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新任医師の紹介 このたび当病院に入職した医師をご紹介します。

診療科 呼吸器内科

　これまで呼吸器内科を中心に内科、救急、集中治療をやってきました。
　最新のエビデンスを吸収し職員教育に努め、全身管理に患者様の背景
も含めた全人的医療を提供できるように努めていきたいと思っています。
　また、現在新型コロナウイルスのパンデミックで非常に厳しい状況にあ
りますが、感染症学会委員として学んできたことを生かし皆様に貢献でき
ればと思っています。

佃屋　剛 医師
つくや  ごう

NAME

DATA

Comment

出身大学／島根医科大学
専門分野／呼吸器内科・集中治療・内科・睡眠医療

火曜日 14：00～17：30

令和元年10月1日入職

外来診療日

診療科 整形外科

　整形外科を専門としている田中啓吾と申します。
　関連施設をはじめ地域柄高齢者が多いことから、今後整形外科的な治
療を必要とする患者様が多くなることが予想されます。
　患者様一人一人と向き合いながら丁寧な診療を心がけていこうと考えて
いますので今後宜しくお願い致します。

田中　啓吾 医師
たなか  けいご

NAME

DATA

Comment

出身大学／兵庫医科大学
専門分野／整形外科

木曜日 9：00～12：30、14：00～17：30
金曜日 14：00～17：30

令和2年3月1日入職

外来診療日

診療科 消化器内科

外科での修練後、消化器内視鏡検査（胃カメラ、大腸カメラ）を中心に診療に
従事して参りました。消化器癌（食道癌、胃癌、大腸癌）は、内視鏡検査で早期
に発見することで体に負担の少ない内視鏡治療を行うことが可能です。現在、
当院の内視鏡検査の件数は多くありませんが、少しずつ検査件数を増やして
いく予定です。今後も、患者様、ご家族に寄り添いながら、丁寧な診察・説明を
心がけて診療を行っていきたいと思います。どうぞよろしくお願い致します。

水流　弘文 医師
つる  ひろふみ

NAME

DATA

Comment

出身大学／福岡大学
専門分野／消化器内科

火曜日 9：00～12：30

令和2年1月1日入職

外来診療日

　今年はトランプ大統領が言うところの中国ウイル

スに始まり、まだしばらくはその影響の日々が続きそ

うです。2020年は新型コロナウイルスの年として後

年長く記憶される年になるのは間違いありません。

日本の一部の地域に関しては第3波が始まりそうな

危うい状況の中、10月1日始まったGO TOキャンペー

ン等の影響もあり、再びウイルスの拡散が進みそう

な気がするのは私だけの杞憂だったら良いのです

が。（本文執筆時点11月10日）

　人類は今までも様 な々疫病との戦いを経験してき

ました。14世紀欧州に起きたペスト菌大流行は約1

世紀にわたり、当時の世界人口4億5000万人の22％

にあたる1億人を失いながらも人類とその文明は復

興しましたし、ワクチンの開発により天然痘も完全に

撲滅に成功しました。近年ではSARSやMERS等の

近縁コロナウイルスパンデミックを経験しています

が、その度毎に英知を結集して対応してきました。日

本は島国ですから大陸からのこれまでの脅威に晒さ

れなかったのが災いしているのか、今回の新型コロ

ナでは初動で政府の対策含めもたついたものの、日

本人特有の生真面目さで激しいパンデミックを他国

よりも抑制し死亡率も低く抑え込んでいるのは喜ば

しいことです。しかしながら全世界的には新型コロ

ナウイルス罹患者は5000万人を超え、今なおヨー

ロッパとアメリカ合衆国では1日の新規感染者数が

10万人を超える状態が続いています。いつまでも新

規のコロナウイルスに怯えて過ごすのではなく、集

積されたコロナウイルスに関する科学的知識を駆使

して、我々は普通の生活を取り戻すべきです。Withコ

ロナという新しい生活態度は徐々に人々の中に浸透

しつつあるように見えますが、いまだに従来の生活

様式を繰り返し、3密の状態にもかかわらず夜の会

食を行ったり、狭い空間で集まってクラスターを引き

起こしたりというニュースが毎日絶えることはありま

せん。我々医療者は特に高い意識を持って日常生活

を送り、患者様に感染させるような迷惑な行為を極

力避けなければなりません。

　当院では11月より新型コロナウイルスをPCRおよ

び抗原検査にて診断できる体制を整え、県に協力

機関として申請認可を受けました。残念ながらゾー

ニングの問題がクリアできず新型コロナウイルス患

者様の入院は他連携医療機関に頼らざるを得ませ

んが、当院としては可能な限り地域医療に貢献した

いという現れでもあります。地域に貢献する目的で

開設した地域包括ケア病床も16床ながら、お陰様

で急性期病院にも認知されつつあり、呼吸器疾患の

後方支援目的転院や、がん関連の連携入院も少し

ずつ増えてきており、以前の当院の入院患者像とは

多少異なる患者様の受け入れも順調にできるように

なって参りました。今後はより一層、医療力と看護力

をグレードアップし、地域の人々や急性期の医療関

係者に信頼されるべく、日々努力を続けてゆきたい

と思います。

西暦2020年という年西暦2020年という年
田上記念病院 院長  中村 浩一郎

医療法人 春風会  理事長
田上記念病院　   院長
中村  浩一郎
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“抱え上げない看護・介護（ノーリフトケア®）”の挑戦！（2019年5月～）
　当院では寝たきりの患者様が多く入院され、抱え上げる作業も多く、職員は腰痛を持ちながら業務を行い、職員の健康管理
として捉えることが出来ていませんでした。看護部の目標として『安全安心できる看護を行う』目標が掲げられながらも、今
行っているケアで皮膚損傷や打撲が発生し、心理的にも恐怖を感じているのではないか、安全で安心できるケアであるのか疑
問を持っていました。そのような中で、2019年5月に作業療法士の資格をもち、病棟専属のノーリフティングケア指導員として
中川朋子さんを配属していただきました。
　1年が経過して、中川指導員の勉強会や現場での技術指導により職員の意識が高まり、腰痛予防のための行動が少しずつと
れるようになりました。今回は、これまでの取り組みをご紹介したいと思います。　　　　　　　　　　（看護部長　東真理子）

医療福祉現場では腰痛による労働災害が年々増加しており、厚労省による『職場における腰痛予防対策指針（2013）』が改
訂され、腰痛予防対策が示されています。具体的には、人の力だけで抱え上げ作業を行わない、福祉用具を積極的に利用
する、ケアの対象者の残存機能を活用するなどの対策が示されています。
No Lifting careとは、介助される側、介助者ともに「持ち上げない、抱え上げない」ようにして、安全なケアを提供すること
No Lifting Policy(ノーリフティングポリシー）とは「持ち上げない、抱え上げないなど看護・介護職の腰痛予防対策を行うと
ともに、労働安全衛生の一環です。
1998年　オーストラリアのビクトリア支部で、No Lifting Policy(ノーリフティングポリシー）の活動が始まりました。

人力で『押さない・引かない・持ち上げない・ねじらない・運ばない』ことを禁止！福祉用具を活用すること
2009年　日本でも日本ノーリフト協会が設立され、活動が始まりました。
2013年　腰痛予防対策指針が改訂（厚生労働省）

人力で抱え上げる重さも決まっており、成人男性50㎏だとその40％以下（20㎏以下）となり、女性はさらにその
60％になります。基本的に人間が人間を抱えることは困難です。
１）作業管理（作業方法、手順、体制、作業姿勢・動作の見直しなど）
２）作業環境管理（照明、スペース、床面など）
３）健康管理（腰痛検診、腰痛予防体操など）
４）労働安全衛生教育（腰痛予防のための教育、指導）

日本の医療介護分野では人材不足の上、８割に腰痛があると言われ、業務効率の低下やほかの病気のリスクも高まり、労働
者の健康や安全は守れません。
腰痛の原因はさまざまありますが、主に２つあります。『①重さ②不良姿勢をとること』です。対策としては『①重いものを持
たない、頻度を減らす、②腰を曲げる、ひねるなどの姿勢をしない』ことです。
腰痛予防をするためには、福祉用具の活用や持ち上げる距離を減らしたり、摩擦を減らすこと、作業工程を考えることが有
効であると言われています。

労働安全衛生の一環として事業者は労働者の健康と安全を守る責任があります。
原則、人力での抱え上げを行わせない。 福祉用具を積極的に使用する。

ノーリフトケア®とは？

■ 取り組み
取り組み前はストレッチャーへの移乗はお姫様抱っこ、おむつ交換や体位変換時はベッドの高さが低い状態で行っていまし
た。

お姫様抱っこは力がある職員に偏ったり、あるいは数人で介助し、職員も精神的・身体的苦痛がありました。
移乗ボードは滑りやすい素材で少ない力で移乗できます。スライディングシートは患者様の摩擦を軽減し、少ない力で移動
できるので、皮膚トラブルの損傷を防ぐことができます。
しかし取り組み時は「今までのやり方、手でやった方（お姫様抱っこ）が早い」と言う声も多々ありました。
移乗ボードを使用することで、患者様自身は恐怖でしがみついたり、大声を出すこともなくなり、笑顔で移乗できるようにな
りました。
体位変換時はスライディングシートを使うことで無理やり引きずることもなく、介助者の負担も軽減していきました。

1 作業管理の取り組み
①重さを軽減する

【購入したもの】

入浴時の移乗
体位変換

お姫様抱っこ
取り組み前

人力
移乗ボード使用
取り組み

スライティングシート スライディング
ボード

スライディング
シート

2 労働安全衛生教育の取り組み

②不良姿勢をしない
おむつ交換

ストレッチャーでの移動
ベッドの高さが低い
取り組み前

ひねる
ベッドの高さを上げる

取り組み

ひねらない

おむつ交換時、「ベッドの高さを上げる時間がもったいない」などの声がありましたが、ベッドの高さを上げることで身体の
負担が軽減することを体感し、今では必ずベッドの高さを上げて交換しています。
ひねり動作はさらに腰への負担を増大させます。動く方向と自分の身体の向きを合わせることでひねりがなくなり、腰への
負担は軽減します。

知識を共有するために看護職員、介護職員の全職員を対象に研修と実技を行いまし
た。病棟で直接介護職員と一緒に動き、現場に応じたやり方、職員がより負担が減る
方法を指導しました。

例）ストレッチャーの方向
転換時に自分を中心にス
トレッチャーを回転させる
と腰のひねりが生じてしま
い負担が大きくなります。
ストレッチャーを中心に自
分が移動し向きを変える
ことで腰のひねりを無くし
負担をゼロにします。

ひねり ひねらない

■ 現状
重さを軽減すること、不良姿勢をしないことを心掛け、腰痛者が軽減！しま
した。
腰痛有症者  ７4％⇒５０％（介入病棟）   腰痛による離職ゼロ！
病棟では忙しい毎日が過ぎています。70代の介護職員から「福祉用具を
活用することで、身体に負担なく仕事ができる。もしこれがなかったら、人
が辞めていった今、続かなかった」と言われることもありました。また身体
への負担が少ないので妊婦さんも協力できたり、職員はリスク管理をしな
がら、笑顔で移乗することができます。出来る人を探したり、できる人に業
務が偏ることもなく、誰でも介助することができます。
職員の腰痛予防対策だけでなく、看護部が目指す安心安全な看護・介護に
少しだけ近づくことが出来ました。

■ 今後に向けて
車椅子の移乗は、リフトや適切な車いすがないことで、人
力で介助している状況です。今後は福祉用具を充足するこ
とで、患者様にとって身体機能が維持、向上する手助けと
なります。
職員自身の知識を深めるとともに指導できる職員を増や
し、不安なく安心したケアを根拠を持って提供できるように
していきたいです。 中川  朋子

作業療法士
ノーリフトケアコーディネーター
福祉用具プランナー
おむつフィッター1級
むつき庵認定講師
Pooマスター

（なかがわ・ともこ）
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“抱え上げない看護・介護（ノーリフトケア®）”の挑戦！（2019年5月～）
　当院では寝たきりの患者様が多く入院され、抱え上げる作業も多く、職員は腰痛を持ちながら業務を行い、職員の健康管理
として捉えることが出来ていませんでした。看護部の目標として『安全安心できる看護を行う』目標が掲げられながらも、今
行っているケアで皮膚損傷や打撲が発生し、心理的にも恐怖を感じているのではないか、安全で安心できるケアであるのか疑
問を持っていました。そのような中で、2019年5月に作業療法士の資格をもち、病棟専属のノーリフティングケア指導員として
中川朋子さんを配属していただきました。
　1年が経過して、中川指導員の勉強会や現場での技術指導により職員の意識が高まり、腰痛予防のための行動が少しずつと
れるようになりました。今回は、これまでの取り組みをご紹介したいと思います。　　　　　　　　　　（看護部長　東真理子）

医療福祉現場では腰痛による労働災害が年々増加しており、厚労省による『職場における腰痛予防対策指針（2013）』が改
訂され、腰痛予防対策が示されています。具体的には、人の力だけで抱え上げ作業を行わない、福祉用具を積極的に利用
する、ケアの対象者の残存機能を活用するなどの対策が示されています。
No Lifting careとは、介助される側、介助者ともに「持ち上げない、抱え上げない」ようにして、安全なケアを提供すること
No Lifting Policy(ノーリフティングポリシー）とは「持ち上げない、抱え上げないなど看護・介護職の腰痛予防対策を行うと
ともに、労働安全衛生の一環です。
1998年　オーストラリアのビクトリア支部で、No Lifting Policy(ノーリフティングポリシー）の活動が始まりました。

人力で『押さない・引かない・持ち上げない・ねじらない・運ばない』ことを禁止！福祉用具を活用すること
2009年　日本でも日本ノーリフト協会が設立され、活動が始まりました。
2013年　腰痛予防対策指針が改訂（厚生労働省）

人力で抱え上げる重さも決まっており、成人男性50㎏だとその40％以下（20㎏以下）となり、女性はさらにその
60％になります。基本的に人間が人間を抱えることは困難です。
１）作業管理（作業方法、手順、体制、作業姿勢・動作の見直しなど）
２）作業環境管理（照明、スペース、床面など）
３）健康管理（腰痛検診、腰痛予防体操など）
４）労働安全衛生教育（腰痛予防のための教育、指導）

日本の医療介護分野では人材不足の上、８割に腰痛があると言われ、業務効率の低下やほかの病気のリスクも高まり、労働
者の健康や安全は守れません。
腰痛の原因はさまざまありますが、主に２つあります。『①重さ②不良姿勢をとること』です。対策としては『①重いものを持
たない、頻度を減らす、②腰を曲げる、ひねるなどの姿勢をしない』ことです。
腰痛予防をするためには、福祉用具の活用や持ち上げる距離を減らしたり、摩擦を減らすこと、作業工程を考えることが有
効であると言われています。

労働安全衛生の一環として事業者は労働者の健康と安全を守る責任があります。
原則、人力での抱え上げを行わせない。 福祉用具を積極的に使用する。

ノーリフトケア®とは？

■ 取り組み
取り組み前はストレッチャーへの移乗はお姫様抱っこ、おむつ交換や体位変換時はベッドの高さが低い状態で行っていまし
た。

お姫様抱っこは力がある職員に偏ったり、あるいは数人で介助し、職員も精神的・身体的苦痛がありました。
移乗ボードは滑りやすい素材で少ない力で移乗できます。スライディングシートは患者様の摩擦を軽減し、少ない力で移動
できるので、皮膚トラブルの損傷を防ぐことができます。
しかし取り組み時は「今までのやり方、手でやった方（お姫様抱っこ）が早い」と言う声も多々ありました。
移乗ボードを使用することで、患者様自身は恐怖でしがみついたり、大声を出すこともなくなり、笑顔で移乗できるようにな
りました。
体位変換時はスライディングシートを使うことで無理やり引きずることもなく、介助者の負担も軽減していきました。
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①重さを軽減する

【購入したもの】

入浴時の移乗
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移乗ボード使用
取り組み
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ボード

スライディング
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②不良姿勢をしない
おむつ交換

ストレッチャーでの移動
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ひねる
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取り組み

ひねらない
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令和2年5月1日より、骨密度測定装置を
導入し骨粗鬆症の診療を開始しました。

　厚生労働省による要介護原因の調査では、「脳卒中」「老衰」に次いで「骨折・転倒」が第3位となっ
ています。
　寝たきりの大きな原因となる骨折は、骨がスカスカになってもろくなる『骨粗鬆症』が主な原因で
あり、早期の治療と予防によって骨折のリスクを下げることができます。
　過去に骨折をしたことがある、背中や腰に痛みがある、若いころに比べ身長が低くなったなどあれ
ば『骨粗鬆症』の疑いがあります。
　また、女性は加齢による女性ホルモンの減少により骨粗鬆症に
なる危険性が高いため注意が必要です。
　当院では、令和 2 年 3 月より整形外科の診療を開始し、今回
骨粗鬆症の診療を行うため骨密度測定装置を導入しました。
　骨粗鬆症については、上記以外にも様々な要因がありますので
骨粗鬆症について気になる方は当院の整形外科に一度ご相談くだ
さい。

　令和2年5月1日より、Hologic
社の「Horaizon Ci」を導入し骨
粗鬆症の診療を開始しました。
　当院の骨密度測定装置では、
DXA法による骨密度測定検査を
行っています。
 DXA法とは、エネルギーの異な
る2種類のＸ線を用いて骨と他の
組織を区別し、骨密度を測定する
方法で、骨粗鬆症の診断、経過観
察や治療効果の評価に用いられ
ています。
　日本骨粗鬆症学会などが作成
したガイドラインでは、腰椎正面
と大腿骨近位の測定が推奨され
ており、これに準拠して検査して
います。

Hologic社 Horizon Ci

検査結果の一例

患者様向けの測定結果 医師向けの測定結果

今回の測定結果です。

　測定結果は、上のように出力されます。患者様へも測定結果を即日お渡し、結果がすぐに分かるよ
うになっています。

　横軸を年齢、縦軸を骨密度の値としています。
上下の緑色の線の間が、各年齢における平均骨密度の
範囲となっており、「＋」で表示しているところが、ご
自分の骨密度です。
　同年代の方と比較して、ご自分の値が高いのか低い
のかが分かります。

　骨粗鬆症の診断には、YAM（young adult mean）の
値を使います。
　YAMとは、20～44歳の平均骨密度を100％として、
現在のご自分の骨密度が何％であるかを比較した数値
です。
　検査結果の中でこの値が重要になります。

この値がYAMになります。
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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
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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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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）
83％

47％

10％

43％

急性期への転院
4％

療養型病棟
4％

死亡退院
9％

※死亡・急性期への転院を除く在宅復帰率…95.6％

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

73.4 63.1

当院 全国

102.6 86.0

29.2 23.6

44.5 479

93.4 83.3

脳血管系（n=13）

54.2 75.0

当院 全国

88.9 99.0

34.8 24.0

38.2 40.0

77.8 54.9

整形外科系（n=16）

72.0 58.1

当院 全国

100.3 76.5

28.3 18.4

37.3 34.4

58.7 56.6

廃用症候群（n=3）

63.1 68.8

当院 全国

95.2 91.8

32.1 23.0

40.0 41.8

82.3 67.5

95.4 78.6

全体（n=32）

全国データは2019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2020年3月13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

　2019.7月～2019.12月

　2019.10月～2020.3月

78.667.541.823.091.8

95.898.653.040.697.0

90.983.352.238.7100.4

68.8

56.4

61.7

　2020.1月～2020.6月 95.482.340.032.195.263.1

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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