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　沖永良部徳洲会病院は平成29年
12月1日に新築移転し、再スタート
致しました。平成２年の 5月に開院
してから、丸28年。当院は、海岸沿
いの丘の上にあり、常に潮風にさら
されることから、塩害等で建物の痛
みが激しく、また、毎年の台風被害
のために築年数以上に老朽化が進ん
でいました。
　徳田虎雄前理事長の時代から建て
替えの話は挙がっていましたが、島
の人口減少や建築資材高騰など厳し
い現実を前に構想は消えてしまいま
した。しかし、鈴木隆夫理事長と安
富祖副理事長の強い思いで、建て替
えがこのように実現しました。当院
の新築移転はスタッフはもちろんの
こと、一番は島民たちの希望でした。
　建物のみならず、平成27年1月に
16列 CT から 80列 CT への入れ替え
を行い、診療機能の充実を図りまし
た。また、医師・看護師・コメディ
カル・事務の医療スタッフがスムー

ズに医療ができるよう近代的な電子
カルテの導入も行いました。MRIは、
0.5 テスラから 1.5 テスラと高精度
に変わりました。このことにより撮
影時間が 40分から 20分へ短縮し下
肢の血管撮影も可能となり、画質も
きれいになりました。
　救急体制を更に強化し、島唯一の
病院で 24時間・年中無休で受診でき
る病院は全島民の “ 最後の砦

とりで

” とし
ての重責を果たしてまいります。
　建物は新しくなりましたが、徳洲
会グループの原点である「生命だけ
は平等だ」の理念は引き継ぎ、島内
の診療所との連携も密に行い、これ
からも地域医療の充実と向上に貢献
できるよう、病院職員一丸となって
邁進してまいります。

沖
おきのえらぶじま

永良部島は、鹿児島市から南へ 552km、北緯 27
度線の上に浮かぶ周囲 55.8km、面積 93.8㎢の隆起
サンゴ礁の島です。人口は、和泊・知名両町合わせ
て１万４千人あまり。年間平均気温 22 度という温
暖な気候に恵まれ、四季を通じて熱帯・亜熱帯の花々
が咲き乱れています。エラブユリ、スプレーキクな
どの花の栽培も盛んで、日本一早く出荷するバレイ
ショの産地としても有名です。東洋一の鍾乳洞・昇
竜洞をはじめ 200 ～ 300 の大鍾乳洞群が見られ「花
と鍾乳洞の島」の異名をとっています。近年は洞窟
探検をするケイビングツアーが大人気で、国内外か
ら観光客が訪れます。また、奄美諸島の中でもハブ
がいない島として知られています。澄みきった青い
海と空、まばゆい太陽、素朴で厚い人情も沖永良部
島の特徴です。

沖永良部島について

病院の様子

外　観
海を見下ろす高台の上に立つ地上５階建ての
機能的な外観は、周囲には高層の建物がな
いので、ランドマーク的役割も果たしています。

受　付・会　計
過ごしやすく、居心地の良い、利用しやすい
病院を目指し、すべての人にとって心和らげる
空間づくりを心掛けています。

外 来 待 合 室
開放的な待合室は、お待ちいただく患者さま
に少しでもリラックスしていただけるようゆっ
たりとしたスペースを確保しています。

当院は平成29年12月に新築建替え工事を終え、
患者さまにはもちろん、スタッフにとっても安心で快適な空間に生まれ変わりました。

沖永良部德洲会病院
院長

渡
と け し

慶次賀
よしひろ

博

院長あいさつ
「島唯一の病院は最後の砦」
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平成	 2 年	 5月	 1日	 開院　院長 :小林司・看護部長 : 原口アキ	就任
	 5 年	 4月	 1日	 院長 : 山口昌司・看護部長 :福島ミネ	就任
	 9 年	 4月	 1日	 院長 :前田清貴	就任
	 9 年	12 月	 1日	 田皆クリニック開院（院長 : 島田隆太郎）
	 10 年	 3月	 1日	 和泊クリニック（19床）開院（院長 : 玉城聡）
	 10 年	 9月	 1日	 院長 : 小平博	就任
	 13 年	 9月	30日	 田皆クリニック閉鎖
	 14 年	 4月	 1日	 院長 : 田川豊秋	就任
	 15 年	 6月	 1日	 院長 : 松本繁世	就任
	 15 年	 8月	 1日	 副院長 : 佐々木紀仁	就任
	 16 年	 9月	 8日	 グループホーム「岬」開設（旧田皆クリニック）	

管理者 :有川春枝	就任
	 17年	 7月	 1日	 院長 : 佐々木紀仁	就任
	 17年	 4月	 5日	 グルーブホーム「ゆりの郷」開設（和泊クリニック2F）

管理者 : 沖良子	就任
	 17年	 9月	30日	 和泊クリニック閉鎖

	 17年	10月	 1日	 和泊介護センター「縁」開設（和泊クリニック後）
	 19 年	 8月	31日	 和泊介護センター「縁」閉鎖
	 19 年	10月	21日	 副院長 :福島ミネ	就任	

看護部長 :吉田弘喜	就任
	 20 年	 4月	 1日	 副院長：天野博哉	就任
	 22 年	 3月	21日	 グループホーム「ゆりの郷」管理者：大福秀子	就任
	 22 年	 7月	 1日	 有料老人ホーム「しおほしの里」開設	

管理者 : 永島健司	就任
	 25 年	 9月	 1日	 院長 : 徳久淳二	就任
	 26 年	 1月	 1日	 院長：佐藤大亮	就任
	 27年	 2 月	28日	 沖永良部徳洲会介護センター訪問介護・介護予防閉鎖
	 27年	 3月	 1日	 電子カルテ稼働
	 28 年	 4月	 1日	 院長：渡慶次賀博	就任
	 28 年	 5月	 1日	 顧問：福島ミネ	就任
	 29 年	12 月	 １日	 新築移転
	 30 年	 4月	 1日	 副院長	:	玉榮剛	就任

病床数	 医療法定床	132 床（一般病棟	60 床	/	医療療養	52 床	/	介護療養	20 床）

建　物	 地上 5階建

診療科目	 内科・呼吸器内科・糖尿病内科・腎臓内科・精神科・神経内科・循環器科・小児科・外科・	
	 整形外科・眼科・皮膚科・泌尿器科・産婦人科・耳鼻いんこう科・リハビリテーション科・放射線科

基本診療料	 ・急性期一般入院料 5	 ・療養病棟入院料2	
	 ・医師事務作業補助体制加算 2（20 対 1）・急性期看護補助体制加算（75対 1）	 	
	 ・療養環境加算	 ・療養病棟療養環境加算1	 	
	 ・療養病棟療養環境加算 2	 ・重傷者等療養環境特別加算（4床）	 	
	 ・ハイリスク妊婦管理加算	 ・後発医薬品使用体制加算 3

特掲診療料	 ・がん性疼痛緩和指導管理料	 ・薬剤管理指導料	
	 ・医療機器安全管理料1	 ・外来化学療法加算 2	
	 ・透析液水質確保加算	 ・下肢抹消動脈疾患指導料加算	
	 ・HPV 核酸同定検査	 ・検体検査管理加算（Ⅰ）・（Ⅱ）	
	 ・コンタクト検査管理料（Ⅰ）	 ・CT撮影及びMRI 撮影	
	 ・脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅱ）	・運動器リハビリテーション料（Ⅰ）	
	 ・呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ）	 ・医科点数表第 2章第10 部手術の通則 5及び 6に掲げる手術	
	 ・輸血管理料Ⅱ	 ・輸血適正使用加算	
	 ・入院時食事療養 /生活療養（Ⅰ）	 ・酸素の購入価格に関する届出書

指定等	 保険医療指定病院	 救急医指定医療機関	
	 労災保険指定病院	 結核予防法指定病院

島内関連施設	 グループホーム　ゆりの郷（1ユニット）	
	 グループホーム　岬（1ユニット）	
	 介護付き有料老人ホーム　しおほしの里（29床）	 （平成 30 年 4月1日現在）

当院概要

沖永良部徳洲会病院
―基本理念―

生命を安心して預けられる病院
健康と生活を守る病院

共
に

きる

Together

Living生

沖永良部徳洲会病院の沿革
救　命

24時間体制で救急救
命・救急診療に取り

組みます。

保　健
新しい生命の誕生を

積極的に
応援します。

医　療
慢性病の
診察に

取り組みます。

啓　蒙
病気の知識の
普及と予防に
取り組みます。

支　援
リハビリ・福祉・
生活支援に
取り組みます。

満　足
説明を丁寧に行い、
患者さまに満足して
頂ける診療と接遇を
目指します。

1F

2F

3F

4F 3
F一般病棟

4
F医療療養病棟・介護療養病棟

総合受付・会計／外来診察室 (診療科目参照 )／
救急処置室／通所リハビリ室／リハビリテーション室
／薬局／放射線科／内視鏡室／生理・臨床検査室／
健康管理課／訪問看護室／売店

1
F

産婦人科 / 透析室 /手術室 /栄養管理室 /地域連携室2
F
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MAGNETOM	ESSENZA
シーメンス社製　1.5T　MRI 装置

MRI は CT 装置などとは異なり、「磁場」と「電波」を使用して体の断層画像を得る
装置です。放射線による人体への被ばくはなく、小さいお子様や健常な方も安心して
検査を受けることができます。
最新のMRI 装置は、旧病院のものに比べ、撮影時間は約半分。さまざまな部位を撮
影可能で、画質も大幅に向上し、より正確な画像診断ができるようになりました。

Aquilion	Prime
東芝社製80列 CT

CT 装置は、瞬時に細かく160断面（スライス）が撮影できる、世界最高
水準のマルチスライス技術を搭載した東芝社製の装置です。従来のものに
比べ、撮影時間は大幅に短縮し、なおかつ精密な検査が可能です。頭部・
胸部・腹部など、全身を任意の断層像（輪切り）で撮影でき、鮮明な画像
で診断することができます。

　島内での救命治療が困難と判断された場合、いち早く患者さま
を島外へ搬送できるよう、奄美ドクターヘリや陸上自衛隊と連携
した救命救急搬送体制を確立しています。
　県立大島病院救命救急センターを基地とする奄美ドクターヘリ
には、「奄美ドクターヘリ運航要領」に基づいて出動を要請。生
命の危険が切迫している患者さまや緊急処置をしなければ身体に
障害を生じる恐れがある患者さまに、医師や看護師が同乗し、島
外の医療機関に搬送するまでの間も救命医療が施されます。
　また、ドクターヘリでは困難な、夜間や長距離の搬送が必要な
場合、陸上自衛隊第 15 旅団隷下の第 15 ヘリコプター隊が急患
空輸を担い、離島の緊急救命を支えています。

　平成 29 年 12 月の新築移転に伴って、最先端
の医療機器を導入しました。
　身体の中の状態を調べることができる画像診断
は、現在の医療の中でなくてはならない重大な責
務を負っています。いまや画像診断と無関係な診
療科はないと言っても過言ではありません。
　画像診断の分野は日進月歩で装置の質が向上し
ています。それに伴って、最新機器はより正確な
画像診断のみならず、撮影時間の短縮や造影剤の
軽減など、患者さまの負担を大きく減らすことが
できるようになりました。
　当院では、緊急搬送などの救急医療はもちろん、
人間ドックなどの検診でも、最新の装置で検査で
きる環境を整えています。
　最小限の負担で最大の情報が得られるよう、設
備だけでなく、技師の知識や技術の向上に取り組
んでいます。

当院の使命

陸上自衛隊・第15 旅団隷下・第15 ヘリコプター隊

最新機器の導入

離島の救急医療を担う者として、
命を守る責任

最新機器の導入で
さらに確かな医療の提供へ

ドクターヘリ搬送回数
58回
奄美ドクヘリ	 10 回
自衛隊ヘリ	 12回
浦添ドクヘリ	 36回
（平成 28 年４月～平成 29 年３月末）

ドクヘリの基地から
各離島までの距離・所要時間

画像提供：シーメンスヘルスケア株式会社

デジタルX 線 TVシステム

ZEXIRA	DREX-ZX80
消化管の造影検査や骨折の整復など、多目的な検査に対応
したデジタルX 線 TVシステムです。従来のものに比べ、高
品質の画像を低被ばく線量で得られるために、より安心・安
全に検査を受けていただくことができます。
また、高齢者に配慮して寝台が昇降するなど、患者さまにとっ
てやさしい設計になっています。
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部 門 紹 介

外　来　いつでも安心できる医療機関として
　外来はもっとも多くの患者さま
と接する当院の窓口です。１年
間に延べ 46,184人（平成29年）
もの患者さまが来院されました。
多くの患者さまにいつでも気持
ちよく受診いただけるように笑顔
の対応を心がけています。
　また、島内で唯一の救急外来
があり、沖永良部島の島民１万
人以上の生命をこの救急外来で
支えています。年間救急搬送件
数は 388件（平成29年）で、
島民の「最後の砦」として積極
的に受け入れてきました。「救急

からの受入れ要請は断らない」
の理念のもと、各科のスペシャ
リストと連携して、スタッフー同
取り組んでいます。

地域連携室　当院と他院・地域の架け橋になる
　地域連携室では、当院と他院・他施設を
繋ぎ、患者さまが最良の医療や福祉サービス
を受けられるよう支援するとともに、当院の
医療サービス提供が円滑に行えるよう各部署
との連携を行っています。
【地域連携室の主な役割】
・患者さまの病状や利便性に合わせた、医療
機関への紹介受診調整

・診療情報提供書（紹介状及び返書）の管理
・退院調整・退院支援
・患者さまやご家族からの「社会的」「心理的」
「経済的」相談の対応

・健康講座の企画・開催
・地域の医療機関や施設との連携強化

ケアマネージャー

病院・医院

入院の依頼

入所の依頼
利用者のご紹介
依頼・相談

医療費・各種制度の相談
入退院の相談

身障手帳・生活保護の相談
患者さまのご紹介介護保険

沖永良部
徳洲会病院

患者さま・ご家族

介護施設

市町村・
福祉事務所

透析室

居宅介護支援事業所

透析室では１日平均22件（平成29年）
の透析を行っています。週に３日・１
回４時間ほどの透析が、基本的には生
涯にわたって必要な場合が多いので、
患者さまとは長期にわたるお付き合い
となります。患者さまは日常生活にお
いて注意を払わなければならないこと
も多いので、透析治療中も密にコミュ
ニケーションを取り、安全に治療を進
めていけるよう努めています。また、
隣接するME 室では臨床工学技士が
各種機器の管理を行っています。

介護を必要とされる利用者が、住み慣れ
たご自宅や地域で安心して生活ができるよ
う、それぞれの状況にあったアドバイスを
し、他機関と連携を図るのが居宅介護支
援事業所です。ケアマネージャーが、本人
やご家族さまからの介護に関する相談に応
じ、必要な介護サービスを受けられるよう、
一緒に考え、提案しています。

栄養管理室
適時適温の食事サービスを実現し、衛生
面の徹底と食事の安全性の確保を図って
います。「安全」「おいしい」「治療に役立つ」
を３本の柱を理念とし、日々食事を提供し
ています。また、栄養指導などを行い、患
者さまを栄養面からサポートしています。

通所リハビリ　日常生活の自立を支援
１日に６～７時間来院し、リハビリテーション・入浴・食事な
どを通して、利用者が可能な限りご自宅で自立した日常生活
を送ることができるよう支援します。
利用者は１日あたりおよそ16人（平成29年平均）で、医師・
看護師・理学療法士やセラピストと連携を図った個別リハビ
リテーションを実施しています。季節ごとのイベントを多く取
り入れ、楽しみながら通院していただけるよう心掛けています。

放射線科　

訪問看護　自宅での療養をお手伝い

一般撮影・CT・
MRI の撮影には
幅広い知識と技
術が必要で、画
像診断が臨床
に占める比重は
年々増加してい
ます。都市部の
病院に勝るとも劣らない機器をそろえ、休日・
夜間の緊急時にも迅速に対応できるよう、
呼び出し（オンコール）体制を整えています。

「住み慣れた自宅で療養したい」「家族のそばにいたい」
という希望を持たれている患者さまに、住み慣れた地
域やご自宅でその人らしく療養生活を送れるよう支援を
します。医師と看護師がチームになって伺い、看護ケア
や診療を行い、自立への援助を促します。
また、緊急時も24時間体制で対応し、在宅で最期を
迎えられる方の支援も行っています。

薬局　
医師の処方箋に基づき調剤し、
患者さまに安全かつ適正に薬を
服用していただけるよう、分かり
やすく丁寧な情報提供に努めて
います。外来の患者さまはもちろ
ん、病棟内の多くの部署と連携
して、入院患者さまへの服薬管
理指導なども行っています。

リハビリテーション科　
リハビリテーション科専門医・理学療法士・作
業療法士・言語聴覚士などがチームとなって、
身体に支障をきたした方の家庭復帰・社会復帰
と日常生活の質の向上を目指しています。200
㎡の広 と々した訓練スペースのなかで、歩行介
助装置・物理療法機器・筋トレマシンなどの設
備を利用して、患者さま一人ひとりの目標に向
けた適切なプログラムで治療にあたっています。

臨床検査室　
臨床検査室では大きく
分けて、血液や尿・分
泌物などの検査材料
を、光学顕微鏡・自動
分析装置などを使って
分析する「検体検査」と、直接患者さまに触
れて循環器や呼吸器、神経などの生理機能を
調べる「生理検査」の２つの検査を行ってい
ます。臨床検査技師が中心となって各科と連
携し、正確・迅速な検査結果を提供するため
に、検査技術の向上に努めています。

３階病棟　多科混在急性期病棟 ４階病棟　慢性疾患・終末期療養病棟
３階には、救急車で運ばれてきた方や、怪我や重篤な病気が見つかっ
た方など、容体が急変する可能性がある方が入院する急性期病棟が
60床あります。多科が混在しており、島内唯一の産婦人科病床も備

えています。刻一
刻と変化する患者
さまの容態を把握
し、集中的治療
を迅速に施すため
に、24時間365日、
多職種のスタッフ
が一丸となって取
り組んでいます。

４階は、医療保険が適用される医療療養病床のある西病棟と、介
護保険が適用される介護療養病床のある東病棟に分かれています。
慢性疾患や終末期の患者さまが療養されるので、平均在院日数は西
病棟で約122日、東病棟で約542日と長期にわたります。患者さま

が長期の入院
生活を楽しみな
がら過ごせるよ
う、ご家族とス
タッフが季節ご
とに趣向を凝ら
したイベントを
催しています。

手術室
当院は、患者さまの負担を減らすべく、島内で手術可能な
症例は島内で行えるように手術室を備え、外来・病棟部門
の看護師が携わっています。主に骨折や外科手術、内視
鏡を用いた手術、帝王切開手術など（年間約150件）を行
なっています。手術室は将来的に心臓カテーテル検査、治
療を行える設備となっており、島民の患者さまのニーズに
備え、できるだけ島内で手術が行える環境を整えています。
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小さなお子さんも安心

託児所にこにこ園
当院に勤務する職員のお子さんを預か
る託児所を完備。異年齢の子どもたち
がのびのびと過ごしています。オープ
ン保育を実施しているので、いつでも
お子さんの様子を見ることができます。

島の生活を楽しむ

地域のイベント
３月のジョギング大会、４月の海開き、８
月の夏祭りなど、季節ごとに催されるイベ
ントは南の島ならでは。ここでしか見られ
ない風景を存分に楽しんでください。特に
夏祭りに行われる花火大会は海上に上がる
大きな花火に圧倒されます。

充実した休日を楽しむ

余暇・サークル活動
職員組合主催で毎年行われる職員の家族も参加でき
る忘年会や海辺でのバーベキューなど、スタッフ同士
のコミュニケーションを深める様々なイベントが開催さ
れています。
また、テニスサークル・釣りクラブなどの同じ趣味を持っ
た仲間が集まるサークル活動などもあり、充実した休
日を楽しんでいます。

看護部

充実した教育制度があるから、
実感できる「育つ自分」

離島の地域医療を担う当院だから学べる、「寄り添う看護」。
質の高い看護を提供するために、
充実した教育プログラムを用意しています。

徳洲会の理念に基づき、島民の健康を守るために、
心をこめて適切な看護を提供する。

（平成 30 年４月１日現在）

良質な医療を提供するためには、看護師が自分自身の心身を整えることも大切です。
安心して当院で働いていただけるよう
毎日を支える充実した福利厚生を整えています。

当院では離島の緊急医療を担う機関として、
日本全国の協力病院からの相互応援体制を整えています。
医師・看護師は各地の協力医療機関から派遣され、
相互に不足している人員を補い合っています。
相互応援体制は、人員配置の観点だけ
でなく、現状把握や医療技術向上の
機会にもなり、チーム医療を促進する
役割も持っています。

病院全体でバックアップする教育体制が、現場での確実な看護を育みます。
しっかりと丁寧に教育し続けて、スペシャリストの育成を目指しています。

充実した福利厚生で
安心の島生活

フローラルホテルで行われる忘年会

釣り同好会

知名町ふるさと夏まつりの盛大な花火

白熱する舟こぎレース 屋台の並ぶ和泊町港まつり

看護部理念

応 援 体 制

教 育 体 制

組 織 体 制

▼看護部職員数	 108 名

▼看護単位	 ３単位

▼勤務体制	 病棟：２交代制	 日勤…8：30 ～ 17：00
	 	 夜勤…16：30 ～翌 9：00
	 	 外来：日勤体制（遅番なし）

▼休　　日	 休日数…110日（年間）

▼休　　暇	 勤続年数 ６カ月 １年６カ月 ２年６カ月 最　高
年休日数 10日 11日 12日 20日

▼看護基準	 一般病棟	 60 床…入院基本 10：１看護
	 	 医療療養病棟　52 床
	 	 介護療養病棟　20 床

▼看護方式	 固定チームナーシング＋プライマリー

▼看護記録	 ソープ

新卒
1・3・6・8ヶ月ごとに
各フォローアップ研修
を受け、現場で今すぐ
求められる知識と技術
を習得。

卒後２～３年
これまで学んだ知識
を活かし、自立に向け
た指導を受け、チーム
メンバーとして受け持
ち看護師を目指す！

卒後４～５年
チームリーダーとして
看護実践での課題を
明確にし、創意工夫し
て問題解決できるリー
ダートレーニング。

卒後６年以上
看護実践モデルとし
て、リーダーシップを
発揮。客観的な評価
に基づいて、後輩を育
成できる。

主任・副主任
看護チーム全体を把
握し、責任をもって教
育指導にあたる。自
己啓発に努めキャリア
アップを目指す！

LEVEL 1 LEVEL 2 LEVEL 3 LEVEL 4 LEVEL 5

病 院 名 県 名
吹 田 病 院 大　阪
岸 和田 病 院 大　阪
こくらクリニック 沖　縄
中 部 病 院 沖　縄
南 部 病 院 沖　縄
石垣 島 病 院 沖　縄
与 論 病 院 鹿児島

名 瀬 病 院 鹿児島
大隅鹿屋病院 鹿児島
屋 久島 病 院 鹿児島
徳 之島 病 院 鹿児島
瀬 戸内 病 院 鹿児島
湘南藤沢病院 神奈川
湘南鎌倉病院 神奈川
大 垣 病 院 岐　阜

近江草津病院 滋賀県
千葉 西 病 院 千　葉
四 街道 病 院 千　葉
東 京 西病 院 東　京
生駒市立病院 奈　良
福 岡 病 院 福　岡

応援者（医師・看護師）の所属病院（2017年6月～2018年2月）

徒歩圏内で生活しやすい

職員寮
病院から徒歩圏内に職員寮を完備。
清潔でプライバシーの守られるワン
ルームタイプのお部屋です。家具や
家電、寝具なども備え付けてありま
すので、すぐに生活が始められます。
大型スーパーや郵便局、役場、図
書館なども近く、カフェやレストラン、
居酒屋なども多いエリアなので、充
実した環境で生活できます。
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医療法人徳洲会
沖永良部徳洲会病院

〒 891-9213	鹿児島県大島郡知名町瀬利覚 2208
電話	:	0997-93-3000	/	FAX	:	0997-93-2672

ホームページ：https://erabu.tokushukai.or.jp/
E メール：okijimu@tokushukai.jp

平成 30年４月発行


