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経営理念 

 患者様の健康回復に努め、もって患者様の生活安定と幸福に貢献すること 

 地域住民の健康維持管理に努め、もって地域社会の発展に貢献すること 

 職員の生活向上と幸福をはかること 

基本方針 

 患者様に満足してもらえる医療を提供します 

 ストレス社会と高齢社会に対応した専門医療を提供します 

 地域医療に対応したプライマリーケア機能を高めていきます 

 高い技能と優れた人格を併せもった人材を育成します 
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年頭のあいさつ 

理事長・院長 鮫島秀弥 

 

皆様、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い致します。 

今年は酉年です。空高く羽ばたく 1年になるように頑張りましょう。 

昨年末にトランプ次期米国大統領の当選、プーチン大統領と安倍総理の山口での首脳会

談などが行われました。これらの出来事は米中関係の変化、日ロ関係の変化を予感させ、

第二次世界大戦後の流れが大きく変わりそうな気がします。安倍総理が言っておられる

「戦後レジーム」の転換点かもしれません。 

これが医療介護にどう関係するか正直言ってよくわかりませんが、戦後の皆保険制度は

制度疲労が感じられます。規則でがんじがらめの現状は、まるで社会主義国家のようです。

介護保険も平成 12 年の開始当初は「バラ色の制度」のように言われていましたが、現在

は介護給付が膨れ上がり、介護保険料の引き上げに追い込まれています。これらのことは、

役人ではどう変えようもないと思います。 

これらの背景には少子高齢化があります。「一億総活躍社会」には定年延長だけではな

くて、若者が早く生産活動に参加できるようにする「モラトリアム社会の打破」も必要で

す。我々、国民一人一人が声をあげて、政治に我々の声を届けましょう。もっと自由に、

生き生きと仕事をして、楽しく余暇を使える社会を実現するために。高齢者だけでなく、

若者も早く社会活動に参加できるような社会を実現するために。 
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認知症セミナーin 南薩開催報告 

 平成 28年月 11月 17日（木）、南さつま市ふれあい加世田 いにしへホールにおいて、

当センター・枕崎市医師会、南薩医師会、指宿医師会、武田工業薬品株式会社共催で、認知

症セミナーin 南薩を開催しました。かかりつけ医の先生方をはじめ、総勢 87 名の医療保健

福祉関係者に参加して頂きました。 

 特別講演では認知症の早期診断と介護を目的に 1996年より「物忘れ外来」を開設し、こ

れまで 6000名近くの認知症患者様の診察・治療を行っております、八千代病院・愛知県認

知症疾患医療センターの川畑信也先生を講師としてお迎えし、認知症の鑑別診断についてご

講演頂きました。認知症診断においては心理検査・頭部ＣＴを用いた臨床検査のみではなく、

病歴聴取や症状に対する家族の困り事・生活障害に着目して治療をすすめる必要がある事を

学ぶ良い機会になりました。 

今後認知症疾患医療センターでは、4 月 27 日（木）に第一三共株式会社様と合同で「認知

症シンポジウム」を開催します。多くの方のご参加をお待ちしています。 

1月のうみがめ病棟行事は「新年を迎える会」を行ないました 

獅子舞いに扮した病棟師長による新年の挨拶で始まり、メインの引っ張りゲームでは枕崎

名物「カツオ」の作り物に正月らしく「のし」「鏡もち」を飾り、鶴と亀チームに分かれ熱い

戦いが行なわれています。結果は両チーム同点で引き分けとなりましたが、最後は皆さん今

年一年の健康を願いながらの万歳三唱で幕を閉じました。 
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認知症疾患医療センター「うえるふぇあ」開設 

ウエルフェア九州病院では、鹿児島県から指定を受け、平成 25年 10月 1 日より「認知

症疾患医療センター」事業を実施しました。 

保健医療・介護機関等と連携を図りながら、認知症疾患に関する鑑別診断、周辺症状と身

体合併症に対する急性期治療、専門医療相談等を実施するとともに、地域の保健医療・介

護関係者への研修等を行うことを主な事業としております。 

導入から今年で 6年目を迎え、今年電

子カルテを更新する予定です。 

電子カルテ導入 

平成 23年 3月 1日に電子カルテを導入しました。 

導入前にはワーキンググループ、パソコン操作研修を行い、紙カルテからの移行がスムー

ズに行えるように全職員で取り組みました。 

紙カルテから電子カルテへ 

① 専門医療相談 

② 鑑別診断とそれに基づく初期対応 

③ 合併症・周辺症状への急性期対応 

④ かかりつけ医等への研修会の開催 

⑤ 認知症疾患医療連携協議会の開催 

⑥ 情報発信 

認知症疾患医療センター 

（ウエルフェア九州病院内） 

受付時間：平日 9：00 ～ 17：00 

TEL：０９９３（７２）４７４７ 
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月 1回実施される行事食の紹介です 

正月に特別な料理を作って祝うことは、中国から伝わりました。一年のうちに一月一日、三月三

日、五月五日、七月七日、九月九日というように、奇数である月と奇数の日を五日選び、五節句と

して定めたものです。おせち料理を正月料理の意味に使いますが、広くは五節句の料理でもありま

す。おせち料理は五穀豊穣を願い家族の安全と健康、子孫繁栄の祈りを込めて、縁起のよい海や山

でとれるさまざまな食材を用います。 

11 月の薬膳 秋の寿司膳 

 

11 月の行事食は食欲増進と滋養強

壮によい薬膳料理です。 

12 月の薬膳 

クリスマス 

 

12月の行事食は体を

温め胃腸を元気にす

る薬膳料理です。 

１月の薬膳  

おせち料理 

 

１月の行事食は疲れ

た胃腸を元気にし食

欲増進を目的とした

薬膳料理です。 
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回想法は、うみがめ病棟の患者様を対象に週に 1回集まっ

て、楽しく話をしたり昔のことを語り合ったりするグルー

プ活動です。今回は「お正月準備」をテーマに話題にあが

ったことをご紹介いたします。 

スタッフ お正月の準備はどんなことをされていましたか？ 

A さ ん 門松を飾ってたよ。お父さんが山から竹とか松とかを

とってきてね！自分達で作ってたよ。 

B さ ん そうそう。玄関に対で置くのよ。土台があって，そこ

に袋を入れて，土とか竹とかを挿して作ってたよね。 

A さ ん その間に女の人たちは料理をして，つけ揚げを作った

りしてたよね。 

C さ ん うちは親戚とか村の人とかお客さんが多かったから，料理が大変だったの。すり

鉢ですって，つけ揚げを作る手伝いをしてたよ！ 

D さ ん つけ揚げとか蒲鉾とか作ってたよね。お父さんと子どもの分。子どもたちも『何

個作ったの』って聞いて来てて，子ども達にもあげてたよ。 

スタッフ 子どもさんたちも喜ばれたんじゃいですか？ 

D さ ん そう！(満面の笑み) 

 
近くの寺では除夜の鐘が鳴り始めた 

すると着物姿の彼女が玄関に現れた あざやかな姿がまぶしかった 

外へ出ると雪がちらついて来たが 近くの神社へ行き、 

二人並んで手を合わせ、願い事をした 

あいかわらず雪が降っていたが、 

彼女は雪がめずらしく 子供みたいにはしゃいだ 

おみくじを引くと 二人とも大吉だった。 

彼女は笑顔でラッキーと言って 着物の胸もとにはさんだ 

今年は良いことがあるわと言って わたしに寄り添って手をにぎった 

夜店が並ぶところへ行って 二人焼きイカをほおばった  

となりでは子供が金魚すくいをしていた 

二人は空を見上げ にっこり笑っていた 

PN 桜花 

お正月に家族で準備をしていたことなど，それぞれのご家族との思い出をうかがうことが

できました。このように昔の話やそのときの気持ちを思い出して語っていただき，メンバー

の皆さんに楽しんでいただきたいと思っています。 
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  部署紹介 

医療事務課 

みどり病棟は、定床数 52名の精神療養病棟です。 

長期的入院・療養が必要な患者様が入院利用され

ている病棟です。 

また、開放的で温かな療養環境の中で穏やかに過

ごしていただく為に日々スタッフ一同協力、連携

しながら元気に楽しく業務を行っています。 

部署紹介 

みどり病棟 

医療事務課は現在 8名（男性 1名、女性 7 名）が勤務

しております。医療事務の主な業務は、 

受付窓口業務・保険請求業務（レセプト点検 減点・過誤 

労災）・請求書作成発送・預り金管理業務・未収金管理業

務・医事統計 

がありこれらの業務が、適正かつ円滑に運用され、診療報酬請求においても各法制度の規

定を遵守し厳正なる請求が行われさらに、患者サービスの向上に寄与することを目的として

います。今回は、診療報酬請求業務についてご説明したいと思います。 

①診療報酬とは 

保険医療機関で医師による診療行為が行われた場合に、その診療行為に対する報酬として

支払われる代金を「診療報酬」といいます。 

 診療報酬は、「保険医」の登録を行った医師が、「保険医療機関」の指定を受けた医療機

関で医療行為を提供したときに支払われます。医療行為は医師が直接行うものから、医師の

指示のもとに、看護師、OT、PSWが行われる行為も含まれ、診療行為ごとに定められた点

数を積み上げた合計点数として計算されます。計算は○○点というように点数にて計算され

ていますが金額に直すと、１点＝10円となっており、出来高払い方式が原則です。 

 診療報酬として請求できる金額は、保険点数として算定点数（金額）が決められています。

この保険点数は２年ごとに改定があり、施設基準の届出条件なども同時に変更されることか

ら病院経営に大きな影響を与えます。 

診療報酬改定は偶数年の 2年に１回、4月に「中央社会保険医療協議会（厚生労働省）」

の答申を経て行われます。 

例）50歳男性（初診、院外処方） 

  282点（初診料）＋68 点（処方箋料） 

＝350点×10円＝3,500円 

      →一部負担金 1,050円（3割） 

②請求業務 

 保険医療機関は、月単位・入院外来別に診療行為を診療報

酬点数表に基づいて、診療報酬明細書（レセプト）にまとめ

て、審査支払機関を通じて保険者に請求します。レセプトは、

一月まとめたものを翌月の 10日までに請求をします。尚、

レセプトはインターネットにてオンライン請求で行います。 

社保→社会保険診療報酬支払基金 

国保・後期→国民健康保険団体連合会 

今回は診療報酬請求業務についてご説明いたしました。病院へ来院されるほとんどの方が、

窓口（受付）を訪れますので、笑顔で親切な対応を心がけ、かつ迅速で正確な業務遂行に常

に心がけています。医療事務課は「常に笑顔で」をモットーに業務に励んでおりますので、

何かご不明な点などございましたら、遠慮なく医療事務課スタッフまでお声かけください。 
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  めぐみ病棟：初詣 

1 月 17 日（火）にめぐみ病棟の皆さん

で枚聞神社に初詣に行きました。寒さを

心配していましたが、天気にも恵まれて

ポカポカ陽気の中で皆さん、お参り・お

みくじを引いて楽しまれていました。今

年は大吉を引かれた方が多く喜んでいま

した。車椅子の方も参加されて久しぶり

の外出に表情よく過ごせていました！！ 

平成 28年 11月 19日（土）に第 28回コスモス会を開催しました。今回は認知症につい

ての DVD 鑑賞を行いました。今回上映した DVD は「二本の傘」と「ばあちゃんの世界」と

いう認知症の方とその家族についての短編ドラマでした。 

 

この DVD は動画サイト

（YouTube）でも視聴できま

すので、興味がある方は検索

して頂ければと思います。 

 

 

 

DVD の内容に深く共感される方、色んな症状の出方があるのだと勉強になったなど様々な

感想を頂きました。今回いつもより座談会の時間を長めに取らせて頂きましたが、それでも話

足りないほど話が盛り上がっている様子でした。 

家族会（コスモス会）はご家族同士の学び合い・支え合いを目的とした集まりです。今後も

認知症に関することを学び合い、また、ご家族同士が話をすることで支え合えることを目的に

開催したいと思っております。認知症の介護は経験した方にしかわからないことも多く、同じ

ように介護をされている家族の言葉や話が一番共感できるものだと思います。参加されたこと

がないご家族の皆様も是非一度足をお運び下さい。多くの方のご参加をお待ちしております。 

（コスモス会実行委員会） 

★第 28回コスモス会の報告★ 

二本の傘 
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2016.10 月～12 月 
月平均 

1日外来患者数・・・104 人 

1日入院患者数・・・169 人 

ウエルフェア九州病院 

診療実績 

平成 28 年 11 月 13 日（日）枕崎市防火委員会主催の枕崎市屋内消火栓競技会にウエルフ

ェア九州病院の山村、岡の両名が参加しました。競技会には男性の部 4チーム（1チーム 2名）、

女性の部 4チームの合計 8 チームが参加し、消火栓を使った競技を行いました。 

 

当院では意見箱を設置し、患者様、ご家族様からのご意見・ご要望に応えるべく取り

組んでいます。寄せられたご意見・ご要望と、それらに対する回答を一部紹介します。 
 ご意見箱 

■精神科当番 1/29(日) 3/12(日) 

■こちらがお世話になっているのによく対応して下さいます。 

患者を大事に・大切にして下さり、ありがたく思っております。 

貴院に入院させて頂き、ありがたく思っております。 

ありがとうございます。合掌 

■忙しい中一人の為に開錠して頂くのがとても申し訳なく思いますが、やはり「会っておきたい」

が勝ってしまい度々面会に行ってもいいものだろうかと自問自答致している所です。声かけして

下さるスタッフの方々に感謝申し上げます。いつも有難うございます。 

時節柄 スタッフの皆様もご自愛下さいます様お祈り申し上げます。 

⇒ 感謝のお言葉ありがとうございます。何か御意見等がありましたら何なりとお尋ね下さい。 

10月 11月 12月

患 者 延 数 2579 2588 2560

新 規 患 者 数 31 18 10

平 均 患 者 数 103.1 107.8 102.4

入 院 数 20 10 22

退 院 数 25 16 19

患 者 延 数 5434 4967 5154

平 均 患 者 数 175.3 165.6 166.3

平均在院日数 303.1 325.1 277.1

区　　　分

外
　
来

入
　
院
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編集後記 寒さが厳しい季節になり

ました。この時期になると通勤途中の畑

には、漬け物用の大根がやぐらにかけら

れているのが見られます。寒風でうまみ

が凝縮されるそうです。寒さに負けずに

体内に力を蓄え、この冬を乗り越えまし

ょう。（前床）   

    

    

    

    

    

http://www.wkh.or.jp/
mailto:jiseikai@wkh.or.jp?Subject=求人

