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職員の紹介 このたび当病院に入職した医師・職員をご紹介します。

医　局 循環器内科医師

　今まで鹿児島県内の循環器診療を中心とした診療を行ってきま
したが、今回縁あって当院での診療をさせて頂くこととなりまし
た。
　整形外科や慢性期の病院で勤務することが多かったので高齢の
患者様と接する機会が多くありました。当院でも患者様やご家族
の希望に寄り添いながら診療を続けていきたいと思っております。

西郷　正彦
さいごう・まさひこ

NAME

DATA

Comment

専門分野／循環器内科
出身大学／鹿児島大学

金曜日 午後2:00～5:30

令和3年2月16日入職

外来診療日

　令和3年5月24日看護部長に就任しました。

国立病院機構病院で中間管理職・医療安全・医療メディエーターとして勤務していました。

今までの経験を活かし私でお役に立てればと思い役割を引き受けています。

　昨年から新型ウイルスコロナ感染症で生活様式の変化は著しいです。病院にとっても感染対策

を強化しながらの日々でございます。

　全世界が注目する中、東京オリンピックが開催されました。開催が延期された 1 年はオリンピッ

クでメダル獲得に向けて懸命に努力されたアスリートの皆さんにとっては大変な試練でした。東京

オリンピックの開催は一歩前進でした。

　当院は7月12日からご家族の面会制限を条件付きで一部緩和しましたが、全国的に感染状況

増加傾向により、8月10日より再度完全面会禁止となり、リモート面会に切り替えております。

　リモートではありますが、ご家族の方が患者様へお声をかけられ画面越しに「良かった。良かっ

た。」と喜ばれている状況でございます。感染拡大が落ち着き、平常の生活に戻れるように願うとこ

ろです。

　今後も職員一人一人が感染対策を遵守しながら安全・安心な医療提供に努めていきたいと思

います。

　当院の役割は急性期治療を終えた患者様が在宅復帰に向けて継続して治療受けられる病院で

す。病院間の連携を図り地域に求められる病院であり、患者様のケアを担当する看護部の役割は

重要です。多職種間の連携のもとに役割が果たせるように努めてまいります。　

　何卒、ご支援・ご協力宜しくお願い申し上げます。

東 幸代（ひがし・さちよ）
田上記念病院 看護部長
（令和3年5月24日入職）
・日本医療メディエーター協会
　認定シニアトレーナー

コロナ禍で一歩前進
田上記念病院 看護部長

東  幸代

看護部 看護師長

　今回縁があって、令和3年3月15日に入職いたしました。
　医療機関での看護業務は、ここ数年離れており、入職時は若干
不安と心配がありましたが、まわりのスタッフの協力のもと、日々現
場にて患者様への安心・安全な医療・看護を提供し尊厳を大切に
していきます。宜しくお願いいたします。

中村　恵子
なかむら・けいこ

NAME

Comment

令和3年3月15日入職

医療安全管理室 医療安全管理者

　これまで、内科・外科・整形外科・脳神経外科・集中治療室など、様々な診療科での治療・看護を経
験し、常に患者様の安心・安全を第一に考え、取り組んでまいりました。
　その経験を活かし、全職員一人ひとりが、安心して患者様の安全を第一に考え、実践できる環境作り
に尽力したいと考えております。
　どうぞよろしくお願いいたします。

櫻井  佳代子
さくらい・かよこ

NAME

Comment

令和3年3月8日入職

New Staff
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令和3年7月1日付にて、病棟再編を行いました。
再編に伴い、施設基準の変更を行いましたので、お知らせいたします。

・1病棟　療養病棟入院基本料1　49床
　　　   （変更前：介護療養病棟　49床）
・2病棟　療養病棟入院基本料1　60床
・3病棟　回復期リハビリテーション病棟入院料3　30床
・5病棟　療養病棟入院基本料1　36床　/　地域包括ケア入院医療管理料1　24床
　　　   （変更前：療養病棟入院基本料1　44床　/　地域包括ケア入院医療管理料2　16床）

【新規届出】
・医療安全対策加算2
・医療安全対策地域連携加算2
・呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ）

施設基準変更のお知らせ

　認知症に対する理解、基本的知識、対応方法について学び、適切な治療・ケアが実践できるよう、
「認知症研修会」を開催いたしました。

【研修内容】
1. 認知症の行動・心理状況（BPSD）の概要及び治療について
　講師：中村 浩一郎 理事長
2. 認知症への対応について
　講師：松下 幸子 作業療法士主任

認知症研修会

開催日時：令和3年6月30日（木） 17:45～19:00

令和3年5月より医療安全管理室を
新設しました
　当院は、患者様の安全確保に向けた取り組みを
推進する部門として、令和3年5月より医療安全管
理室を新設いたしました。
　医療安全管理室は、病院長から委託された権限
に基づき、医療安全に関する院内体制を構築し、
職種横断的に医療安全活動の円滑な運営を支援
いたします。

　当院は、患者様、ご家族様、職員に対し「愛する心を基本に」安心・安全・信頼のおける環境作りに努めてま
いります。
　本年度より、医療安全・感染対策ともに基幹病院との連携を図り、さらなる医療安全管理体制の強化を目
指しております。

　当院の医療安全活動の一部をご紹介いたします。
　R3年7月14日、5Sコンテストin bathroomを開催いたしました。
全病棟の看護師、介護職員一丸となり、患者様がより安全に、患者様の入
浴時間がより快適に、職員が働きやすい環境を整備するために、浴室・脱
衣所の整理整頓を行いました。

❶ 安全管理体制の構築
❷ 医療安全に関する職員への教育・研修の実施
❸ 医療事故を防止するための情報収集、分析、対策立案、フィードバック、評価
❹ 患者相談窓口等との連携
❺ 医療事故への対応
❻ 安全文化の醸成

主な業務内容

脱衣所（整理整頓前） 脱衣所（整理整頓後） 2病棟を含む他病棟全員がんばりました！

医療安全活動とは？

表彰式
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看護部・リハビリ部合同研修会報  告
「高齢者の誤嚥性肺炎の呼吸管理」テーマ

開催日時 令和3年7月8日（木）17:30～18:45

講　　師

研修目的

研修会後に、アンケートを実施いたしました。

独立行政法人 国立病院機能鹿児島医療センター
副看護師長 クリティカルケア認定看護師 田代 祐子 先生

1. 安全で効果的な誤嚥性肺炎予防に関連した看護やリハビリテーションについて知見を得る。
2. 根拠に基づいた呼吸管理を行うための知識や技術を習得する。

目　　標

1. 高齢者の特長を理解した呼吸管理の必要性を理解することができる。
2. 正しい方法でフィジカルイグザミネーションを行うことができる。
3. 効果的な排痰方法を理解することができる。

今回は、講義と実技指導も行われ、実践に活かせる有意義な学びになりました。
更に、多職種間連携による患者様へ、看護ケア・リハビリ提供についても認識できました。

アンケート回答者の職種1

看護師 43％

介護員 9％理学療法士 18％

作業療法士
10％

言語聴覚士
7％

その他 13％

今回の研修テーマに満足できましたか？2

無回答 5％

満足 88％
おおよそ満足 6％

どちらでもない 1% 不満 0%

どちらかといえば
満足 0%

研修内容を理解できましたか？3

できた 58％まあまあできた 32％

どちらでもない
2％

あまりできなかった
0％

できなかった 0％
無回答 8％

研修を受けて、早速取り組んでみたいと思うことがありましたか？5

有（※） 78％
有（※）は、下記のとおりです。
（一部抜粋）

無 4％

わからない 8％ 無回答 10％

今後、臨床現場で活かせる内容でしたか？4

無回答 6％

活かせる 67％
まあまあ活かせる
19％

あまり活かせない
0%

活かせない 0%

どちらでも
ない 8%

看護師Aさん 沢山学ばせて頂きました。症状に典型的症状、非典型的症状理解することができ、今後役立たせたいと
思います。フィジカルイグザミネーションを実施し、より良い看護ケアを遂行したいと思います。

看護師Bさん 口腔内の乾燥に対するケアを充実していきたいです。誤嚥性肺炎予防には重要であることを学びまし
た。口腔部の重要性も併せて学びました。ありがとうございます。

理学療法士Dさん 聴診で呼吸音を聴いていく。気管音も忘れずに。異常音の判別が出来るようになる。体位ドレナー
ジ、ABCTアプローチ。普段の呼吸数を把握しておく。

作業療法士Ｅさん 呼吸数を確認していくことの大切さを改めて感じました。また、加湿の大切さも知ることが出来ま
した。可能な患者様に呼吸介助を行っていけるように勉強を深めていこうかと思います。

言語聴覚士Fさん
排痰法に関して、誤嚥後の喀出を促すのに取り入れていきたい。

介護員Cさん
介護で出来る事は口腔内管理である。確実に確認して清潔を保ち誤嚥を防ぎたい。

その他Gさん
口腔ケアの際、吸引を行うので吸引時に間隔をあけ行うようにしていきたいです。
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2. 根拠に基づいた呼吸管理を行うための知識や技術を習得する。

目　　標

1. 高齢者の特長を理解した呼吸管理の必要性を理解することができる。
2. 正しい方法でフィジカルイグザミネーションを行うことができる。
3. 効果的な排痰方法を理解することができる。

今回は、講義と実技指導も行われ、実践に活かせる有意義な学びになりました。
更に、多職種間連携による患者様へ、看護ケア・リハビリ提供についても認識できました。

アンケート回答者の職種1

看護師 43％

介護員 9％理学療法士 18％

作業療法士
10％

言語聴覚士
7％

その他 13％

今回の研修テーマに満足できましたか？2

無回答 5％

満足 88％
おおよそ満足 6％

どちらでもない 1% 不満 0%

どちらかといえば
満足 0%

研修内容を理解できましたか？3

できた 58％まあまあできた 32％

どちらでもない
2％

あまりできなかった
0％

できなかった 0％
無回答 8％

研修を受けて、早速取り組んでみたいと思うことがありましたか？5

有（※） 78％
有（※）は、下記のとおりです。
（一部抜粋）

無 4％

わからない 8％ 無回答 10％

今後、臨床現場で活かせる内容でしたか？4

無回答 6％

活かせる 67％
まあまあ活かせる
19％

あまり活かせない
0%

活かせない 0%

どちらでも
ない 8%

看護師Aさん 沢山学ばせて頂きました。症状に典型的症状、非典型的症状理解することができ、今後役立たせたいと
思います。フィジカルイグザミネーションを実施し、より良い看護ケアを遂行したいと思います。

看護師Bさん 口腔内の乾燥に対するケアを充実していきたいです。誤嚥性肺炎予防には重要であることを学びまし
た。口腔部の重要性も併せて学びました。ありがとうございます。

理学療法士Dさん 聴診で呼吸音を聴いていく。気管音も忘れずに。異常音の判別が出来るようになる。体位ドレナー
ジ、ABCTアプローチ。普段の呼吸数を把握しておく。

作業療法士Ｅさん 呼吸数を確認していくことの大切さを改めて感じました。また、加湿の大切さも知ることが出来ま
した。可能な患者様に呼吸介助を行っていけるように勉強を深めていこうかと思います。

言語聴覚士Fさん
排痰法に関して、誤嚥後の喀出を促すのに取り入れていきたい。

介護員Cさん
介護で出来る事は口腔内管理である。確実に確認して清潔を保ち誤嚥を防ぎたい。

その他Gさん
口腔ケアの際、吸引を行うので吸引時に間隔をあけ行うようにしていきたいです。



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・
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（社会福祉法人松恵会）
〒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

回復期リハ病棟診療統計データ（2021年1月～2021年6月）
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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）
78.3％

46.5％

4.7％

48.8％

急性期への転院
10.9％

療養型病棟
8.7％

死亡退院
2.2％

※死亡・急性期への転院を除く在宅復帰率…93.7％

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

在院日数

在宅復帰率

48.8 61.3

当院 全国

93.0 85.3

44.2 23.9

59.1 54.4

112.2 81.3

脳血管系

49.9 72.6

当院 全国

79.7 97.8

29.8 25.2

34.2 44.0

72.0 53.4

整形外科系

56.7

当院 全国

75.1

18.4

38.3

53.0

廃用症候群

49.4 67.0

当院 全国

85.9 91.0

36.5 24.0

44.3 46.2

90.7 65.6

93.7 79.1

全体

全国データは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2021年2月9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 79.165.646.224.091.067.0

　2021.1月～2021.6月 93.790.744.336.585.949.4

在宅復帰率在院日数実績指数FIM利得退院時FIM入院時FIM
0

20
30
40
50
60
70
80
90
100
110
120
130

10


