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新年のご挨拶

鹿児島市立病院長 坪 内 博 仁

新年明けましておめでとうございます。皆様、お健やかに希望に満ちた新春をお迎えのこととお慶

び申し上げます。昨年は、大変お世話になり、心よりお礼申し上げます。本年も、どうかよろしくお

願い申し上げます。年頭に当たり、まず本年の皆様方のご多幸をお祈り申し上げます。

さて、本年は、鹿児島市上荒田町の JT跡 地に平成 25年 より建設を進めておりました新病院が竣

工し、 5月 に開院予定となっています。すでに、 8階 建ての病棟だけでなく外来診療棟もその外観が

現れてきました。新病院の概要をご説明いたしますと、敷地面積は約44,600m2、建物の延べ面積は

約 52,600m2で、地上8階 だてとなっています。現病院と比べますと、敷地面積は約 3倍、建物は約

1.3倍になっています。病床数は 574床 で、現病院の許可病床 687床 に比べますとかなリサイズダウ

ンしていますが、現病院の運用病床 530床 とは大きな差はありません。

診療面では、これまで市立病院が中核医療機関として担つてきた救急医療、周産期母子医療、がん

診療の充実を目指しています。救急医療の面では、屋上ヘリポー トの設置によリドクターヘリの基地

病院としての機能が強化されます。救命救急センターは迅速な画像診断や処置が可能となっており、

大動脈瘤乖離などにも対応できるよう心臓外科医の招聘を予定しています。また、周産期母子医療の

面では、現在フロアーが分かれている新生児集中治療室 (NICU)が 産科とともにワンフロアーに

なり、設備も高規格になり、まさに我が国を代表するNICUに なります。小児科および小児外科も

機能的に合わせて、成育医療センターとして統合 。発展させます。もちろん、従来通り、小児救急拠

点病院として、小児救急にも対応します。さらに、今後増加が見込まれるがん患者に対応するため、

がん診療拠点病院としての機能を強化させます。最新の放射線治療装置や診断装置を導入し、外来化

学療法室を8床 から15床 に増床し、常勤の精神科の医師を加えてこれまで以上にがん緩和ケアにも

力を入れて取り組みます。

これらの高度専門医療を行うために整備する主な機器として、XttC T装 置の2機 器を更新して 3

機器にし、MRIの 2機 器のうち 1機器を更新します。その他、血管撮影装置を更新し、 IVR一 CT

を新規導入して、脳血管疾患や肝がん治療に対応します。また、血管撮影装置と手術台を組み合わせ

た、いわゆるハイブリッド手術室を設けます。また、手術室を9室 から11室 に、 ICUを 12床から

16床 に増やします。さらに、外科、内科を中心に診療科の再編を行い、呼吸器外科、呼吸器内科、

消化器外科、消化器内科、乳腺外科、神経内科、精神科、新生児内科、救急科、病理診断科などを標

榜します。

このように、病院のハー ド面は飛躍的に整備されますが、病院がその機能を十分に発揮するには、

ソフト面の充実が必要不可欠です。平成 26年 度より専門医の招聘や、医療技術職員の増員にも取り

組んできました。すばらしいハー ドを十分に活用するためには、組織や管理運営体制を抜本的に見直

し、職員の声を聴きながら業務改善に取 り組むことが重要だと考えています。本年は、当院にとって

試練の年になりそうです。しっかりと目標を定め、職員一同力を合わせてその試練を乗り越えたいと

思っていますので、関連の医療機関の皆様にもどうかなお一層のご指導とご援助をお願い申し上げ、

年頭のご挨拶とさせていただきます。



病院建設室

室長  上 田 良 二

病院建設室が発足して6年 、前身である総務課計画係から数えると8年。

病院本棟は、平成 24年 9月 に工事着工し、30ヶ月もの長い期間をかけて本年 2月 に竣工を迎える

運びとなりました。これほど長期間の工事は県内でも例は少ないと思います。

工事着工から一貫して、「利用される方々に満足していただける病院にしたい」という気持を持っ

て業務に取り組んでまいりました。病院という特殊性もあり工事現場で週一回の工程会議を行い、監

理 。施工業者をはじめ工事に携わっていただいた様々な方々と施工について議論、意見交換し、施工

図を検討し建築を進めてきました。

「病院だより」では、何回も話題に取 り上げていただき、私どもが携わっている業務の一端を広報

させていただきましてありがとうございます。こちらで紹介させていただくこともおそらく最後にな

ると思いますが、現在の状況写真を交えて、皆様にご報告をさせていただきます。

まず、航空写真ですが、病院本棟を中″きに東側にエネルギーセンターと保育所および職員用の駐輪

場、北束 ・北側に駐車場、南側には新しく整備を行っている緑地となっております。病院本棟と北側

駐車場の間はロータリーとなっており、送迎の車以外にも、バスやタクシーなどの交通機関が利用で

きるようになっております。病院本棟の外装については、低層部はタイル張り、高層部は吹付タイル

としています。外部ガラスには熱線反射ガラスを採用しており日射エネルギーを反射し、効率的な省

エネを実現いたします。

航空写真 (平成 26年 12月 ) 全景写真 (平成 26年 12月 )
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エネルギーセンターには、外部に医療用の

液化酸素タンクや井戸水処理設備、内部に電

気室や蓄熱層などを設けています。屋上には

太陽熱集熱パネルを設置しています。

右側はエネルギーセンター、左側は保育所で

す。保育所は 2階 建て、エネルギーセンターは

3階 建てで、エネルギーセンターは大型の機器

が入るため階高を高くしています。

病院本棟の南側の大庇の上部に 20kwの 太

陽光発電設備を設置しています。

自然エネルギーの活用や二酸化炭素の排出抑

制を積極的に行っています。

病院本棟南側の緑地の写真です。

病棟南側の病室からは緑地が見渡せます。

その奥に交通局の新局舎があります。

病院建設事業としましては、 3月 まで舗装や屋上緑化、植栽工事が続きます。今回のご報告では、

完成した姿をご覧いただくことができませんが、桜の花が咲き誇る頃に新しい市立病院にがお目見え

いたします。

最後に、関係者の皆様方のご協力のもと無事竣工を迎えることができ、深く感謝いたします。

新しい市立病院が末永く皆様方に喜んでいただけるよう、最後まで努力を重ねますので、何卒よろ

しくお願いいたします。



総務課

庶務係長  黒 岩 泰 代

1.施 設の概要

鹿児島市立病院は、本年 5月 1日 に上荒田町 37番 1号 に新築移転します。一般車両の出入口を市

道唐湊線とみずほ通線 (黄色の矢印)に 設けるほか、救急車両の出入口を病院本棟南側の唐湊線 (ピ

ンクの矢印)に 設けます。

施設の規模は、敷地面積は約 2.8倍、建物の延べ面積は約 1.3倍、駐車台数が約 3倍 に拡充します。

2.各 階の構成

1階 は外来、画像診断、救命救急センター、 2階 は、外来、各種検査、 3階 には手術室や ICUな

どを配置し、4階 と5階 には成育医療センターを配置します。また4階 以上は病棟になります。

部門の配置にあたっては、
'関

連する部門を近くに配置し、診察や検査を受ける方々の移動やスタッ

フの動線を短縮し、効率化を図るようにしています。

ほ酸

8層

7膳

6陪

5階

4階

3階

2階

ヘリボート

成宵医療センター(新生児科・産科)   用 際・MFlaJ



3.新 病院での診療機能強化

救急医療の充実として、給油施設を備えた屋上ヘリポー トを設置するほか、救命救急センターに手
術対応の処置室を設けるなどの拡充を図ります。

また成育医療センターを設置し、産科、新生児科、小児科、小児外科を機能的に統合し、出生前か
ら、新生児期、小児期までを一貫して治療する体制をつくります。その他、高規格のNICUを 整備
するほか、手術対応の分娩室を設置いたします。

さらにがん診療の充実として、消化器、呼吸器、乳腺、泌尿器、婦人科領域のがん診療を充実させ
るほか、中央手術室 (9室⇒ 11室 )や ICu(12床 ⇒ 16床)を 増床します。

(1)救急医療の充実 (救命救急センター ・基幹災書拠点病院)

口屋上ヘリポー トの設置 (ドクターヘリ基地病院としての機能強化)
。手術対応の処置室の設置
・診察室、観察室及び初期治療室の増床
,CT、 MRIな どによる迅速な画像検査

(2)成 育医療センターの設置

・産科、新生児科、小児科、小児外科を成育医療センターとして統合 口発展
・高規格のNiCU(新 生児集中治療室)
。手術対応の分娩室の設置

(3)が ん診療の充実 (がん診療連携拠点病院)

・消化器、呼吸器、乳腺、泌尿器、婦人科領域のがん診療の充実
・中央手術室及び iCUの 増床
・最新の放射線治療機器や診断機器の導入
・外来化学療法室の増床
・緩和ケアの充実

新病院でも引き続き、患者さんを中心に、安心安全な質の高い医療を提供するとともに、鹿児島県
の中核的医療機関として、地域医療に貢献してまいります。

移転にあたっては、外来診療を一定期間休みます。また 5月 1日 に患者移送を行う予定ですが、人
数は約 140人、その他、新生児患者を約 45人 と想定しており、移転前に入院患者を他医療機関へ転
院させていただくなど、調整を図る必要があります。

現在、下記のとおり予定しております。医療機関の皆様方のご理解とご協力をよろしくお願いいた
します。

外 来 診 療

4月 24日 t金)まで 現病院 〔加治屋BJ〕

4月 25日 t土)から5月 10日 t日)まで 休  診

5月 11日 t月〕から
※但し予約患者については、

7日 t木)から開始
新病院 (上荒日町)

救 急 外 来 4月 30日 t木〕0時から5月 2日 t土)8時 まで 停  止

緊急以外の予定手術 4月 25日 t土〕～5月 6日 t水〕(12日間〕 停  止

新病院移転に伴う外来休診について



“
新たなる攻めの医療 鹿児島市ドクターカー始動

"

平成 26年 10月 1日 より鹿児島市 ドクター

カーの運用が開始されました。本稿では鹿児

島市 ドクターカーについてご紹介いたします。

鹿児島市 ドクターカーは高規格救急車型で

あり傷病者を搭乗させることが可能です。搭

乗人員 (高度救急隊)は 医師 1名、看護師 1名、

救急隊員 3名 の基本 5名 で構成されます。高

度救急隊は ドクターカー出場に備え基地病院

である鹿児島市立病院に待機しています。

ドクターカーは 1 1 9番 通報のあった救急事

案のうち、緊急性 または重症であることが予

想される事案に出場 します。そのための出場

基準 として、鹿児島県 ドクターヘ リ同様キー

ワー ド方式が採用されています。 1 1 9番 通報

内容 に
“
傷病者が車外に放出された

"な
どの

内容 (キーワー ド)が 含まれていた場合に ドク

ターカーの出場要請 とな り、よ り迅速な出場

を可能にするためのシステムです。キーワー

救命救急科

部長  吉 原 秀 明

ドを含む 119番 通報 を受けた通信司令員は、

救急傷病者のいる現場か ら最も近い救急隊 (先

行救急隊)と 同時に高度救急隊に出場指令を

出 します。現場急行中、先行救急隊隊長 と ド

クターカー内全体がハ ンズフリーで会話可能

な環境 になっています。 このシステムは、 ド

クターカー医師によるリアルタイムな先行救

急隊への指示出しや事前の現場診療計画組み

立て、時間短縮に寄与 してお り、キーワー ド

システム とともに早期医療介入を実現 させて

います。運行エ リアは鹿児島市の中で、基地

病 院か ら約 10kmま で の距 離 とな ります。

10km以 遠は鹿児島県 ドクターヘリがカバーし

ます。ただ し、天候不良で ドクターヘ リ飛行

不可の場合は、天候 に左右されない ドクター

カーが 10km以 遠をカバーすることもあります。

通常は、先行救急隊 と高度救急隊は傷病者発

生の現場で合流 しますが、 ド クターカーが現

場到着 まで に時間を要するよ うな事案では、

先行救急隊が現場か ら ドクターカーの方に移

動することで合流が早くなることもあります。

その場合、現場 までの行程の途中に ドッキン

グポイン トを設定 し、その場所で合流 します。

ドッキングポイン トは鹿児島市内の主要な幹

線道路上に 79箇 所駐車場や公共施設などが事

前選定されてお り、所有者のご協力のもと運

用されています。

”一””一”



ドクターカー内の装備についてもご紹介 し

ます。通常の生体モニターに加え、12誘 導心

電図や ETC02や INVOSに よる脳局所酸素飽

和度 (rso2)などのモニター類、血液ガス検査

機器、超音波検査装置により傷病者の病態を

把握しています。その結果に基づき、気管挿管、

緊急気管切開、人工呼吸器管理、静脈路 ・骨

髄路確保、胸腔 ドレナージ、心嚢 ドレナージ、

自動心臓マッサージシステム (LUCUS2)大 動

脈遮断カテーテル留置、開胸処置 (下行大動脈

遮断、肺門クランプ、心マッサージ)等 の処置

でvital signの安定化に努めることのできる環

境となっています。 これ らの観察 ・処置を医

師 1人 、看護師 1人 で限 られた空間の中で行

わねばな りません。そのために、 日々の救急

外来での臨床経験に加え、現場では救急隊員

との連携はとても重要であり、後述の研修 (on

the job training)が必要な理由となります。

現場または ドッキングポイン トでの診療で

安定化を図ったら病院選定をしますが、鹿児

島市内の多くの病院にご協力頂き受け入れを

快諾 して頂いています。運行時間は暫定期間

なので、平日8時 30分 から17時 15分 までと

なっていますが、将来的には 365日 24時 間の

運行時間となる本格運用を目指しています。

鹿児島市 ドクターカーの初期 2か 月間の実

績ですが、160件 の出場要請があり活発な活

動となっています。キーワー ド方式での要請

率は 98.1%と 驚異的な高さでした。実際に対

応しえたのは 105件 であり、鹿児島市立病院

救命救急センターに搬送するUタ ーンは59件、

他院に搬送する」ターンは46件 となっています。

55件 はキャンセルになっています。キーヮー

ド方式では迅速に要請することに軸足を置い

ているため、 ド クターカーは情

報が限定的な状況で出場します。

しかし、 ド クターカー出場後に、追加情報や

現場での先行救急隊からの情報により、
“
すで

に死後硬直を認める
"“

軽症であった
"“

すで

に意識は回復 している
"な

どの理由でキャン

セルにな りうることは想定範囲内であると考

えています。つまり、オーバー トリアージは

すべての緊急性 ・重症度の高い事案にもれな

く迅速に対応するための保険であり、迅速化

により高い救命効果が担保されていると考え

ています。キーヮー ド方式により119番 から

現場まで平均 15分 以内で到着し、迅速な医療

介入を可能にしています。 これがどのような

効果を生み出すのかですが、 ド クターカー事

案は全例事後検証することで救命効果、後遺

障害軽減効果を評価する予定となっています。

また、各キーワー ドの有用性も評価 し、より

適切なキーワー ドヘと見直 しを図って行 くこ

とになります。

今後の課題として人員育成が挙げられます。

人員育成のため、現在、院内 ・院外医師を問

わず、病院前救急診療に貢献 して頂ける医師

を募集し、on the job trainingという形で研

修参加 して頂いているところです。 このよう

な取 り組みの副産物 として、鹿児島県の異な

る医療施設、異なる医療圏の方々とも
“
顔の

見える関係
"構

築がすすみつつあり、今後さ

らに発展していくことを期待しています。

更なる ドクターカー活動の高度化のために

情報伝達ツールの充実が不可欠です。 ド クタ
ーカー内の画像モニターや生体情報モニター

を病院へ転送できるようなシステムの構築を

目指 したいと思います。また、 ド クターカー

による救命効果を活かすためには、
“
攻めの救

急医療
"の

時代に見合う病院内のシステムの

充実も合わせて図って行きたいと思います。

鹿児島市の新たなる挑戦である鹿児島市 ド

クターカー事業を全国に誇れるシステムヘと

発展させ、
“
救える命を確実に救命する

"た
め

に一丸 となって精進いたしますので、皆様の

ご理解 とご協力を賜 りますようお願い申し上

げます。



呼吸器外科

部長待遇  柳  正 和

11月 8、9日 の 2日 間で、平成 26年 度
“
がん診療に携わる医師に対する緩和研修会 (いわゆる

PEACE研 修会)"が 行われましたのでご報告いたします。タイ トルにもありますように加治屋町の

現病院での研修会としては最後になります (と言ってもまだ4回 目ですが)。会場も病院から離れた

かごしま市民福祉プラザで行うのも最後になります。

受講者は医師 23名 、看護師 ・薬剤師 ・臨床心理士の 12名で計 35名 でした。これは鹿児島県で行

われる研修会では過去最多で、全国でも単一施設開催では最多参加の一つです。当院からは院長含め

医師 8名 と心理± 1名、そのほか県内一円から医師、看護師、薬剤師の参力日がありました。今回の特

徴として研修医の参加はなく、医師歴 7年 から40年 目まで、特にベテランの先生方が多く参加され

ました。これはがんカウンセリング加算や指導管理料、麻薬使用時の疼痛管理料の算定、がん拠点病

院の条件に当研修会修了が盛 り込まれるなどの要因もありますが、がん患者の増加に伴う緩和医療の

認知と普及の賜物と信じたいところです。



本研修会の目的は、痛みをはじめとした、がんによる苦痛に対する緩和ケアの知識、技能、態度を

修得することです。今回は土曜日午前診療の先生方に配慮し、1日 目午後開始でプログラムを組みま

した。そのためタイ トなスケジュールとなりましたが、院内外、離島からの講師やファシリテーター

の協力もあり内容はとても充実していました。参加者もロールプレーや模擬カンファなど熱心に取り

組まれていました。

国の指針ではがん診療に携わるすべての医師が本研修会を受けることとなっていますので、まだ未

修了の医師が大勢います。緩和医療は緩和の専門家が行うものではありません。また手術、化学療法

などの後に行う治療でもありませんし、医師だけで行うものでもありません。緩和医療はがん患者ヘ

の告知の時点から必要とされ、 日 々の診療の中にはたくさんの緩和医療の要素が含まれていますので、

手術や化学療法などすべてのがん治療のベースになるものです。今回の受講生の方々がこれまで以上

にがん診療の現場で緩和医療にも活躍され、それをみた先生方やスタッフの方々が今後受講していた

だけると幸いです。

鹿児島市

発行 日

発行者

担 当
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立病院だより 第 19号

平成27年 1月

〒892-8580 鹿 児島市加治屋町20-17

坪内 博 仁 鹿 児島市立病院長 (事業管理者)

医療連携室 ・広報委員会

099-216-3631

099-216-3632



ノロウイルス感染症対策について

ぴ  感
染管理認定看護師  久 保 直 美

|

●

ノロウイルスは、二枚貝などを汚染し、冬場を中心に食中毒の原因となるほか、しば

声。「食品から人」だけでなく、「人から人」

よ、わずか 100個以下のごく少数のウイル

D遺伝子型が存在するため一度感染しても、

・ 稚E祐優そこ能そ域恥塩り謎監鏑鰈rン 景靴漁 力け
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今後とも、感染拡大防止のため皆様のご理タ

【医療連携室直通】

T E L 099-216-3631
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患者様のご紹介は、医療連携室で取 り扱つております

保険情報や画像データーを前日までに送つて頂きますと、事前登録致します

*医療連携室へご連絡下さい

色々なウイルス

の大きさ比較




