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　化学療法症例の増加とDPC（Diagnosis Procedure 
Combination：診断群分類）：包括医療制度への移行に
伴い、「外来化学療法室」は新館５階に移転致しまし
た（平成21年４月13日より）。これに伴い治療用のリ
クライニングチェアを４床から８床へ増床し、従来に
も増して快適な環境を提供出来るようになりました。
新しい外来化学療法室のご紹介と共に、治療実績の推
移についてご報告致します。
【治療体制】
　治療室の移転に伴い、全ての業務（採血、問診、診
察、抗癌剤の調製、治療）が新館５階に移転しました。
スタッフは医師（室長：兼任）、看護師（専任１名、
兼任２名）、薬剤師（専任１名、兼任１名）の体制と
なっています。治療は原則として主治医制です。各診
療科とも通常業務との兼務になるため、時間のやり繰
りに苦慮しています。なかでも最も治療件数が多い外
科は当番制を設けて主治医の代行を行っています。看
護部は専任の１名に外来のベテラン看護師２名（交代
制）を加えた３名体制で治療にあたっています。薬剤
部は抗癌剤調製室を治療室の隣に移転しました。安全
キャビネットを新規に１台購入し２台体制となり、入
院も含めた全ての調製を行っています。１日の外来化
学療法件数が15件を超えるような場合には目が回るよ
うな忙しさとなっています。
【治療実績】
　当院では平成18年６月に化学療法委員会を立ち上
げ、レジメン管理を手始めに院内が一体化した治療体
制を構築して参りました。この間治療件数は右肩上が
りに増加し、平成20年度の総治療件数は2,468件でし
た。診療科別では外科が約７割を占め、産婦人科、呼
吸器内科、消化器内科、放射線科の順でした（図１）。

「新化学療法室 開設３ヶ月」を振り返り

鹿児島市医師会病院
外科部長　大迫　政彦

移転後の３ヶ月を振り返りながら現況のご紹介をした
いと思います。
　平成20年度の入院治療と外来治療はほぼ同数でした
が、４月～６月の治療件数を平成20年と21年で比較す
ると明らかに外来治療が増えていました（図２）。理
由としては、厚生労働省が外来治療を推進している
事、DPC 制度に移行した事に加えて快適な治療環境
を提供できるようになった事が上げられます。これま
での治療室は外来の片隅を間借りした状態で、積極的
に外来移行を勧めるには難しい面もありました。しか
し今回の移転により胸を張って勧められる環境が整い
ました。会員の皆様のご理解ご協力は基より、院内各
部署の協力にも感謝しております。
【今後の展望】
　スタートしたばかりの外来化学療法室ですが、今後
は会員諸医療機関との連携の構築・強化を図りなが
ら、安全・確実な治療室の運営を目標に努力していき
たいと考えております。ご意見、ご希望がありました
ら是非お寄せ下さい。宜しくお願い致します。

図１　診療科別割合

図２　外来と入院の割合
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　鹿児島市医師会病院では平成21年４月13日より新館
５階に外来化学療法室を移設いたしました。それまで
は総合外来に化学療法室を設置しておりました。通院
中の患者様に新しい部屋が出来ることをご説明したと
き、皆様一様に喜ばれ、心待ちにされているご様子で
した。「私たちの部屋ができるんだね。」「もうほかの
患者さんたちに、この人たちは何で点滴しているんだ
ろう？と不思議そうに見られることもないわね。」な
ど、そのときに聞いた言葉の中に患者様が私たちに
はっきりとは告げなくても、周囲の状況を気遣ってお
られたことが読み取れました。
　新しい外来化学療法室のある新館５階のフロアは、
外来化学療法患者様を対象とし、待合室、診察室、化
学療法室、薬剤調剤室、ナースステーションなどが作
られました。専用フロアになったということもあり、
待合室で出会ったときから自然に連帯感が生まれてい
るようで、患者様同志の活発な意見交換がされていま
す。はじめて、外来を見学された患者様の中には、「こ
んなにたくさんの人が通院して抗癌剤治療を受けてい
るなら自分も大丈夫かもしれない、と勇気をもらいま
した」とおっしゃる方もあります。最も患者様の気持
ちを理解できるのは、やはり同じ患者様であり、お互
いにケアしあい、ひとりではない環境が安心感をもた
らすようです。
　診察室は完全な個室を使用し、静かな環境でイン
フォームド・コンセントが行われるように環境を整え
ました。しかし、明るいナースステーションのオープ
ンな環境下で採血結果の説明を受けたり、自分の症状
を医師に伝えたり、どちらかというと明るくさっぱり
した環境を好む患者様のほうが多いのも現状です。

鹿児島市医師会病院外来化学療法室
がん化学療法看護認定看護師　　　

主任　三浦　ひとみ

　化学療法室は二部屋あり、それぞれ４床ずつ、計８
床のリクライニングチェアが設置されています。以前
より治療件数が増加していますが、確実に抗がん剤投
与できるように安全管理を心がけています。これから
も患者様が安心して化学療法を受けられるように看護
師一同がんばりたいと思います。

　

　

治療室

待合室
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お知らせ

「院外処方せん」発行のお知らせ

　当院では、平成21年８月１日（土）から、薬が必要な外来患者さまに「院外処方せん」を発行させ
ていただくことになりました。今まで院内の薬局で薬を渡しておりましたが、今後は街の保険調剤薬局
で薬をもらっていただくことになります。
　移行期間は８月１日～９月30日とし、全面的な「院外処方せん」発行日は10月１日（木）からとな
ります。
　皆様方のご理解とご協力をお願いいたします。

１．処方箋の有効期限は発行日を含めて4日間です。有効期限の切れた処方は無効となりますのでご注
意ください。

２．保険調剤薬局の選定は患者さまの自由です。どこにされるかは、会計窓口で地図を見ていただくか、
職員にご相談ください。

３．保険薬局や保険調剤の表示がある薬局であれば、どこでも薬を調剤してもらえます。前もってご希
望の保険薬局にファックスしておくと便利です。会計窓口で対応しています。

４．処方箋の提出や薬の受け取りは、患者さんの都合の良い時でかまいません。また、代理の方でも差
し支えありません。

５．調剤薬局では、作用や飲み方などの詳しい説明を受けることができます。
６．「かかりつけ薬局」にすると、複数の医療機関の処方箋について、患者さま個人の ｢薬歴管理 ｣が

可能となります。薬歴管理により薬の相互作用や、同じ作用の薬の重複投与を防ぐことができます。

　院外処方箋の発行は、厚生労働省が奨めている病院の医師と保険薬局の薬剤師が協力して、薬をより
正しく安全に使っていただくことを目的とした制度です。患者さまのご理解とご協力をお願いいたしま
す。
　なお、ご不明な点がございましたら、ご遠慮なくお申し出下さい。

平成 21年８月１日から 薬の受け取り方法がかわります薬の受け取り方法がかわります

病院で
くすり 平成21年８月１日

かわります
平成21年８月１日
かわります

保険薬局で保険薬局で保険薬局で保険薬局で
くすりくすりくすりくすり

医師会病院
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お知らせ
&

職員紹介

外科科長
＜プロフィール＞

（Ｈ 21. ７. １～）
名 前 狩集　弘太
出 身 県 鹿児島県

出身大学 鹿児島大学
（平成６年卒）

前勤務先 財団法人結核予防会
複十字病院呼吸器外科

趣 味 旅行

よろしくお願いします。

呼吸器内科医長
＜プロフィール＞

（Ｈ 21. ４. １～）
名 前 三山　英夫
出 身 県 宮崎県

出身大学 鹿児島大学
（平成11年卒）

前勤務先 鹿児島大学病院
呼吸器内科

趣 味 バイク・キャンプ
ツーリング・山のぼり

４月より呼吸器内科は３人体制になりました。まだまだ増えつつある肺癌やCOPD
はもちろん、びまん性肺疾患（間質性肺炎）などの診療についても充実させたいと思っ
ています。よろしくお願いします。

呼吸器内科医師
＜プロフィール＞

（Ｈ 21. ４. １～）
名 前 砂永　祐介
出 身 県 鹿児島県

出身大学 鹿児島大学
（平成18年卒）

前勤務先 鹿児島大学病院

趣 味 ドライブ

少しでも期待に応えられるようにがんばりますので、よろし
くお願いします。

外科医師
＜プロフィール＞

（Ｈ 21. ４. １～）
名 前 川井田　啓介
出 身 県 鹿児島県

出身大学 鹿児島大学
（平成18年卒）

前勤務先 鹿児島市立病院

趣 味 読書

よろしくお願いします。

麻酔科医師
＜プロフィール＞

（Ｈ 21. ７. １～）
名 前 川越　憲治
出 身 県 鹿児島県

出身大学 大分医科大学
（平成11年卒）

前勤務先 鹿児島大学病院
麻酔科

趣 味 ドライブ

安全安心な麻酔をかけられる麻酔医となれるよう頑張ります。
よろしくお願い致します。

循環器内科医師
＜プロフィール＞

（Ｈ 21. ４. １～）
名 前 吉村　あきの
出 身 県 鹿児島県

出身大学 長崎大学
（平成18年卒）

前勤務先 鹿児島大学病院

趣 味

至らないところが多いかと思いますが、着実に力をつけてい
きたいと思います。よろしくお願いします。

神経内科医師
＜プロフィール＞

（Ｈ 21. ４. １～）
名 前 野妻　智嗣
出 身 県 鹿児島県

出身大学 鹿児島大学
（平成17年卒）

前勤務先 鹿児島医療センター

趣 味 スポーツ

日々勉強しながら、成長していきたいと思います。
宜しくお願い致します。

外科医長
＜プロフィール＞

（Ｈ 21. ７. １～）
名 前 飯野　聡
出 身 県 福岡県

出身大学 鹿児島大学
（平成７年卒）

前勤務先 阿久根市民病院

趣 味 家庭菜園

平成 21年７月より当院で勤務しています。第一外科に所属しており前勤務地では阿
久根、その前は種子島でした。久しぶりに手術に特化した病院での勤務となり、外科
医として貢献できるよう努力したいと思います。

新入職員（新任医師）紹介



6

連携室だより　vol.13　２００９．８．

鹿児島市医師会病院　連携室だより　No.13
創刊日：平成17年８月10日

発行日：平成21年８月10日　（年３回　４・８・12月発行）
発行者：〒890－0064　鹿児島市鴨池新町７番１号
　　　　鹿児島市医師会病院　院長　田畑　峯雄
担　当：医療支援部　医療連携室
ＴＥＬ：099－254－1125（代表）
ＴＥＬ：099－254－1121（連携室直通）
ＦＡＸ：099－254－1308（連携室直通）
ホームページ：http://city.kagoshima.med.or.jp/kasiihp
ご意見などございましたら、お気軽にご連絡ください。

麻酔科医師
＜プロフィール＞

（Ｈ 21. ４. １～）
名 前 岩川　昌平
出 身 県 鹿児島県

出身大学 鹿児島大学
（平成16年卒）

前勤務先 今給黎総合病院

趣 味 映画鑑賞

安全な麻酔を心がけて頑張ります。よろしくお願いします。

麻酔科医師
＜プロフィール＞

（Ｈ 21. ４. １～）
名 前 山口　智美
出 身 県 鹿児島県

出身大学 鹿児島大学
（平成18年卒）

前勤務先 鹿児島大学病院

趣 味 ピアノ演奏

未熟者ですが、よろしくお願い致します。

＜外来診療・検査依頼方法＞
　１．診療科目および診療日は、別紙「外来診療週間スケジュール」、「週間診療案内」のとおりです。受診当日

は患者紹介状（情報提供書）・保険証が必要となります。
　２．診療日以外のご依頼については、必ず事前連絡（電話）をお願いします。
　３．検査依頼・特殊外来診療については、全て予約制になっております。
　　　電話 (254-1125）にて「○○の検査予約」と「○○の特殊外来予約」とお伝えください。該当予約受付

へおつなぎいたします。
＜入院依頼方法＞
　１．診療時間内は、電話（２５４－１１２５）にて、各診療科常勤医へ連絡を入れていただき、病状を検討の

うえ入院日時を決定させていただきます。
　２．患者紹介状（診療情報提供書）・保険証その他必要品を準備の上、患者様は来院下さい。
＜緊急外来・入院依頼方法＞
　１．緊急の場合は、『緊急の患者紹介』または『緊急の入院』と電話交換手にお申し付けください。
　　　時間内は各当該科の常勤医へ、時間外は当直医（内科系・外科系・小児科・麻酔科各１人）へおつなぎし

ます。
＜その他＞

当院専門の「事前診療録作成書」を前日までに医療連携室宛に FAXしていただきますと受付がスムーズ
となります。なお、予約診療ではありませんので、緊急の場合を除き、原則として来院受付順となってお
ります。
詳細につきましては、医療連携室（２５４－１１２１）へご連絡ください。
鹿児島市医師会会員・会員外に関わらず患者様のご紹介をお待ちしております。

患者様のご紹介について（ご案内）


