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５大がんの退院患者数、
鹿児島県トップ

　現在、がんで亡くなる方は全死亡者の30％で、
1981年に死因のトップになって以来、毎年増え続け
ています。国はがん対策基本法を定め、予防と早
期発見・早期治療の体制づくりをすすめており、南
風病院では、健診事業による予防、及び早期発見、
各診療科による早期治療の体制を整え、がん対策
にのぞんでいます。
　５大がんは、胃がん、肝がん、大腸がん、乳がん、
肺がんを指し、発生する頻度の上位を占めたもの
です。南風病院では、乳がんを除く４大がんの患者
さまを受けて入れています。2010年７月から2011年

出所：厚生労働省「平成22年度ＤＰＣ導入の影響評価に関する調査結果」より
・調査対象施設はＤＰＣ制度参加施設（1648施設）　・調査対象データは2010年７月から2011年３月までの退院患者
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３月までに、合計1,280人の退院患者さまを送り出し
ました（図１）。
　この数は、鹿児島県では１位、九州圏245施設の
中でも11位となっています。疾患の内訳は、胃がん
309例、結腸がん232例、直腸がん138例、肝がん
353例、肺がん248例となります。このうち胃がん、結
腸がん、肝がんは、鹿児島県での症例数は第１位
です。直腸がんは第２位、肺がんは第３位ですが、
近年、当院を受診する患者さまの数は増える傾向
にあります。また、乳がんについては、専門的な医療
機関と連携を取りながら治療にあたっています。
　胃がんについては、鹿児島県、九州圏ともに第１
位の症例数となっています（図２）。九州各県の医
療センター、大学病院の症例数をしのいでおり、当
院への期待の高さが現れていると自負しています。
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鹿児島県　全41施設中
順位   施設名　　　　　　　　　　　　　　　　件数

５大がんの退院患者
数

デ ー タ で 　 る見
特 　集

 1 国立病院機構・九州がんセンター 2620

 2 国立病院機構・九州医療センター 1926

 3 佐世保市立総合病院 1755

 4 国立病院機構・長崎医療センター 1750

 5 九州大学病院 1749

 6 久留米大学病院 1678

 7 熊本大学医学部附属病院 1663

 8 飯塚病院 1659

 9 北九州市立医療センター 1627

 10 長崎大学病院 1378

 11 南風病院 1280

 12 済生会熊本病院 1263

 13 新日鐵八幡記念病院 1250

 14 浜の町病院 1189

 15 九州厚生年金病院 1138

 16 福岡大学病院 1093

 17 国立病院機構・嬉野医療センター 1090

 18 産業医科大学病院 1082

 19 大分県立病院 1062

 20 熊本市立熊本市民病院 1050

南風病院
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地域連携の充実に伴い、
紹介患者数も増加

　2011年11月、厚生労働省はＤＰＣ制度に参加し
ている全国1648病院の診療実績を公開しました。
ＤＰＣは、急性期入院医療の診断群分類に基づく１日
あたりの包括評価制度のことで、南風病院は2006
年から参加しています。
　厚労省はＤＰＣ導入による影響の検証と、今後の継
続的な見直しのために必要なデータの収集を目的

　鹿児島県の入院患者数を示したのが（図３）で
す。鹿児島県では肺炎や急性気管支炎、急性細
気管支炎が最も多く、狭心症、慢性虚血性心疾患
が続いています。幅広い疾患の中で当院が担当し
ている件数は、比率的にはそれほど高くはありませ
ん。心疾患や女性特有の疾患などは、専門的な診
療を提供している医療機関にご紹介し、患者さまに
とって納得のできる治療を受けていただきたいと考
えているからです。
　主な診療実績を示したのが（図４）です。上位の
疾患名は、①胃の悪性腫瘍、②脊柱管狭窄、③大
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腸の悪性腫瘍などとなっています。胃や肝臓などの
消化器疾患、脊椎を中心とした整形外科疾患の入
院患者さまを多く受け入れていることが、当院の特
徴といえます。
　紹介率は、ほとんどの疾患で40％を超えていま
す。脊柱管狭窄の77％、椎間板変性・ヘルニアの90
％など整形外科
では特に高い紹
介率を示してお
り、地域の先生方
に認めていただい
ていると理解して
います。
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に、毎年、「ＤＰＣ導入の影響評価に関する調査」をお
こなっています。ＤＰＣ参加病院は、入院患者さまの
疾患名や手術件数、治療実績などを届け出る義務が
あり、これらのデータはすべて公開されています。
　今号は「データで見る南風病院」と題し、厚労省の
発表データをもとに、南風病院の実力を数値で表し
たいと考えています。
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鹿児島県　全41施設中
順位 施設名　　　　　　　　　　　　　　　　 件数

胃 が ん

 1 南風病院 309

 2 九州大学病院 302

 3 佐世保市立総合病院 271

 4 国立病院機構・長崎医療センター 260

 5 済生会熊本病院 253

 6 飯塚病院 245

 7 長崎大学病院 223

 8 国立病院機構・九州がんセンター 220

 9 北九州市立医療センター 218

 10 国立病院機構・九州医療センター 217

 11 熊本赤十字病院 217

 12 鹿児島市医師会病院 202

 13 熊本大学医学部附属病院 199

 14 久留米大学病院 196

 15 佐賀県立病院好生館 187

 16 九州厚生年金病院 182

 17 古賀総合病院 175

 18 福岡大学病院 167

 19 浜の町病院 167

 20 福岡大学筑紫病院 151
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専門性の向上と連携の充実を図り、
地域を支える医療提供体制の構築を目指す

　南風病院はこれまで、得意分野の質を上げるこ
とを最大の目標にして医療に取り組んでまいりまし
た。診療報酬の増減に一喜一憂することなく、「医
療とは何か。何をすべきか」を考えてきました。
　また、得意分野に注力しつつ地域医療全体の
質を上げるために、地域連携の充実にも取り組ん
でまいりました。これらの結果が、今回のデータに
現われているものと理解しております。
　在宅医療までを視野に入れたとき、課題となる
のが、高齢者などを在宅でケアしている家族を癒
すため、一時的にケアを代替し、リフレッシュを図っ
てもらう家族支援サービスの“レスパイト”です。今

年度はその役割を果たす療養型通所介護事業
の取り組みも開始しました。鹿児島市内ではまだ
他に事業所はありませんが、地域医療を支えるた
めに欠かせない取り組みだと考えています。
　南風病院は今後も、専門
領域の質を高める努力とと
もに緊密な医療連携に
取り組み、社会の中で信
頼される体制づくりを進
めてまいります。
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院長　西俣　寛人

肺炎、急性気管支炎、急性細気管支炎

狭心症、慢性虚血性心疾患

小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む）

脳梗塞

肺の悪性腫瘍

肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発生を含む）

白内障、水晶体の疾患

大腸（上行結腸からＳ状結腸）の悪性腫瘍

直腸肛門（直腸・S状結腸から肛門）の悪性腫瘍

胃の悪性腫瘍

ヘルニアの記載のない腸閉塞

乳房の悪性腫瘍

慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全

脊柱管狭窄（脊椎症を含む）

胆管（肝内外）結石，胆管炎

胃の悪性腫瘍 309 44% １位 １位

脊柱管狭窄（脊椎症を含む） 265 77% １位 ３位

大腸（上行結腸からＳ状結腸）の悪性腫瘍 232 47% １位 ５位

肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む） 353 40% １位 ６位

肝硬変（胆汁性肝硬変を含む） 93 41% １位 ７位

胃十二指腸潰瘍、胃憩室症、幽門狭窄 68 61% １位 ９位

食道、胃、十二指腸、他腸の炎症（その他良性疾患） 73 62% １位 14位

椎間板変性、ヘルニア 80 90% ２位 ６位

小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む） 278 59% ２位 11位

直腸肛門（直腸・Ｓ状結腸から肛門）の悪性腫瘍 138 39% ２位 11位

５大がん（胃、大腸、肝臓、肺、乳） 1280 40% 1位 11位
（全17施設中）　（全245施設中）

疾患 件数 紹介率 鹿児島県 九州圏

鹿児島県の
診療実績
全41施設中
（上位１５位）
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直腸がんの早期から進行がんまで対応
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シリーズ

腹腔鏡手術

がん 南風病院の実績　　　　　大腸がん

　大腸がんの手術は、腹腔鏡を標準的な手法として選択しています。傷が
小さく回復が早いため、早期の社会復帰につながるためです。近年、腹腔鏡
のカメラはハイビジョンカメラを採用しているため、組織やがんの状態がよく見
えるようになりました。医師の技術や機械の性能も飛躍的に進歩しているた
め、精緻な手術が可能となってきています。
　腹腔鏡手術は、合併症のリスクが低いのも特徴です。傷が小さいため、腹
膜炎や皮下膿瘍の危険も少なくなりました。術後に起こりやすい肺炎も減り、
退院までの期間は平均で12日前後と短くなっています。短縮傾向はさらに進
み、10日を切る日も近いのではないかと感じています。

合併症のリスクが少ない腹腔鏡手術

　南風病院では、直腸がんの症例が増加していま
す。直腸は肛門に近い腸の最深部に当たります。腹
腔鏡で手術する際、他の部分に比べ、一段と知識や
経験が必要となります。私は、鹿児島大学病院で大腸
肛門骨盤外科と腹膜外科を専門とし主に直腸を中心
に症例にあたってきました。近年、直腸がんの症例が
増え、中でも関連医療機関さまからの紹介が増加して
います。
　直腸などの骨盤内手術は、神経機能を傷つけない
よう細心の注意が必要です。骨盤内には、排尿や性
機能に関する神経が集まっていますから、術後に機

外科・消化器外科副部長

北薗　正樹

能障害が起きないような配慮が必要です。
　直腸がんというと「人工肛門が必要」と誤解されて
いる方も多いと思います。最近は、がんの切除後、でき
るだけ肛門から離れたところでつなぐ方法や、抗がん
剤や放射線を使用してがんを小さくしてから手術する
方法が採用されており、人工肛門の造設率は低くなっ
ています。
　技術や機能が進んできた腹腔鏡手術ですが、場合
によっては開腹手術が必要な場合もあります。術前に
充分な検査をし、患者さまの症状に適した術法を選
択していきたいと考えています。

傷が小さく入院期間が短い腹腔鏡手術を標準的に採用。
早期の社会復帰を支援。

大腸がん手術症例の
退院実績　4～12月期

結腸直腸別紹介有無別の
年次推移
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新任ドクター紹介 2012年4月以降、当院にあらたに着任した医師をご紹介します。

整形外科　外来体制について

患者サロンのご案内

日本医学放射線学会放射線診断
専門医

日本内科学科認定内科医

放射線科
中條  正典

　画像診断を専門にしていきたいと
考え、放射線科医を目指しました。
患者さまと直接接することはありま
せんが、役に立てるようにと願いな
がら画像診断しています。放射線
科は幅が広く、血管造影など治療
面も勉強したいと思っています。

腎臓内科・人工透析内科
小山田  美紀

　急性期、慢性期のどちらにも関わ
れることに透析管理のやりがいを感
じています。南風病院では、多くの
科との連携で重症な方の透析管理
も行っていますので、さまざまな症状
に対応できるよう技術を勉強してい
きたいと考えています。

整形外科・小児整形外科
髙橋  建吾

　整形外科全般を勉強している途
中で、南風病院では脊椎治療の知
識を身につけたいと願っています。
患者さまと接する際には、痛みがあ
るところや治療部位などに手で触れ
て、熱や痛みの情報を得ながら診断
するよう心がけています。

　２０１２年３月から、川内医師（月・金）、鮫島医師（火・金）の外来診療は原則
予約制となりました。

紹介患者さまも予約が必要となりますので、事前に電話予約を行ってからご来院いただくように、患
者さまにご案内ください。(急ぎ診療が必要な場合は、担当医、または医療連携室までご連絡ください)

病院から
の

お知らせ 　患者サロンは、がんの患者さま同士

が交流できる場です。患者さま同士で

なければ分からない悩みを話したり、

気持ちを分かち合うことができます。

先輩方の生の声を聞くことで病気に

対する理解を深め、症状や対処法の具

体的な情報を得ることもできます。参

加された方からは「こういう会を待っていました」などの声が聞かれています。和や

かな雰囲気ですので、お気軽にご参加ください。

　患者サロンは、南風病院の会ではなく、患者さまや家族が主体の会です。がんの

患者・家族会である「ＮＰＯ法人がんサポートかごしま」のスタッフの方々に協力をい

ただいています。参加の申し込みは、南風病院医療連携・相談支援室までご連絡くだ

さい。

参加ご希望
の方へ
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広がる連携の輪⑤（回復期リハビリテーション）

シリーズ

　南風病院は、地域の先生方との連携を進めています。共同診療や医療機器の共同利用、勉強
会を通じての連携のほか、日ごろの臨床面で協力しあえる関係作りにも取り組んでいます。
　今回は、鹿児島市下竜尾町の「八反丸病院」様とのリハビリテーションによる地域支援につい
てご紹介します。

　リハビリを受ける患者さ
まの中には、糖尿病や腎
臓病などの合併症を持つ
方もいらっしゃいます。最
近は、南風病院からお預
かりした患者さまが急変し
た際、合併症の急性期治
療をお願いすることもあり
ました。臨機応変に対応し
ていただけるのも、フェイス
トゥフェイスの連携ができ
ているからだと思います。
当院としては、リハビリの
質を上げて専門性を高め
ていくことを目標にしてい
ます。また、急性期医療の
知識も深めて当院ででき
ることは対応し、南風病院
に過大な負担をかけない
よう努力していきたいと思
います。

　南風病院での整形外科、脳神経外
科領域の急性期治療が終わった患者
さまが、早期に社会復帰できるようリハ
ビリを担当しています。機能回復の支
援はもちろん、ソーシャルワーカーを病
棟に配置し、入院時から患者さまや家
族とともに、在宅復帰に向けた支援を
おこなっています。南風病院の担当医
に2週に1回、病棟を訪問していただくなど、南風病院
と共同で診療を行える仕組みを整えています。また、当
院でのリハビリ終了後は、在宅でのかかりつけの先生
にお返しすることを心がけています。最近では、共同し
て勉強会を開催するなど、強い連携を築けていると思
います。大腿骨頚部骨折の地域連携パスについても
南風病院が試験運用を開始した時から協力し、現在
では鹿児島市全体での取り組みとなっています。

医療法人慈圭会

八反丸病院

鹿児島市下竜尾町3-28
Tel.099-222-3111

南風病院とは、どのような
連携を取って
いらっしゃいますか。

Ｑ Ｑ「八反丸病院」様は、リハビリテーションに
力を入れていらっしゃいますね。

八反丸病院　八反丸健二理事長

　当院は、外科と整形外科の急性期病院として開院しました。開業し
たての1975年ごろ、鹿児島市内でリハビリを専門にしている病院はほ
とんどありませんでした。患者さまの住み慣れた地域でリハビリを提供

し、早期に社会復帰していただく
ために、当院はリハビリ専門病院
を志向しました。現在は、「全スタ
ッフでリハビリに取り組む」をモット
ーにしています。

Ｑ

南風病院に
期待することは
何でしょうか。
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医療機器・設備
PET/CT（２台)、MRI（1.5T：２台）、CT（64列・16列MSCT）、RI
（SPECT-CT）、乳房X線装置、血管造影装置、X線TV装置（DR：２
台、FPD-DR：１台）、移動型X線TV装置（２台）、ポータブル装置（２
台）、一般撮影装置（CR：３台）、骨密度測定装置、PACS、超音波診断
装置（12台）、内視鏡装置（上部・下部・小腸・気管：７台）、カプセル小腸
内視鏡、腹腔鏡内視鏡装置、超音波内視鏡装置、自動染色装置、生化
学自動分析装置、免疫・感染測定装置、輸血検査システム、全自動血
液凝固測定装置、多項目自動血球分析装置、多機能心電計、脳波計、
聴力検査装置、肺機能検査装置、筋電図誘発電位検査装置、磁気刺
激装置、眼底装置、高気圧酸素装置、人工透析（34床）、医療サウナ
室、集中治療室（ICU６床）、手術室（５室）　他

1 医療を通して地域社会に貢献する

2 患者さま本位の診療を行う

3 最新の医療の提供に努める

4 活力に満ち、働きがいのある職場を目指す

5 病院として健全な発展を続ける

基本
方針

人にやさしく、あたたかく理念

〒892-8512  鹿児島市長田町14番3号

TEL 099-226-9111
FAX 099-223-1573　URL http://www.nanpuh.or.jp/

地域医療支援病院

南風病院ウェブ

公益社団法人鹿児島共済会南風病院

臨床研修指定病院

鹿児島県がん診療指定病院

日本医療機能評価機構認定病院

診療科目

診察受付時間

受付時間　月～金曜日 　午前8時～11時　　　　　　午後1時30分～4時※
　　　　　土曜日　　　 午前8時～11時

診察時間　月～金曜日 　午前8時30分～12時30分　午後2時～5時30分※
　　　　　土曜日  　　  午前8時30分～12時30分

休 診 日 日曜・祝日  お盆（8月15日）　年末年始（12月31日～1月3日）
※午後の診察は専門外来と予約制の診療科のみとなります。
※診療科により休診がございます。ご確認の上、来院お願いいたします。

◆面会時間／午後2時～8時　◆許可病床数／338床　◆駐車場／250台

内科、呼吸器内科、循環器内科、消化器内科、腎臓内科・人工透析内科、
神経内科、肝臓内科、ペインクリニック内科、外科・消化器外科、
脳神経外科、整形外科・小児整形外科、放射線科、麻酔科、病理診断科

統　計　報　告

12月12.9日  1月14.8日   2月14.4日
10月12.7日 11月12.7日平成23年度

平成23年度実績

平成23年度実績

12月792件  1月730件　2月794件
10月832件 11月845件

〈実 績〉

〈実 績〉

①平均在院日数

平成22年度
平均14.8日

②外部医療機関からの紹介件数 

平成22年度
平均７７８件/月

南風病院
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裁判所

かごしま県民
交流センター
（旧県庁）

黎明館

国立病院機構
鹿児島医療センター

城山トンネル

今給黎病院
鹿児島銀行

吉村病院

南洲神社

下竜尾町
バス停

P
南風病院

正面玄関

ROUTE

10

鹿児島駅

平田橋交差点

ROUTE

3

交通アクセス

Ｊ　　Ｒ 鹿児島中央駅下車／車約15分
 鹿児島駅下車／車約3分・徒歩約10分
市　　電 桜島桟橋通り電停 下車／徒歩約5分
市 バ ス　１１番線（下竜尾町バス停下車）
高速バス 鹿児島（天文館）バス停下車／車約10分
※桜島桟橋からは車約3分・徒歩約15分となります。

拡大地図

鹿児島駅前鹿児島駅前

平成23年度
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