく所存です。

医療法人春風会 理事長
田上記念病院 院長　中村 浩一郎

ご挨拶
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　医師になって40年が経過。ずっ
と脳神経外科の診療を続けてきま
した。その後半は厚地脳神経外科
およびクリニックで外来診療に従
事しました。主に初診の患者さん
と多くのてんかん症例でした。
　自身も高齢者となった今、ご高齢
の患者さん方のために今までの経
験や知識が少しでもお役に立てた
らと思っています。現在中山町に
妻と2匹の犬と暮らしております。

鹿児島はよかとこですね。
　初めまして、専門は消化器内科で
す。両親が高齢となり帰郷するに
あたり、田上記念病院を選ばせてい
ただいたのは、まず周辺の環境と病
院の雰囲気の良さです。都会の喧
噪からまったく対照的な自然の中
にあり、病院内に入った際に何とも
いえない安心感を感じました。
　将来的にこの病院内で胃

い

瘻
ろう

造設
や内視鏡検査が可能になればと考
えています。今後ともよろしくお願
いいたします。

診療科：脳神経外科

診療科：消化器内科

外来診療日

新潟大学
出身大学

海釣り
趣　　味

O型
血 液 型

飯山 稜一 医師
（平成27年4月1日 入職）

東京医科歯科大学
出身大学

ジョギング、
ツーリング

趣　　味

AB型
血 液 型

午前診療　水曜日   9：00～ 12：30
午後診療　水曜日 14：00～ 17：30

外来診療日
午前診療　月曜日 14：00～ 17：30

小田 博重 医師
（平成27年4月1日 入職）

新任医師の紹介について
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フレイルを経て要介護へ

　「フレイル」。比較的新しい概念なので、聞き慣れない言
葉かもしれません。英語では「Frailty」で、日本語に訳す
と「虚弱」「老衰」「衰弱」「脆弱」などにあたり、年齢に
伴って、だんだん心身が弱くなる状態のことをいいます。例
えば、年を取って、動作が緩慢になりつまずきやすくなった、
体重が減って歩くのが遅くなった、楽しい集まりでも出かけ
るのが億劫になった、などはフレイルの典型的な例です。
　日本では、要介護状態にある高齢者が増え、介護に関
わる費用が増大していることが大きな問題となっていますが、
脳卒中や骨折などの場合は別として、一般に75歳以上の
後期高齢者では多くの場合、健常な状態から中間的な段
階を経て、だんだんと要介護の状態へ移行していくと考え

られています。この、「健常と要介護（病気）との中間の状
態」がフレイル、つまり要介護の一歩手前の段階ということ
になります。このフレイルの段階で進行を食い止めることが
介護予防に非常に重要だとして、今、注目されています。

自分でチェックしてみよう

　日本語で虚弱や老衰などと言うと、あたかも加齢のため
に老いて衰えて元に戻らないような印象がありますが、フレ
イルは早期に適切に対処すれば、要介護の状態へ進むこ
とを遅らせられたり、抑えられたり、健常な状態に戻ったりす
ることさえできるのです。
　そこで昨年5月に、高齢医学の専門学会である日本老
年医学会が、この概念を広く一般の人たちにも知ってもらお

「要介護」を食い止める

年を重ねるに従って、歩くのが遅くなったり、体
重が減ったり、家に籠もりがちになったり。年だ
から、で済ませてしまいがちなこうした状態は、実

は健康障害を招き、要介護へと進んでしまう前段
階であることがわかってきました。
介護予防のカギとなる概念が「フレイル」です。

は健康障害を招き、要介護へと進んでしまう前段は健康障害を招き、要介護へと進んでしまう前段は健康障害を招き、要介護へと進んでしまう前段は健康障害を招き、要介護へと進んでしまう前段は健康障害を招き、要介護へと進んでしまう前段は健康障害を招き、要介護へと進んでしまう前段は健康障害を招き、要介護へと進んでしまう前段は健康障害を招き、要介護へと進んでしまう前段は健康障害を招き、要介護へと進んでしまう前段は健康障害を招き、要介護へと進んでしまう前段は健康障害を招き、要介護へと進んでしまう前段は健康障害を招き、要介護へと進んでしまう前段は健康障害を招き、要介護へと進んでしまう前段は健康障害を招き、要介護へと進んでしまう前段は健康障害を招き、要介護へと進んでしまう前段は健康障害を招き、要介護へと進んでしまう前段は健康障害を招き、要介護へと進んでしまう前段は健康障害を招き、要介護へと進んでしまう前段は健康障害を招き、要介護へと進んでしまう前段は健康障害を招き、要介護へと進んでしまう前段は健康障害を招き、要介護へと進んでしまう前段は健康障害を招き、要介護へと進んでしまう前段

介護予防のカギとなる概念が「フレイル」です。介護予防のカギとなる概念が「フレイル」です。介護予防のカギとなる概念が「フレイル」です。介護予防のカギとなる概念が「フレイル」です。介護予防のカギとなる概念が「フレイル」です。介護予防のカギとなる概念が「フレイル」です。介護予防のカギとなる概念が「フレイル」です。介護予防のカギとなる概念が「フレイル」です。介護予防のカギとなる概念が「フレイル」です。介護予防のカギとなる概念が「フレイル」です。介護予防のカギとなる概念が「フレイル」です。介護予防のカギとなる概念が「フレイル」です。介護予防のカギとなる概念が「フレイル」です。介護予防のカギとなる概念が「フレイル」です。介護予防のカギとなる概念が「フレイル」です。介護予防のカギとなる概念が「フレイル」です。介護予防のカギとなる概念が「フレイル」です。介護予防のカギとなる概念が「フレイル」です。介護予防のカギとなる概念が「フレイル」です。介護予防のカギとなる概念が「フレイル」です。介護予防のカギとなる概念が「フレイル」です。介護予防のカギとなる概念が「フレイル」です。介護予防のカギとなる概念が「フレイル」です。介護予防のカギとなる概念が「フレイル」です。

フレイルチェック表

□ 1．筋力（握力）が弱くなった………買い物の重い荷物を運びにくくなった など

□ 2．移動能力（歩く速度）が低下した………横断歩道を青信号で渡りきるのが難しくなった など

□ 3．体重が減少した………食事療法をしているわけではないのに1年間で4～5㎏減った

□ 4．疲れやすい………以前よりも疲れやすくなったと感じる

□ 5．身体の活動レベルが低下した……… 趣味のサークルに出かけるのが億劫になった、  
家に閉じこもりがちになった など

（米国老年医学会の評価法を基に改変）

上記5項目のうち、3項目以上当てはまるならフレイル、1～2項目が当てはまるならフレイルの前段階かもしれません！

高齢者の虚弱
　　　　   を防ごう！“　　　　”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　            ““““　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　”””””””””フレイル

次の項目に当てはまるものはありますか？

Fra
ilty

?
特集

監修：独立行政法人国立長寿研究センター　副院長　荒井秀典氏
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うと、フレイルという言葉を提唱し、重要性を訴えた声明を
出しました。この概念が広まってフレイルの高齢者を早く発
見できれば、生活の質が上がり、介護費用も減少できると
の期待が持たれています。
　皆さん、あるいは家族や周囲の人がフレイルでないかどう
か、4ページ下の表でチェックしてみましょう。
　人間の筋肉量は、30歳代から年間に1～2％ずつ減少
し、個人差は大きいものの、80歳頃までに約30％の筋肉
が失われていきます。そして、日常生活動作（ADL）の低
下や、転倒、入院などの危険が大きくなります。筋肉が減
少すると、握力や歩行速度が落ちるので、筋力が指標に
なっています。
　フレイルについて、国内ではまだ診断基準がありません。
フレイルは、筋力や骨、関節などの身体的な問題だけでな
く、その背景にある認知機能の障害やうつなどの精神的な
問題や、独居や経済的困窮などの社会と関連する問題な
どを含めて、多面的に捉えるべきと考えられています。その
ため、そうした側面の評価項目も盛り込んだ、日本独自のフ
レイルの指標作りが進められているところです。

要介護状態を先送りに

　日本老年医学会で、フレイルの提言の中心となった荒
井秀典氏（国立長寿医療研究センター副院長）は、フレイ

ルの予防法として、
下表の6つを挙げ
ています。
　食事面ではバラ
ンスのよい食事が
前提ですが、高齢
者は特に、筋肉の
元となる良質なた
んぱく質をしっかり
と摂取することが大切です。高齢になるに従ってたんぱく
質は不足しがちになるので、肉や魚、卵、大豆、乳製品な
どの食品を意識して食べるようにしましょう。ただし、腎臓病
などたんぱく質を制限する必要がある場合もありますので、
主治医にご相談ください。
　また運動面では、ウォーキングなどの有酸素運動だけでな
く、軽い筋力トレーニング（レジスタンス運動）を行うと効果
的だとされています。例えば、しっかりした机など安定した
物につかまってかかとを上げ下げするような運動もよいでしょ
う。主治医や専門家の指導の下に、無理のない範囲で自
分の体の状態に合った運動を行いましょう。
　日本では、高齢者の人口が25％を超えて4人に1人とな
り、2025年には75歳以上の後期高齢者が2000万人を超
えると予測されています。すでに300万人もの高齢者がフ
レイルの状態にあるという推計もありますので、人ごとではあ
りません。
　前述のように、フレイルの状態であっても、食事や運動な
どを適切に行えば、要介護の状態になるのを防ぐことができ
ます。健康な毎日を過ごすため、まずは早くフレイルに気づ
くこと、そして予防することに努めましょう。

①十分なたんぱく質・ビタミン・ミネラルを含む食事
②定期的なストレッチ、ウォーキングなどの運動
③身体の活動量や認知機能を定期的にチェック
④感染予防（ワクチン接種を行うなど）
⑤手術の後は栄養やリハビリなどの適切なケア
⑥ 内服薬の種類が多い人（6種類以上）は主治医
と相談

フレイルの予防法表

　健康障害を来しやすい状態にある高齢者に用いられ
る概念で、フレイルとも密接な関係がある言葉に、「ロ
コモティブシンドローム」や「サルコペニア」などがありま
す。いずれも、要介護になるリスクが高い状態です。

◉ロコモティブシンドローム（ロコモ）
骨や関節、筋肉など、体を動かす「運動器」が衰えた
状態（運動器症候群）のこと。変形性膝関節症、骨
粗鬆症、脊柱管狭窄症などがきっかけとなる。転倒や
骨折、関節疾患などを来し、寝たきりの大きな原因に。

◉サルコペニア
サルコペニアは、ギリシャ語の「サックス（sarx）＝肉」
と「ペニア（penia）＝喪失」を組み合わせた造語で、
加齢に伴って筋力が低下したり、筋量が減少したりす
ること。身体的側面のフレイルと同様の概念。

高齢者はこんな状態にも
注意
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　「社会とよりよい関係を維持して、自らの理念
や存在理由、医療活動に対してより大きな支援を
得るため」です。ひとくちに社会といってもさま
ざまですが、病院の医療活動に関わる人々、利害
の関係先（ステークホルダー）に少しでも共感し
ていくことで、組織の透明性を高め、信頼を育て
ることにつながっていきます。また、広報活動に
より、可能な限りの情報を積極的に提供し、『説
明責任』を果たしていくことで、組織の透明性を
高め、信頼を育てることにつながっていきます。
　医療法人 春風会は、回復期病棟、医療療養病棟、
介護療養病棟の 3 種の病棟を有している病院と
介護老人保険施設、介護付有料老人ホーム、グ
ループホーム、居宅介護支援事業所等の介護事
業所。関連法人として特別養護老人ホームが 2
カ所あります。多くの病棟や施設があることで、

その人の一生を支えることができる法人だと思
います。この法人の中で、企画広報室は、地域
に向けての病院ブランド確立と地域へ向けた医
療介護の情報発信基地となるように、その役割
として考えています。

　ホームページの更新や広報誌の作成と今まで行って
きた内容を継続して行っていきます。また、病院イメー
ジビデオの作成や SNS作成更新等、新しい広報ツー
ルを作成し広くたくさんの地域利用者様へ当法人を
知っていただくようにしていきたいと思っています。
他にも、地域でのイベント開催（健康教室や地域グラ
ンドゴルフ大会、講演会等）と地域イベントへの参加
等のCSR（企業の社会的責任、地域社会貢献）活動も
積極的に行っていきたいと考えています。
　近年、医療・福祉・介護を取り巻く環境は、大きく
変化していきます。当法人においても病院・介護老人
保健施設・在宅サービス事業等を地域の方々に向け展
開していますが、その変化にいち早く対応し、地域の
皆様に何ができるか、何をすべきか、職員一人一人が

考え行動できるための環境づく
りを念頭に置き法人の充実を
図っていきたいと考えています。
また、他の医療施設・介護施設・
在宅事業等との連携を深め、今
後の地域医療の発展のため、貢
献できたらと思います。

平成 27 年４月より企画広報室を開設しました。
　　　　　　病院における広報の目的　　　　　　

年3回発行の
広報誌

病院ホーム
ページ

活 動 内 容
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　4月より金曜日午後の外来を担当させてい
ただくことになりました、小濱です。現在、
今給黎総合病院でも勤務中で、そちらでは血
液内科、総合内科を診察しております。当院
での診療には、慣れない部分も多く、まだま
だ勉強しないといけないことが多そうですが、
少しでもお役に立てるよう頑張ります。
　短時間の勤務でお会いする機会の乏しい方
も多いかと思いますが、宜しくお願い致します。

血液内科医師（非常勤）小濵 浩介（4月3日入職）

　4月より新しく企画広報
室で勤務をすることになり
ました。何をする場所？ 
とよく聞かれます。活動と
しては、地域への広報活
動が主になると思います
が、法人内でも働きやす
い職場環境を作る企画
やお手伝いができればと
考えています。今後ともよ
ろしくお願いいたします。

企画広報室

前田 涼
（4月1日入職）

　患者様やご家族の思
いに寄り添い、患者さ
ま一人ひとりに合った
支援を心掛けて参りま
す。また、他職種の方
や関係機関との連携を
図り、ソーシャルワー
カーとしての専門性の
向上に努めていきたい
と思います。今後とも
宜しくお願い致します。

社会福祉士
（地域連携室）

岩渕 由美
（5月1日入職）

　3月より事務次長とし
て入職いたしました。お
金を扱っていました前
職の銀行と異なり、医療
業界では患者様やご家
族様、さらには職員の
方々と、人と人との繋が
りを強く感じています。
私も1日も早く繋がれ
るよう頑張りますので
宜しくお願いします。

事務次長

大内田 頼春
（3月16日入職）

　管理栄養士として臨
床の現場に携わるのは
初めてとなります。
　まだまだ未熟ではあ
りますが、患者様の健
康維持・増進、QOL
の向上に向けて精一杯
職務を全うしたいと思
います。
　これからよろしくお
願い致します。

管理栄養士
（栄養科）

椎畑 海音
（4月1日入職）

　患者さん一人ひとり
の希望に沿ったリハビ
リを提供できるように
努めていきたいと思い
ます。
　まだまだ未熟者です
が、患者さんの QOL
向上のお手伝いができ
るように励んでいきま
すので、今後とも宜し
くお願い致します。

言語聴覚士
（リハビリテーション部）

赤塚 典紀
（4月1日入職）

　4月より言語聴覚士
として働かせていただ
くことになりました。
患者さんに寄り添いな
がら個人にあったリハ
ビリを提供できるよう
努めたいです。
　社会人として、まだ
未熟ですが精一杯尽力
して参りますので宜し
くお願い致します。

言語聴覚士
（リハビリテーション部）

山下 紗季
（4月1日入職）

企画広報室（室長）野元 悟（4月1日入職）
　新年度より新規事業部署として企画広報室
を立ち上げました。
　インターネットの普及により、より身近に
情報共有のできる時代となりましたが一方的
な情報発信になるのではなく、皆様からのご
意見を反映しながら有意義な情報をお届けし
たいと考えております。
　より皆様の身近な存在になれるよう頑張り
たいとおもいます。

　初めまして、この度医療病棟の師長をさせていただく事になりま
した福元と申します。当法人では様々な職種のスタッフが活躍して
います。スタッフの力をおかりして患者さんやご家族の方に喜んで
いただけキュア＆ケアを提供できるよう努めて参ります。
　宜しくお願い致します。

看護師長（2病棟）　福元 美津子（5月1日入職）

　安心・安全な環境のもと、患者さんとご家族の気持ちに寄り添い、
心のこもったケアを提供できるようスタッフとともに頑張ります。
　笑顔を絶やさず、他職種とも連携をとりながら、看護の質向上に
努めて参りますので宜しくお願い致します。

看護師長（1病棟）　時田 麻美（３月16日入職）

　5月から赴任しました比嘉です。以前、回復期リハビリテーション
病棟で勤務したことがあり、その時に看護の原点を知ることができま
した。患者様、スタッフの「生命の消耗を共に最少にする」ことをモッ
トーに患者様、職員と関わっていきたいと思います。電子カルテ等不
慣れなことが多々ありますがよろしくお願い致します。

看護師長（3病棟）　比嘉 力（5月18日入職）

新
入
職
員

　
　
　
ご
挨
拶
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当院における回復期病棟診療統計データ（平成26年11月～平成27年4月）

入院時重症度判定割合

退院患者回復割合

■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 20
2 10点未満 25

計 45

重症患者
回復加算 人数

1 3点以上 15
2 3点未満 3

計 18

退院者数（人）
在宅（GH・特養を含む） 41
療養型病棟 5
老健 1
急性期への転院 7
死亡退院 1
対象外疾患患者 2
計 57
退院者平均年齢（歳） 77.1 

退院先割合 病床稼働率（％）
2014年11月 96.0 
2014年12月 82.0 
2015年 1 月 80.0 
2015年 2 月 89.0 
2015年 3 月 84.0 
2015年 4 月 80.0 
平均稼働率 85.2 

疾患別退院患者数（人）
23
11
2
0

計 36

疾患別平均在院日数（日）
123.0 
 74.2 
 85.3 
  0.0 

全体  70.6 

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
※ 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…87.2％

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

診療科目
内科・神経内科・呼吸器内科・循環器内科・消化器内科・血液内科・
脳神経外科・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）

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）

（
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養
）
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年 
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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

〒890-0033　鹿児島市西別府町1799番地
TEL：099-282-0051 FAX：099-282-6600

院長：中村浩一郎地域連携室　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/
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