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理念

基本方針

患者さまの権利について

患者さまへのお願い（責務）

● 人にやさしく あたたかく

● 医療を通して地域社会に貢献する
● 患者さま本位の診療を行う
● 最新の医療の提供に努める
● 活力に満ち、働きがいのある職場を目指す
● 病院として健全な発展を続ける

● 全ての患者さまは、平等で最善の医療を受けることができます
● 医師から十分な説明を受け、治療を受けること、あるいは治療を拒否することができます
● 医師の説明に納得できない場合は、他の医療機関（医師）の説明を受けることができます
● ご自分の健康に関する状況を正しく知るため、必要な情報を求めることができます
● 患者さまの医療上の秘密、および個人的秘密は厳重に守られます

● 患者さまの健康に関する情報は、できる限り正確に医療従事者に提供してください
● 医師の説明は理解できるまで質問し、指示されたことを守り治療に専念してください
● 病院の規則を守り、他の患者さまの迷惑にならないよう配慮してください

私たちは、患者さまと医療従事者が新たな信頼関係を確立し、互いに手をとりあって、
より良い医療を実現するため、患者さまの権利を尊重します

患者さまが医療に主体的に参加できるように、パートナーシップをとっていただきますように、
ご協力をお願いします。
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1年間の主な出来事
年　　　月

2018年　4月

2018年　5月

2018年　6月

2018年　7月

2018年　8月

2018年　9月

2018年10月

2018年12月

2018年11月

2019年   1月

2019年   3月

2019年   2月

内　　　　　容
辞令交付式
新入職者研修
行動計画発表会
第２回  理事会
防火・防災訓練
全体研修
①医薬品の安全使用
②保険診療について
③医療事故防止について
④医療機器の安全使用

全体研修
①患者の権利・個人情報保護
②医療安全管理について
③倫理指針改正と臨床研究法
④インフルエンザワクチン

医療監視
納涼船

市民公開講座

おはら祭り
緩和ケア研修会
公益法人監査

第１回　南風病院地域医療支援委員会
地域イベント参加
慰霊祭

第３回　理事会
防火・防災訓練
クリスマスコンサート
病院忘年会

第４回 理事会
第２回 南風病院地域医療支援委員会

年始式

病院機能評価

全体研修
①職業倫理・臨床倫理
②病院の運営方針
③保険診療について

全体研修
①ストレスチェック結果公表
②認知症ケアについて
③薬剤耐性（AMD）について
④医療安全管理

サマーコンサート

せごどんのえんこ
元気フェスタinかんまちあ
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病 院 概 要
（平成31年4月現在）

名　　　　　称

所　　在　　地

代　表　電　話

代表ファックス

開　　設　　者

管　　理　　者

敷　地　面　積

延　床　面　積

許　可　病　床

看　護　基　準

職　　員　　数

公益社団法人鹿児島共済会　南風病院

〒892-8512　鹿児島市長田町14番3号

099-226-9111

099-223-1573

公益社団法人鹿児島共済会　理事長　貞方　洋子

院長　福永　秀敏

17,701平方メートル

21,683平方メートル

338床

7対1

765名（平成30年4月1日現在）

医　　　　　師　　 常勤　 67名　   非常勤37名（研修医含む）

看　　護　　師　　 常勤  312名　   非常勤　18名

准　看　護　師　　 常勤      8名　   非常勤  　6名　 

薬　　剤　　師　　 常勤    23名

診療放射線技師　　 常勤    23名

臨床検査技師　　 常勤    21名　   非常勤  4名（病理含む）

臨 床 工 学 士　　常勤    12名

理 学 療 法 士　　 常勤    16名　   　   

作 業 療 法 士 　  常勤　  1名

言 語 聴 覚 士　　 常勤   3名

管 理 栄 養 士　　 常勤      7名

社 会 福 祉 士　　 常勤      5名

診療情報管理士　　 常勤    24名　　

政記念消化器病研究所

居宅介護支援事業所　みなみ風

訪問看護ステーション　みなみ風

看護小規模多機能施設　みなみ風

有 資 格 者 数
 （※休職者含む）

関　連　施　設
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病 院 案 内



当院は、遠方の方でも安心して来院できるように近隣の宿泊施設の
ご案内を致しております。また、提携ホテルご宿泊の割引きサービス
も行っております。お気軽にお問い合わせ下さい。

■遠方からご来院の方へ（宿泊施設のご案内）
・診察の方は無料→診察受け付け時に総合受付へ駐車券をご提出ください。
・入退院、手術当日（家族の方）は無料 → 病棟にて所定の印をもらい →
  総合　受付へ駐車券をご提出ください（時間外は守衛室へ）
・お見舞い、付き添い、業者の方は有料（1時間につき100円。30分まで無料）

■駐車料金
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■各種公共交通機関
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（令和元年10月現在）

学会等認定一覧
日本高血圧学会認定研修施設
日本内科学会専門研修基幹施設
日本糖尿病学会認定教育施設
日本がん治療認定医機構認定研修登録施設
日本循環器学会認定循環器専門医研修関連施設
日本呼吸器学会認定施設
日本呼吸器外科学会認定修練関連施設
日本消化器病学会認定施設
日本消化器内視鏡学会認定指導施設
日本消化管学会胃腸科指導施設
日本カプセル内視鏡学会指導施設
日本大腸肛門病学会認定施設
日本透析医学会認定施設
日本急性血液浄化学会認定指定施設
日本肝臓学会認定施設
日本外科学会外科専門医制度修練施設
日本消化器外科学会専門医修練施設
日本整形外科学会認定研修施設
日本脊椎脊髄病学会脊椎脊髄外科専門医基幹研修施設
日本手外科学会認定手外科専門医制度関連研修施設
日本脳神経外科学会専門医認定指定訓練施設
日本認知症学会教育施設
日本医学放射線学会放射線科専門医修練機関
日本核医学会専門医教育病院
日本麻酔学会認定麻酔指導病院
日本ペインクリニック学会指定研修施設
日本病理学会研修登録施設
日本静脈経腸栄養学会・NST稼動認定施設
日本緩和医療学会認定施設
日本神経学会准教育施設

基本診療料施設基準一覧
一般病棟入院基本料〔急性期一般入院基本料1〕
臨床研修病院入院診療加算〔基幹型〕
救急医療管理加算
診療録管理体制加算1
医師事務作業補助体制加算1〔15対1〕
急性期看護補助体制加算〔25対1〕（看護補者5割以上）
看護職員夜間12対1配置加算1
乳幼児加算・幼児加算
難病患者等入院診療加算
重症者等療養環境特別加算
重症皮膚潰瘍管理加算
栄養サポートチーム加算
医療安全対策加算1
医療安全対策地域連携加算1
感染防止対策加算1
感染防止対策地域連携加算
抗菌薬適正使用加算
患者サポート体制充実加算
褥瘡ハイリスク患者ケア加算
呼吸ケアチーム加算
後発医薬品使用体制加算2
病棟薬剤業務実施加算1
データ提出加算2（イ200床以上の病院）
提出データ評価加算
入退院支援加算2
認知症ケア加算1
精神疾患診療体制加算
ハイケアユニット入院医療管理料1
地域包括ケア病棟入院料2
　　看護職員配置加算
　　看護補助者配置加算
緩和ケア病棟入院料1

特掲診療料施設基準一覧
悪性腫瘍特異物質治療管理料
小児特定疾患カウンセリング料
小児科療養指導科
難病外来指導管理料
外来栄養食事指導料
入院栄養食事指導料
集団栄養食事指導料
植込型除細動器移行期加算（心臓ペースメーカー指導管理料）
糖尿病合併症管理料
小児運動器疾患指導管理科
がん性疼痛緩和指導管理料
がん患者指導管理科 1・2・3
糖尿病透析予防指導管理料
乳幼児育児栄養指導料
院内トリアージ実施料
夜間休日救急搬送医学管理料
　　救急搬送看護体制加算
外来リハビリテーション診療科
ニコチン依存症管理料
開放型病院共同指導料
がん治療連携計画策定料
外来がん患者在宅連携指導料
肝炎インターフェロン治療計画料
薬剤管理指導料
医療機器安全管理料 1
造血器腫瘍遺伝子検査
持続血糖測定器加算及び皮下連続式グルコース測定
デングウイルス抗原定性及びデングウイルス抗原・抗体同時測定定性
検体検査管理加算（Ⅰ）（Ⅳ）
植込型心電図検査
時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト
ヘッドアップティルト試験
神経学的検査
画像診断管理加算 1・2
ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影
CT撮影及びMRI撮影
冠動脈CT撮影加算
大腸CT撮影加算
心臓MRI撮影加算
抗悪性腫瘍剤処方管理加算
外来化学療法加算 1
無菌製剤処理料
脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅱ）初期加算
廃用症候群リハビリテーション科（Ⅱ）初期加算
運動器リハビリテーション料（Ⅰ）初期加算
呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ）初期加算
がん患者リハビリテーション料
硬膜外自家血注入
人工腎臓　慢性維持透析を行った場合1
　　導入期加算2
　　透析液水質確保加算2
　　下肢末梢動脈疾患指導管理加算　連携医療機関：鹿児島大学病院
　　慢性維持透析濾過加算　　
骨移植術（軟骨移植述を含む）+自家培養軟骨移植述
後縦靱帯骨化症手術（前方進入によるもの）
脳刺激装置植込術（頭蓋内電極植込術を含む。）及び脳刺激装置交換術
脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術
植込型心電図記録計移植術及び植込型心電図記録計摘出術
腹腔鏡下胃切除術（内視鏡手術用支援機器を用いる場合）
胆管悪性腫瘍手術（膵頭十二指腸切除及び肝切除（葉以上）を伴うものに限る
腹腔鏡下噴門側胃切除術（内視鏡手術用支援機器を用いる場合）
腹腔鏡下胃全摘術（内視鏡手術用支援機器を用いる場合）
胆管悪性腫瘍手術L膵頭十二指腸切除及び肝切除（葉以上）を伴うものに限る

腹腔鏡下膵腫瘍摘出術
腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術（平成29年　膵切除関連34例）
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術（平成29年　粘膜下層剥離術112例）
腹腔鏡下直腸切除・切断術（内視鏡手術用支援機器を用いる場合）

胃瘻造設術（内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）
輸血管理料（Ⅰ）
胃瘻造設時嚥下機能評価加算
麻酔管理料（Ⅰ）
麻酔管理料（Ⅱ）

指定医療機関等
保険医療機関
社会保険法指定医療機関
国民健康保険法療養取扱医療機関
一般病院（全338床）
救急告示医療機関
労災保険指定医療機関
特定疾患治療研究事業委託医療機関
小児慢性特定疾病指定医療機関
結核予防法指定医療機関
原子爆弾被爆者指定医療機関
母子保健法指定養育医療機関
生活保護法指定医療機関
戦傷病者特別援護指定医療機関
病院群輪番制医療機関
医薬品等安全性情報協力施設（厚生労働省）
肝炎治療特別促進事業指定機関
全国健康保険協会管掌健康保険　生活習慣病予防健診等委託機関
障害者自立支援法（更生医療、育成医療、精神通院医療）指定医療機関

鹿児島県がん診療指定病院
地域医療支援病院
へき地医療拠点病院
臨床研修指定病院
日本医療機能評価機構認定病院
DPC対象病院（医療機関群Ⅲ群）

医科点数表第2章第10部手術の通則の5及び6（歯科点数表第2章
第9部手術の通則4を含む。）に掲げる手術

腹腔鏡下肝切除術（1.部分切除　2.外側区域切除　3.亜区域切除　4.1区域切除
5.2区域切除　6.3区域切除以上のもの）（平成29年　肝切除関連28例）
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（令和元年10月現在）

学会等認定一覧
日本高血圧学会認定研修施設
日本内科学会専門研修基幹施設
日本糖尿病学会認定教育施設
日本がん治療認定医機構認定研修登録施設
日本循環器学会認定循環器専門医研修関連施設
日本呼吸器学会認定施設
日本呼吸器外科学会認定修練関連施設
日本消化器病学会認定施設
日本消化器内視鏡学会認定指導施設
日本消化管学会胃腸科指導施設
日本カプセル内視鏡学会指導施設
日本大腸肛門病学会認定施設
日本透析医学会認定施設
日本急性血液浄化学会認定指定施設
日本肝臓学会認定施設
日本外科学会外科専門医制度修練施設
日本消化器外科学会専門医修練施設
日本整形外科学会認定研修施設
日本脊椎脊髄病学会脊椎脊髄外科専門医基幹研修施設
日本手外科学会認定手外科専門医制度関連研修施設
日本脳神経外科学会専門医認定指定訓練施設
日本認知症学会教育施設
日本医学放射線学会放射線科専門医修練機関
日本核医学会専門医教育病院
日本麻酔学会認定麻酔指導病院
日本ペインクリニック学会指定研修施設
日本病理学会研修登録施設
日本静脈経腸栄養学会・NST稼動認定施設
日本緩和医療学会認定施設
日本神経学会准教育施設

基本診療料施設基準一覧
一般病棟入院基本料〔急性期一般入院基本料1〕
臨床研修病院入院診療加算〔基幹型〕
救急医療管理加算
診療録管理体制加算1
医師事務作業補助体制加算1〔15対1〕
急性期看護補助体制加算〔25対1〕（看護補者5割以上）
看護職員夜間12対1配置加算1
乳幼児加算・幼児加算
難病患者等入院診療加算
重症者等療養環境特別加算
重症皮膚潰瘍管理加算
栄養サポートチーム加算
医療安全対策加算1
医療安全対策地域連携加算1
感染防止対策加算1
感染防止対策地域連携加算
抗菌薬適正使用加算
患者サポート体制充実加算
褥瘡ハイリスク患者ケア加算
呼吸ケアチーム加算
後発医薬品使用体制加算2
病棟薬剤業務実施加算1
データ提出加算2（イ200床以上の病院）
提出データ評価加算
入退院支援加算2
認知症ケア加算1
精神疾患診療体制加算
ハイケアユニット入院医療管理料1
地域包括ケア病棟入院料2
　　看護職員配置加算
　　看護補助者配置加算
緩和ケア病棟入院料1

特掲診療料施設基準一覧
悪性腫瘍特異物質治療管理料
小児特定疾患カウンセリング料
小児科療養指導科
難病外来指導管理料
外来栄養食事指導料
入院栄養食事指導料
集団栄養食事指導料
植込型除細動器移行期加算（心臓ペースメーカー指導管理料）
糖尿病合併症管理料
小児運動器疾患指導管理科
がん性疼痛緩和指導管理料
がん患者指導管理科 1・2・3
糖尿病透析予防指導管理料
乳幼児育児栄養指導料
院内トリアージ実施料
夜間休日救急搬送医学管理料
　　救急搬送看護体制加算
外来リハビリテーション診療科
ニコチン依存症管理料
開放型病院共同指導料
がん治療連携計画策定料
外来がん患者在宅連携指導料
肝炎インターフェロン治療計画料
薬剤管理指導料
医療機器安全管理料 1
造血器腫瘍遺伝子検査
持続血糖測定器加算及び皮下連続式グルコース測定
デングウイルス抗原定性及びデングウイルス抗原・抗体同時測定定性
検体検査管理加算（Ⅰ）（Ⅳ）
植込型心電図検査
時間内歩行試験及びシャトルウォーキングテスト
ヘッドアップティルト試験
神経学的検査
画像診断管理加算 1・2
ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影
CT撮影及びMRI撮影
冠動脈CT撮影加算
大腸CT撮影加算
心臓MRI撮影加算
抗悪性腫瘍剤処方管理加算
外来化学療法加算 1
無菌製剤処理料
脳血管疾患等リハビリテーション料（Ⅱ）初期加算
廃用症候群リハビリテーション科（Ⅱ）初期加算
運動器リハビリテーション料（Ⅰ）初期加算
呼吸器リハビリテーション料（Ⅰ）初期加算
がん患者リハビリテーション料
硬膜外自家血注入
人工腎臓　慢性維持透析を行った場合1
　　導入期加算2
　　透析液水質確保加算2
　　下肢末梢動脈疾患指導管理加算　連携医療機関：鹿児島大学病院
　　慢性維持透析濾過加算　　
骨移植術（軟骨移植述を含む）+自家培養軟骨移植述
後縦靱帯骨化症手術（前方進入によるもの）
脳刺激装置植込術（頭蓋内電極植込術を含む。）及び脳刺激装置交換術
脊髄刺激装置植込術及び脊髄刺激装置交換術
ペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術
植込型心電図記録計移植術及び植込型心電図記録計摘出術
腹腔鏡下胃切除術（内視鏡手術用支援機器を用いる場合）
胆管悪性腫瘍手術（膵頭十二指腸切除及び肝切除（葉以上）を伴うものに限る
腹腔鏡下噴門側胃切除術（内視鏡手術用支援機器を用いる場合）
腹腔鏡下胃全摘術（内視鏡手術用支援機器を用いる場合）
胆管悪性腫瘍手術L膵頭十二指腸切除及び肝切除（葉以上）を伴うものに限る

腹腔鏡下膵腫瘍摘出術
腹腔鏡下膵体尾部腫瘍切除術（平成29年　膵切除関連34例）
早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術（平成29年　粘膜下層剥離術112例）
腹腔鏡下直腸切除・切断術（内視鏡手術用支援機器を用いる場合）

胃瘻造設術（内視鏡下胃瘻造設術、腹腔鏡下胃瘻造設術を含む。）
輸血管理料（Ⅰ）
胃瘻造設時嚥下機能評価加算
麻酔管理料（Ⅰ）
麻酔管理料（Ⅱ）

指定医療機関等
保険医療機関
社会保険法指定医療機関
国民健康保険法療養取扱医療機関
一般病院（全338床）
救急告示医療機関
労災保険指定医療機関
特定疾患治療研究事業委託医療機関
小児慢性特定疾病指定医療機関
結核予防法指定医療機関
原子爆弾被爆者指定医療機関
母子保健法指定養育医療機関
生活保護法指定医療機関
戦傷病者特別援護指定医療機関
病院群輪番制医療機関
医薬品等安全性情報協力施設（厚生労働省）
肝炎治療特別促進事業指定機関
全国健康保険協会管掌健康保険　生活習慣病予防健診等委託機関
障害者自立支援法（更生医療、育成医療、精神通院医療）指定医療機関

鹿児島県がん診療指定病院
地域医療支援病院
へき地医療拠点病院
臨床研修指定病院
日本医療機能評価機構認定病院
DPC対象病院（医療機関群Ⅲ群）

医科点数表第2章第10部手術の通則の5及び6（歯科点数表第2章
第9部手術の通則4を含む。）に掲げる手術

腹腔鏡下肝切除術（1.部分切除　2.外側区域切除　3.亜区域切除　4.1区域切除
5.2区域切除　6.3区域切除以上のもの）（平成29年　肝切除関連28例）
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PETから得られる薬の臓器
への移動（代謝）画像とX線
CTから得られる臓器の形
（形態）画像を重ね合わせ
て、正確に診断することがで
きる装置です。

PET／CT ダヴィンチ

CT検査はＸ線を利用して
人体の輪切りを画像にする
検査です。
短時間で胸腹部などの広い
範囲を細かく撮影でき、また
血管や骨などの三次元表示
が可能です

ダヴィンチは最先端の手術
支援ロボットであり、世界中
で利用されている腹腔鏡手
術を支援する内視鏡下手術
支援ロボットです。
当院では2016年1月より胃
がんと大腸がんの手術を行
っています。

PET検査で使用するポジトロ
ン核種を作るための装置で
す。ポジトロン核種は、半減期
が非常に短いため、病院内で
生成しています。

MRI検査とは磁石の力で
人体のいろいろな方向の
輪切りや縦切りの画像を取
るもので、脳や脊椎、骨盤、
手足の関節の撮影に向いて
います。

サイクロトロン

医療機器・設備

64列マルチスライスCT

3.0T-MRI

（2台）
最先端手術支援ロボット

● 16列・64列マルチスライスCT
● 1.5T・3.0T-MRI
● ダヴィンチ
● PET/CT（2台）
● サイクロトロン
● SPECT-CT（RI）
● 血管造影装置（IVR-CT）
● 血管造影室（頭部、腹部、四肢）
● 高気圧酸素治療装置（HBO）
● 超音波診断装置
● 腹部超音波診断装置
　（透視、内視鏡、腹部超音波、ERCP、PTCD等）
● 人工透析室（34床）

● 骨密度測定装置
● 気管支ファイバー
● 誘発電位検査装置
● 小腸内視鏡
● ホルター心電図
● 特定集中治療室（ICU6床）
● 外科系Ｘ線TV装置（DR）
● 肝臓内科専用腹部超音波診断装置
● 睡眠時無呼吸症候群検査装置
● 眼底カメラ検査装置
● 全自動血液凝固測定装置
● 超音波検査装置（心臓・腹部・頚動脈・末しょう血管）
● 脊椎内視鏡手術セット（MED）

● ハイビジョン腹腔鏡システム
● 肺機能検査装置（精密）
● 磁気刺激装置
● 重心動揺計
● 一般撮影装置（CR）2台
● 手術室6室
　（外科、整形外科、他）
● 血圧・脳波装置
● 聴力検査装置
● 多項目自動血球装置
● 生化学自動分析装置
● マンモグラフィ
● 筋電図
● 遺伝子解析装置

（平成31年4月現在）

血管撮影装置と高性能ＣＴ
を組み合わせる事により、
従来の患者移送により施行
していたＣＴ検査と血管造
影などの治療が一つの撮影
室で施行出来るようになり
ました。

IVR-CT
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（平成31年4月現在）

昭和29年   9月13日

昭和41年   3月25日

昭和44年   8月26日

昭和49年   3月27日

昭和41年 11月  5日

昭和45年 12月  7日

昭和53年 10月  3日

昭和32年   1月10日
昭和35年   2月19日
昭和38年   2月27日
昭和39年   6月19日

昭和43年 10月28日

昭和54年 12月25日
昭和59年 11月10日
昭和60年   5月  7日
昭和62年   3月  1日
平成  2年   5月14日
平成  5年 11月  1日
平成  6年   9月 1日
平成10年 12月  1日
平成11年   4月  1日
平成11年   4月19日
平成11年   9月  1日
平成16年   9月11日
平成16年 11月19日
平成17年   8月25日
平成18年   4月  1日
平成18年 11月17日
平成18年 11月30日
平成20年   1月21日
平成20年 11月  1日
平成21年   1月  1日
平成21年   3月30日
平成21年   8月  7日
平成22年   9月29日
平成22年 10月  1日
平成23年   5月25日
平成23年   9月  1日
平成24年 12月  1日
平成25年   2月  1日
平成25年   5月  1日
平成25年   5月  1日
平成25年   5月  1日
平成26年   4月  1日
平成26年 10月  4日
平成26年 12月24日
平成27年 10月19日
平成27年 10月24日
平成28年   5月23日
平成28年 12月  1日
平成29年   4月  1日
平成30年 12月  8日
平成31年   1月  8日

病院開設　　  管理者　桜井　之一
内科・呼吸器科開設　　　結核病棟22室96床
外科開設
結核病棟144床へ増床
結核病棟158床へ増床
麻酔科開設
南風クリニック開設
消化器科・放射線科開設
脳神経外科開設
一般病棟48床新設、結核病棟148床へ減床
一般病棟120床へ増床、結核病棟100床へ減床
別館完成
一般病棟135床へ増床
人工透析開始
腎臓内科開設
一般病床235床へ増床
循環器科開設
本館完成
一般病床287床へ増床
整形外科開設
管理者　院長 貞方 洋子　就任
心臓血管外科開設
一般病床338床へ増床
南棟竣工・消化器病センター開設
肝臓内科開設
管理者　院長 西俣 寛人　就任
訪問看護ステーションみなみ風開設
ペインクリニック科開設
財団法人日本医療機能評価機構　病院機能認定（一般病院種別Ｂ）取得
居宅介護支援事業所みなみ風開設
創立50周年記念事業開催
財団法人日本医療機能評価機構　病院機能認定（バージョン4）取得
地域医療支援病院承認
DPC対象病院
新館竣工
画像診断センター開設
外来化学療法開始
特定集中室管理科（6床）取得
敷地内禁煙を開始
鹿児島県がん診療指定病院に指定される
財団法人日本医療機能評価機構　病院機能認定（バージョン5）取得
公益社団法人・認定
公益社団法人・移行登記
東日本大震災　JMAT派遣
療養通所介護事業所みなみ風開設
へき地医療拠点病院に指定される
電子カルテ導入
緩和ケア病棟開設
管理者　院長　福永　秀敏　就任
名誉院長　西俣　寛人　就任
DPC医療機関群Ⅱ群に指定される
創立60周年記念事業開催「市民医療フォーラム2014」
シェアハウスおとなりさん開設
東館竣工
第1回健康フェスタ開催
脊椎・関節センター開設
糖尿病・内分泌内科開設
消化器検査センター開設
看護小規模多機能施設　みなみ風開設
臨床研究審査委員会設置



南風病院　組織図 （平成31年4月現在）

南 風 病 院
院 　 　 長

副　　院　　長

診　　　療　　　部

病　　　理　　　部

政記念消化器病研究所

薬　　　剤　　　部

看　　　護　　　部

医 療 技 術 部

医 療 情 報 部

公益社団法人鹿児島共済会
理　　　事　　　会
理　　　　事　　　　長

経 営 企 画 室

臨 床 病 理 検 査 科

薬 剤 科

看 護 部 長 室

栄 養 科

健 診 課

人 事 課
人 材 開 発 室

医 療 安 全 管 理 室
臨 床 研 究 支 援 室
医 療 連 携 ・ 相 談 支 援 室
臨 床 応 用 開 発 室
T Q M 室
化 学 療 法 室
感 染 防 御 チ ー ム
栄 養 サ ポ ー ト チ ー ム
呼 吸 ケ ア サ ポ ー ト チ ー ム
緩 和 ケ ア チ ー ム
認 知 症 ケ ア チ ー ム

内 科
糖 尿 病 ・ 内 分 泌 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
脳 神 経 内 科
肝 臓 内 科
ペ イ ン ク リ ニ ッ ク 内 科
緩 和 ケ ア 内 科
外 科
消 化 器 外 科
呼 吸 器 外 科
脳 神 経 外 科
整 形 外 科

小 児 整 形 外 科
リ ウ マ チ 科
リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 科
放 射 線 科
麻 酔 科
病 理 診 断 科

6 階 病 棟
5 階 病 棟
4 階 病 棟
4 階 南 病 棟
3 階 病 棟
I C U
2 階 病 棟
緩 和 ケ ア 病 棟
手 術 室（ 中 央 材 料 室 ）
透 析 室
外 来

放 射 線 技 術 科
臨 床 検 査 科
超 音 波 検 査 科
臨 床 工 学 科
リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 科

経 理 課
医 事 課
フ ロ ン ト サ ー ビ ス 課
医 療 支 援 課
消 化 器 検 査 セ ン タ ー
広 報 課

情 報 分 析 課
情 報 シ ス テ ム 課

総 務 課
管 財 課
施 設 管 理 課

健 　 診 　 部

事 　 務 　 部

総 　 務 　 部

脊 椎 セ ン タ ー
人 工 関 節 セ ン タ ー
腰 痛 仙 腸 関 節 セ ン タ ー
フ ッ ト ケ ア セ ン タ ー

−    −９
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責任者一覧 （平成31年4月現在）

診　療　部

看 護 部 医療情報部

医療技術部

医療安全管理室

事務部・総務部

薬剤部

名誉院長
部　署
診療部

糖尿病・内分泌内科
循環器内科
呼吸器内科
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
緩和ケア内科
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

看護部
看護部
看護部
6階病棟
5階病棟
4階病棟
4階南病棟
3階病棟
2階病棟
ICU
緩和ケア病棟
手術室（中央材料室）
透析室
外来
外来

部　長
副部長
副部長
師　長
師　長
師　長
師　長
師　長
師　長
師　長
師　長
師　長
師　長
師　長
師　長

顧　問
顧　問
主任部長
部　長
主任部長
主任部長
部　長
部　長
部　長
主任部長
部　長
部　長
主任部長
部　長
部　長
主任部長
部　長
部　長
主任部長
部　長

鹿島　  友義
毛利　  通宏
中﨑　  満浩
今村　  正和
山口　  昭彦
西俣　  寛人
内田　  義男
内田　  義男
梅原　  藤雄
小森園  康二
益山　  隆志
長濵     吉幸
末永　  豊邦
北薗　  正樹
横山　  俊一
川内　  義久
吉野　  伸司
加治屋  より子
松田　  芳隆
田中　  貞夫

吉原　  由美
小玉　  博子
矢野　  明子
真上　  美千子
伊集院  由香
切通 　 めぐみ
谷口　  智子
米澤　  光子
鯵坂　  まゆみ
中山　  貴大
宮﨑　  美千代
北園　  千尋
鈴木　  ちみえ
西山     晶子

薬剤部 部　長 田中　　和子

矢野　  明子

放射線技術科
臨床検査科
超音波検査科
臨床工学科
リハビリテーション科

技師長
技師長

技士長
技士長

井ノ上　祐二
山下　  信一郎
末永　  浩二
前村　  隆治
中村　  健夫

医療安全管理室 管理者

事務部
人事課
経理課
フロントサービス課
医事課
医療支援課
総務部
総務課
施設管理課
管財課

事務長
課　長
課長（兼）
課　長
課　長
課　長
部　長
課　長
課　長
課　長

江藤　  貢
近藤　  壮記
江藤　  貢
寺園　  昭悟
田代　  梨恵
吉永　  拓真
新山　  一弘
肥後　  健二
川畑　  繁久
永田　  康之

医療情報部
情報システム課

部　長
課長（兼）

小森園  康二
永田　  康之

役　職 氏　名

部　署 役　職 氏　名 部　署 役　職 氏　名

部　署 役　職 氏　名

部　署 役　職 氏　名

臨床研究支援室

臨床研究支援室 室　長 小森園  康二
部　署 役　職 氏　名

臨床応用開発室

臨床応用開発室 室　長 吉永　  拓真
部　署 役　職 氏　名

部　署 役　職 氏　名

部　署 役　職 氏　名

病 理 部

臨床病理検査科 部　長 田中　  貞夫
部　署 役　職 氏　名

健 診 部

健診部
健診課

医 療 連 携・相 談 支 援 室

医療連携・相談支援室 室　長

部　長
課　長

荒川  　宗則

西俣　  寛人
室屋  　千鶴子

部　署 役　職 氏　名

部　署 役　職 氏　名

副院長

西俣　寛人

院長

福永　秀敏

末永　豊邦
川内　義久
小森園 康二
新原　亨

栄養科

栄養科 科　長 塩満　  清華
部　署 役　職 氏　名
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委員会組織図 （平成31年4月現在）

委員会名 役　　　割 委員長

管
理
会
議

CP委員会 臨床における具体的なバスの導入、運用、改善及びその成果の普及を図る 小森園副院長

國吉部長ICU運営委員会 安全かつ適切な集中治療室運営を図るため、重要な事項を審議する

手術室運営委員会 安全かつ適切な手術室運営を図るため、重要な事項を審議する 國吉部長

梅原主任部長

梅原主任部長

NST委員会 患者の栄養管理及び食事療養業務に関することを検討、審議する

栄養管理委員会 患者の食事に関して多くの部署で協議をし、業務の向上に努める

医療安全管理委員会 安全な医療を提供するとともに、医療事故等が発生した場合の適切な対応を協議する 鹿島顧問

松田主任部長

福永院長

福永院長

福永院長

福永院長

福永院長

福永院長

富村部長

北薗部長

鹿島顧問

中﨑主任部長

川内副院長

中﨑主任部長

田代部長

今村部長

横山部長

古賀部長

長濵部長

新原副院長

医療材料審議委員会 医療材料の購入・管理・使用等に関し、組織全体のことを考慮し適正かつ効率的な執行を図る

福永院長医療ガス安全委員会 医療ガス設備の安全管理を図り、患者の安全を確保する

院内感染対策委員会 院内の感染防止に関する事項を審議し、その予防対策に努める

衛生委員会 職員の疾病予防と健康の維持増進を図る

外来運営委員会 外来部門（救急受け入れ患者を含む）の運営を検討、改善する

癌化学療法委員会 当院における癌化学療法の現状を認識し、治療が円滑に施行されるように検討する

患者サービス委員会 患者の要望に沿った各種施策を推進することにより、患者の満足度を高め、患者本位医療の現実を図る

末永副院長がん診療運営委員会 がん診療、がん患者支援に対する横断的な体制整備と向上を目指す

緩和ケア委員会 暖和ケアに対する職員の意識とレベルの向上を図り、効果的な暖和ケア支援システムを構築する

機器購入委員会 医療器機、設備等の高額物品購入案件に関して審議する

臨床研究審査委員会

今村部長DPC委員会

情報管理委員会

DPCの運用を円滑にするための施策を検討、審議する

情報（診療情報、個人情報を含む）の管理方法を検討し、院内統一した運用を図り、情報管理を適正に行う
ための施策を検討、審議する

貞方理事長昇格審査委員会 職員の昇格について、厳正公平に審査し、組織における指揮、監督及び指導の強化、並びに幹部職員の能力
と資質の向上を図る

副院長交代制賞罰委員会 組織としての秩序を守り、より良い職場環境を築くため、規律・風紀を乱す者についての懲戒処分、賞賛に
値する者についての表彰を行う

濵﨑部長呼吸器ケアサポート委員会 職員の酸素療法に対する知識・技術を向上させ、安全で質の高い呼吸ケアの提供に努める

褥瘡対策委員会 院内褥瘡対策を討議、検討し、褥瘡の治療をおこなうとともに、発生予防に関する職員の意識レベル
向上を図る

当院における治験の倫理性、安全性、科学的妥当性を審査する

臨床研究倫理審査委員会 ヒトを対象とする医学研究を実施するにあたり、被験者の人権・安全・福祉を保護し、科学的、倫理的に
妥当であるか検討する

病床管理委員会 全病床を適正に管理してより効率的に使用する

曽我部部長透析機器安全管理委員会 透析液の清浄化でよりよい透析医療を目指す

治験審査委員会

防火・防災対策委員会 防災計画の立案及び運用につき検討、審議する

薬事委員会 当院で使用する全ての医薬品について、医学的及び薬学的評価をおこない、その選択、購入、使用の
適正化を図る

輸血療法委員会 安全かつ適正な輸血療法をするための検討、審議する

臨床検査委員会 臨床検査に関わる精度管理、検査内容につき検討、審議する

臨床倫理委員会 医療行為が倫理的配慮のもとにおこなわれるよう審査する

臨床研修管理委員会 研修医の管理及び研修医の採用・中断・修了の際の評価等、臨床研修統括をおこなう
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研究業績 平成30年4月～平成31年3月の学会発表・論文

年月日

2018.  4.11

【学会発表】

【座長、講演、シンポジスト等】

演題名または論文名 演者・発表者・著者 学会名または掲載誌名

講演 中﨑満浩
鹿児島糖尿病合併症対策学術講演会
〔鹿児島県医師会館3F　中ホール1
（鹿児島市）〕

2018.11.15 講演 中﨑満浩
GLP-1受容体作動薬を学ぶ会
〔南風病院東館4Ｆ多喜ホール
（鹿児島市）〕

2018.  7.26 経口血糖降下薬による高齢者2型糖尿病の
治療 中﨑満浩

Total Vascular Seminar
～脳と血管を守る～
〔ホテルレクストン鹿児島（鹿児島市）〕

2018.10.  2 メトホルミンによるFDG腸管集積への影響 中﨑満浩
第27回鹿児島糖尿病カンファレンス
〔レンブラントホテル鹿児島
（鹿児島市）〕

2019.  1.29 当院における糖尿病治療～二次性糖尿病も
含めて～ 中﨑満浩

臨床糖尿病セミナー2019
〔南風病院東館5Ｆカンファレンス
ルーム（鹿児島市）〕

2018.10.12
【一般演題（口演）】
ステロイドと清涼飲料水により糖尿病ケトアシ
ドーシスと急性膵炎を呈した2型糖尿病の1例

竹迫慎平、政昌子、中﨑満浩、西尾善彦 第56回日本糖尿病学会九州地方会
〔福岡国際会議場（福岡市）〕

2018.10.  2 教育講演 中崎満浩
第27回鹿児島糖尿病カンファレンス
〔レンブラントホテル鹿児島
（鹿児島市）〕

2018.  7.17 【医療従事者向け講演】糖尿病治療における最近の話題 中﨑満浩 第407回医師会病院薬物療法研修会
〔鹿児島市医師会病院（鹿児島市）〕

2018.  8.28 【医療従事者向け講演】
腎症3期のFollowについて 中﨑満浩

糖尿病アカデミー2018 in 鹿児島
～腎と糖尿病を考える～
〔鹿児島県医師会館 4階 大ホール
（鹿児島市）〕

2018.  7.  6 【企業向け講演】SGLT2阻害剤と糖尿病治療について 中﨑満浩
興和創薬株式会社鹿児島営業所
社内講演会
〔興和創薬鹿児島営業所会議室
（鹿児島市）〕

2019.  2.22
【企業向け講演】
高齢化社会における血糖管理の重要性 中﨑満浩

MSD（株）社内勉強会
〔MSD（株）鹿児島サテライトオフィス
（鹿児島市）〕

糖尿病・内分泌内科

【その他】

年月日

【学会発表】

演題名または論文名 演者・発表者・著者 学会名または掲載誌名

呼吸器内科

2018.11.18 安田俊介 第323回日本内科学会九州地方会
〔城山ホテル鹿児島（鹿児島市）〕

【一般演題（口演）】
クロピドグレルによる薬剤性間質性肺炎と
考えられた1例
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年月日

【論文】

演題名または論文名 演者・発表者・著者 学会名または掲載誌名

消化器内科

年月日

【論文】

【その他】

演題名または論文名 演者・発表者・著者 学会名または掲載誌名

今村正和
実臨床における抗凝固療法を考える会
〔ホテルマイステイズ鹿児島天文館
（鹿児島市）〕

講演

【座長、講演、シンポジスト等】

2018.  4

2018.  7.20

今村正和
高齢者心臓疾患治療を語る会
〔鹿児島東急REIホテル（鹿児島市）〕講演2018.  9.26

今村正和
Cancer Total Care Seminar
〔南風病院東館4Ｆ多喜ホール
（鹿児島市）〕

講演2018.11.  2

今村正和
Total Vascular Seminar
～脳と血管を守る～
〔ホテルレクストン鹿児島（鹿児島市）〕

高齢者心房細動における抗凝固療法2018.  7.26

今村正和
MSD（株）社内研修会
〔MSD株式会社鹿児島サテライト
オフィス（鹿児島市）〕

【企業向け講演】
循環器医が考える脂質コントロールの重要性2018.  5.31

今村正和 バイエル薬品（株）社内研修会
〔サンプラザ天文館2F（鹿児島市）〕

【企業向け講演】
アトーゼット錠の脂質改善・冠動脈プラーク退
縮効果および動脈硬化症の初期診断について

2018.10.18

今村正和
トーアエイヨー（株）社内研修会
〔サンプラザ天文館2F（鹿児島市）〕

【企業向け講演】
当院におけるビソノテープの使用状況2018.11.29

今村正和
興和創薬鹿児島営業所社内講演会
〔興和創薬鹿児島営業所会議室
（鹿児島市）〕

【企業向け講演】
脂質管理と糖尿病治療について2018.12.20

柴田啓祐 イグザレルト外来講師勉強会
〔サンプラザ天文館2F（鹿児島市）〕

【企業向け講演】
循環器内科医からみた生活習慣病2018.  8.  2

今村正和

心不全における体液貯留の治療を
考える/大塚製薬（株）会員制Web
サイト『eライブラリ』
〔大塚製薬（株）会員制Webサイト
『eライブラリ』〕

【寄稿（医療従事者向け）】
1.使用成績調査の結果を受けて　
2.サムスカの使用方法について

2018.  8

今村正和
第4回循環器疾患連携Meeting
～脳と心臓を護る～
〔天陽会中央クリニック8Ｆ会議室
（鹿児島市）〕

講演2019.  1.31

Yoshiyuki Ikeda, Takeshi Sasaki, So Kuwahata, 
Masakazu Imamura, Kanyo Tanoue, Shinichirou 
Komaki, Mamoru Hashiguchi, Atushi Kuroda,
Yuichi Akasaki, Chikuma Hamada, 
Mitsuru Ohishi

Circulation Jurnal Vol.82
Ｐ1051-1061

Questionnaire Survey From the 
Viewpoint of Concordance in Patient 
and Physician Satisfaction Concerning 
Hypertensive Treatment in Elderly 
Patients ―Patients Voice Study―

循環器内科

【医療従事者向け講演】
高血圧治療の新たな治療選択 
～ミネラルコルチコイド受容体ブロッカーへの
期待～

今村正和 臨床薬学研究会
〔鹿児島県医師会館（鹿児島市）〕2019.  3.26

2018.  5 上部消化管出血（非静脈瘤） 島岡俊治、古川淳一郎、飯福沙織、馬場由紀子、
楠本大岳、海田正俊

臨牀消化器内科　第33巻第5号
P497-503
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年月日

【論文】

演題名または論文名 演者・発表者・著者 学会名または掲載誌名

消化器内科

年月日

【論文】

【その他】

演題名または論文名 演者・発表者・著者 学会名または掲載誌名

今村正和
実臨床における抗凝固療法を考える会
〔ホテルマイステイズ鹿児島天文館
（鹿児島市）〕

講演

【座長、講演、シンポジスト等】

2018.  4

2018.  7.20

今村正和
高齢者心臓疾患治療を語る会
〔鹿児島東急REIホテル（鹿児島市）〕講演2018.  9.26

今村正和
Cancer Total Care Seminar
〔南風病院東館4Ｆ多喜ホール
（鹿児島市）〕

講演2018.11.  2

今村正和
Total Vascular Seminar
～脳と血管を守る～
〔ホテルレクストン鹿児島（鹿児島市）〕

高齢者心房細動における抗凝固療法2018.  7.26

今村正和
MSD（株）社内研修会
〔MSD株式会社鹿児島サテライト
オフィス（鹿児島市）〕

【企業向け講演】
循環器医が考える脂質コントロールの重要性2018.  5.31

今村正和 バイエル薬品（株）社内研修会
〔サンプラザ天文館2F（鹿児島市）〕

【企業向け講演】
アトーゼット錠の脂質改善・冠動脈プラーク退
縮効果および動脈硬化症の初期診断について

2018.10.18

今村正和
トーアエイヨー（株）社内研修会
〔サンプラザ天文館2F（鹿児島市）〕

【企業向け講演】
当院におけるビソノテープの使用状況2018.11.29

今村正和
興和創薬鹿児島営業所社内講演会
〔興和創薬鹿児島営業所会議室
（鹿児島市）〕

【企業向け講演】
脂質管理と糖尿病治療について2018.12.20

柴田啓祐 イグザレルト外来講師勉強会
〔サンプラザ天文館2F（鹿児島市）〕

【企業向け講演】
循環器内科医からみた生活習慣病2018.  8.  2

今村正和

心不全における体液貯留の治療を
考える/大塚製薬（株）会員制Web
サイト『eライブラリ』
〔大塚製薬（株）会員制Webサイト
『eライブラリ』〕

【寄稿（医療従事者向け）】
1.使用成績調査の結果を受けて　
2.サムスカの使用方法について

2018.  8

今村正和
第4回循環器疾患連携Meeting
～脳と心臓を護る～
〔天陽会中央クリニック8Ｆ会議室
（鹿児島市）〕

講演2019.  1.31

Yoshiyuki Ikeda, Takeshi Sasaki, So Kuwahata, 
Masakazu Imamura, Kanyo Tanoue, Shinichirou 
Komaki, Mamoru Hashiguchi, Atushi Kuroda,
Yuichi Akasaki, Chikuma Hamada, 
Mitsuru Ohishi

Circulation Jurnal Vol.82
Ｐ1051-1061

Questionnaire Survey From the 
Viewpoint of Concordance in Patient 
and Physician Satisfaction Concerning 
Hypertensive Treatment in Elderly 
Patients ―Patients Voice Study―

循環器内科

【医療従事者向け講演】
高血圧治療の新たな治療選択 
～ミネラルコルチコイド受容体ブロッカーへの
期待～

今村正和 臨床薬学研究会
〔鹿児島県医師会館（鹿児島市）〕2019.  3.26

2018.  5 上部消化管出血（非静脈瘤） 島岡俊治、古川淳一郎、飯福沙織、馬場由紀子、
楠本大岳、海田正俊

臨牀消化器内科　第33巻第5号
P497-503
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年月日 演題名または論文名 演者・発表者・著者 学会名または掲載誌名

2018.  6.  8
【専修医発表】
幽門輪温存膵頭十二指腸切除術・膵管空腸
吻合術後の残膵に発症した膵石症に対して
EUSガイド下膵管ドレナージを施行した一例

古川淳一郎、新原亨、楠元大岳、飯福沙織、馬場由紀子、
政幸一郎、田代光太郎、島岡俊治、西俣嘉人、堀雅英、
西俣寛人

第105回日本消化器内視鏡学会
九州支部例会
〔北九州国際会議場（北九州市）〕

2018.  8.  3 特別講演 政幸一郎
南風病院消化器癌講演会
〔南風病院ＡＮＮＥＸⅠ講義室
（鹿児島市）〕

2018.  8.27 当院における膵癌早期診断の試み 新原亨

第314回鹿児島県消化器がん検診
推進機構　夏季特別研修会
〔鹿児島県医師会館3F 中ホール1
（鹿児島市）〕

【学会発表】

【座長、講演、シンポジスト等】

【その他】

【その他】

2018.  9.  2
【地域・一般向け講演】
膵臓がんの現状と早期発見の取り組み 新原亨

南風病院市民公開講座
〔NCサンプラザ7階ホール
（鹿児島市）〕

2018.  9.  2
【地域・一般向け講演】
食道がん・胃がん・大腸がんの早期発見と
内視鏡治療

島岡俊治
南風病院市民公開講座
〔NCサンプラザ7階ホール
（鹿児島市）〕

2018.  5.25
【一般演題（口演）】
腎移植フォローアップ施設の役割 畑添久美子、福元まゆみ、曾我部篤史、内田義男 第34回腎移植・血管外科研究会

〔鹿児島市民文化ホール（鹿児島市）〕

2018.  7.21 【パネリスト】各地域の高齢者透析患者の対策と管理 畑添久美子
第7回箱根山Nephrology Forum
〔ハイアットリージェンシー東京
（東京都）〕

2019.11.21
【地域・一般向け講演】
慢性腎臓病（CKD）ってどんな病気
～CKDの予防と治療～

曽我部篤史

血管からみる生活習慣病重症化予防
教室 ～「新たな国民病」CKDを予防
しましょう！～ （鹿児島市郡山保健福
祉課健康講話）
〔郡山地区保健センター（鹿児島市）〕

腎臓内科・人工透析内科

【学会発表】

年月日 演題名または論文名 演者・発表者・著者 学会名または掲載誌名

年月日 演題名または論文名 演者・発表者・著者 学会名または掲載誌名

2018.  6.  3

【ポスターセッション】
IMPACT OF THE VASOPRESSIN 
V2-RECEPTOR ANTAGONIST 
TOLVAPTAN ON RENAL 
HEMODYNAMICS IN CIRRHOTIC 
PATIENT WITH ASCITES:A 
PRELIMINARY STUDY

Yasuji Komorizono, Kazuhisa Nakashima, 
Toshihiko Shibatou, Katsumi Sako

【学会発表】

アメリカ消化器病週間DDW2018
アメリカ肝臓学会AASLD
〔Walter E.Washington Convention 
Center（アメリカワシントン）〕

2018.  6.  5

【ポスターセッション】
ACTIVATION OF THE P62-KEAP1-NRF2
PATHWAY IN PATIENTS WITH NON-B 
NON-C HEPATOCELLULAR 
CARCINOMA AND TYPE 2 DIABETES

Yasuji Komorizono, Kazuhisa Nakashima, 
Toshihiko Shibatou, Katsumi Sako, Masaki 
Kitazono,Sadao Tanaka

アメリカ消化器病週間DDW2018
アメリカ肝臓学会AASLD
〔Walter E.Washington Convention 
Center（アメリカワシントン）〕

肝臓内科
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2018.  4.  4
【企業向け講演】
転機を迎えた肝性浮腫に対する利尿剤の使
い方

小森園康二
大塚製薬(株)社員向け勉強会
〔大塚製薬（株）鹿児島出張所 会議室
（鹿児島市）〕

2018.  9.  7 【企業向け講演座長】講演
小森園康二

ムルプレタ錠地域版webカンファレンス　
IN　鹿児島
〔南風病院東館4Ｆ多喜ホール
（鹿児島市）〕

第22回日本肝臓学会大会
（JDDW2018）
〔神戸コンベンションセンター
（神戸市）〕

2018.11.  2
【ポスターセッション】
当院における糖尿病を背景に発生した肝細胞
癌の検討

柴藤俊彦、中島一壽、迫勝巳、小森園康二

鹿児島肝癌研究会症例検討会
〔南風病院東館4Ｆ多喜ホール
（鹿児島市）〕

2018.  6.16
【症例検討会】
サイドホールから治療可能なLogos Switch
が有効であった肝動脈塞栓術の1例

中島一壽、柴藤俊彦、迫勝巳、小森園康二

鹿児島肝癌研究会症例検討会
〔南風病院東館4Ｆ多喜ホール
（鹿児島市）〕

2018.  6.16

【症例検討会】
肝細胞癌に対する全身化学療法の一次治療薬
として承認されたレンバチニブにて多発腹腔内
播種結節の著しい退縮を認めた1例

神園純輝、里中洋介、小森園康二、中島一壽、迫勝巳、
柴藤俊彦

【学会発表のつづき】

年月日 演題名または論文名 演者・発表者・著者 学会名または掲載誌名

【その他】

2019.  1.15
慢性痛に対するペインクリニック科的治療
―薬物療法を含めて― 益山隆志

第413回医師会病院薬物療法研修会
〔鹿児島市医師会病院6Ｆホール
（鹿児島市）〕

2019.  3.19
【企業向け講演】
神経障害性疼痛とその治療 益山隆志

第一三共（株）社内研修会
〔第一三共（株）鹿児島営業所
（鹿児島市）〕

2018.  7.21
【一般演題　（ポスター）】
他科で診断されずに当科受診後に圧迫骨折
等の比較的新鮮な脊椎骨病変を認めた症例
の検討

益山隆志、八木由紀子
日本ペインクリニック学会第52回大会
〔グランドプリンスホテル新高輪
（東京）〕

2019.  1.26
【一般演題（口演）】
一時的なバースト刺激による脊髄刺激療法が
有効だった帯状疱疹関連痛の2例

益山隆志
第18回鹿児島疼痛懇話会
〔ホテルマイステイズ鹿児島天文館
（鹿児島市）〕

【学会発表】

年月日 演題名または論文名 演者・発表者・著者 学会名または掲載誌名

【座長、講演、シンポジスト等】

【その他】

ペインクリニック内科

年月日 演題名または論文名 演者・発表者・著者 学会名または掲載誌名

2018.  7

2018.  4.12

子宮広間膜裂孔ヘルニアの一例 勝江達治、北薗正樹、加治屋より子 日本腹部救急医学会雑誌　38（5）
P857-860

【論文】

【ポスターセッション】
LAPAROSCOPIC SURGERY FOR 
COLORECTAL CANCER PATIENTS WITH
A POOR PERFORMANCE STATUS

Rikiya Sato, Masaki Kitazono, Naotaka Ikeda, 
Mayumi Kanmura, Tomohiro Oyama, Tatsuji 
Katsue, Go Kamimura, Ryoichi Toyosaki, 
Toyokuni Suenaga

SAGES2018
〔Washington State Convention 
Center in Seattle （アメリカ）〕

外科・消化器外科

【学会発表】
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年月日 演題名または論文名 演者・発表者・著者 学会名または掲載誌名

【学会発表のつづき】

【座長、講演、シンポジスト等】

【その他】

【学会発表】

2018.  8.18
【ポスターセッション】
Introduction of robotic surgery for 
gastric and rectal cancer.

M.Kitazono, N.Ikeda, M.Kammura, T.Oyama, 
R.Toyosaki, Y.Umeki, R.Sato, T.Suenaga

Medicine for the future 2018
〔香港科学技術大学 （香港）〕

2018.11.15
【ポスターセッション】
Tips for robotic surgery at gastric and 
rectal cancer

Masaki Kitazono, Naotaka Ikeda, Mayumi 
Kanmura, Tomohiro Oyama, Ryoichi Toyosaki, 
Rikiya Sato

Endoscopic and Laparoscopic 
Surgeons of Asia
〔KUALALUMPUR CONVENTION 
CENTER （マレーシア　クアラルンプ
ール）〕

2018.  6.  2
【一般演題（口演）】
放射線照射後に増大した梨状筋浸潤を伴う
直腸がんに対し、原発巣切除を施行した一例

佐藤力弥、北薗正樹、池田直隆、上村真弓、大山智宏、
永田俊行、豊﨑良一、末永豊邦

第28回骨盤外科機能温存研究会
〔ホテルスプリングス幕張（千葉県）〕

2018.  9.  8 【一般演題（口演）】ロボット手術の工夫
北薗正樹、池田直隆、大山智宏、上村真弓、梅木祐介、
前田光喜、佐藤力弥、豊﨑良一、末永豊邦

第28回九州内視鏡下外科手術研究会
〔福岡国際会議場（福岡県）〕

2018.  9.  8
【一般演題（口演）】
当院における鼠径ヘルニアに対するTAPP治療
成績の検討

大山智宏、末永豊邦、北薗正樹、豊﨑良一、佐藤力弥、
前田光喜、梅木祐介、上村真弓、池田直隆

第28回九州内視鏡下外科手術研究会
〔福岡国際会議場（福岡県）〕

2018.  9.  8
【一般演題（口演）】
当院外科研修医が行った腹腔鏡下ヘルニア修
復術（TAAP)の検討

山岸良司、末永豊邦、北薗正樹、豊﨑良一、佐藤力弥、
前田光喜、梅木祐介、大山智宏、上村真弓、池田直隆

第28回九州内視鏡下外科手術研究会
〔福岡国際会議場（福岡県）〕

2018.11.15
【一般演題（口演）】
当院における鼠径ヘルニアに対するTAPP治療
成績の検討

大山智弘、末永豊邦、北薗正樹、豊崎良一、佐藤力也、
前田光喜、梅木祐介、上村真弓、池田直隆

平成30年度鹿児島市外科医会秋季
例会
〔鹿児島市医師会館3F大会議室
（鹿児島市）〕

2018.  9.22 【ビデオセッション】当院におけるロボット支援下直腸手術
佐藤力弥 第5回　長泉低侵襲手術セミナー

〔三島商工会議所4Ｆ〕

南風病院消化器癌講演会
〔南風病院ＡＮＮＥＸⅠ講義室
（鹿児島市）〕

2018.  8.  3 特別講演 北薗正樹

第17回南風臨床カンファレンス
〔ホテルレクストン鹿児島（鹿児島市）〕2018.  6.28 ロボット支援による胃癌・直腸癌手術の現状 北薗正樹

2018.  9.  2 【地域・一般向け講演】胃がん・大腸がんのロボット手術のお話 北薗正樹
南風病院　市民公開講座
〔NCサンプラザ7階ホール
（鹿児島市）〕

2018.  8.  2 【企業向け講演】胃癌・大腸癌のロボット手術 北薗正樹
株式会社ヤクルト社内勉強会
〔株式会社ヤクルト本社　医薬福岡
支店　会議室（福岡県）〕

2018.  6.  2

【一般演題（口演）】
半側空間無視を呈したアルツハイマー型認知
症の一例　
―症状の経時的変化と支援について―

樋渡健太朗、飯干紀代子、横山俊一 第35回鹿児島高次脳機能研究会
〔鹿児島大学鶴陵会館（鹿児島市）〕

【論文】

年月日 演題名または論文名 演者・発表者・著者 学会名または掲載誌名

2018 半側空間無視を呈したアルツハイマー型認知
症の一例 樋渡健太朗、飯干紀代子、横山俊一 鹿児島高次脳機能研究会会誌29（1）

（P31-35）

脳神経外科
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年月日 演題名または論文名 演者・発表者・著者 学会名または掲載誌名

【学会発表のつづき】

【その他】

【座長、講演、シンポジスト等】

2018.10.12

【一般演題（ポスター）】
血清葉酸値とヘモグロビン値との組み合わせ
評価は脳内アミロイドβ沈着のバイオマーカー
となり得るか

吉永拓真、西俣寛人、横山俊一 第37回日本認知症学会学術集会
〔札幌市教育文化会館（札幌市）〕

2018.  6.14 講演 横山俊一
認知症連携の会 in 鹿児島
〔ホテルマイステイズ鹿児島
（鹿児島市）〕

2018.  6.21 カプグラ症候群を呈した軽度認知障害について 横山俊一
認知症カンファレンス
〔ホテルマイステイズ鹿児島
（鹿児島市）〕

2018.11.17
【医療従事者向け講演】
認知症の診断と治療 ～現状と問題点～ 横山俊一

熊本県病院薬剤師会2018年度
第3回精神科領域研究会研修会
〔TKP熊本カンファレンスセンター
（熊本市）〕

2018.12.15
【医療従事者向け講演】
アルツハイマー病画像診断の問題点とアミロ
イドPETによる検証

横山俊一
第31回21世紀カンファレンス
〔ＪＲ九州ホール（福岡市）〕

2018.11.  4
【地域・一般向け講演】
認知症サポート医と学ぼう！～認知症と共に
幸せに生きるヒント～

横山俊一
認知症ケア専門士に相談しよう！
～個別相談会～
〔イオンモール鹿児島　イオンホール
（鹿児島市）〕

2019.  1.23
【医療従事者向け講演】
若年性認知症の医療～物忘れ外来からの
報告～

横山俊一 平成30年度若年性認知症セミナー
〔鹿児島県庁（鹿児島市）〕

2019.  3.30 【医療従事者向け講演】認知症診療の現状と課題 横山俊一
平成30年度在宅医療・介護・福祉
研究会、交流会
〔隼人農村環境改善センター
（霧島市）〕

2018.  6.21
【地域・一般向け講演】
ＭＣＩ（軽度認知障害）とは～早期発見と予防～ 横山俊一

脳活性チャレンジ講座（東部保健セン
ター主催）
〔東部保健センター（鹿児島市）〕

2018.  7.28 【地域・一般向け講演】認知症治療の現状と介護 横山俊一
上町健康大学
〔かごしま県民交流センター
（鹿児島市）〕

2018.  5.15
【企業向け講演】
当院における認知症治療について 横山俊一

第一三共(株)社内研修会
〔第一三共(株)鹿児島第一営業所
（鹿児島市）〕

2018.  8.  2 【企業向け講演】当院における認知症診療について 横山俊一
ノバルティスファーマ（株）社内研修会
〔ホテルタイセイアネックス
（鹿児島市）〕

2019.  2.15
【地域・一般向け講演】
認知症とは何か～診断・治療・ケア・予防～ 横山俊一

三水会
〔熊襲亭（鹿児島市）〕

年月日 演題名または論文名 演者・発表者・著者 学会名または掲載誌名

【学会発表】

整形外科・小児整形外科

【ポスターセッション】
イメージフリーナビゲーションを用いたOpen 
wedge HTOにおいて術中膝安定性が術中・
術後アライメント誤差に与える影響について

川畑英之、前田昌隆、前之園健太、長嶺智徳
第10回日本関節鏡・膝・スポーツ
整形外科学会
〔福岡国際会議場（福岡市）〕

2018.  6.14
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【学会発表のつづき】

【座長、講演、シンポジスト等】

【ポスターセッション】
重度仙腸関節障害患者における仙骨の非対
称性

伊藤一也、古賀公明、蒲田和芳 第26回日本腰痛学会
〔アクトシティ浜松（浜松市）〕2018.10.26

【ポスターセッション】
重度仙腸関節障害患者における仙腸関節の
適合性

伊藤一也、古賀公明、蒲田和芳 第26回日本腰痛学会
〔アクトシティ浜松（浜松市）〕2018.10.26

【一般演題（ポスター）】
透析患者に対する脊椎固定術の検討 前之園健太、川内義久 第47回日本脊椎脊髄病学会学術集会

〔神戸国際会議場（神戸市）〕2018.  4.12

【一般演題（口演）】
理学療法を用いた仙腸関節の不安定型・安定
型分類の試み

新丈司、山崎数馬、古賀公明、周藤将吾、矢山勉、
内匠正武

第26回日本腰痛学会
〔アクトシティ浜松（浜松市）〕2018.10.27

【一般演題（口演）】
寛骨の前後傾にともなう触診ランドマーク
位置の変化

伊藤一也、古賀公明、蒲田和芳
第9回日本仙腸関節研究会
〔TKP浜松アクトタワーカンファレン
スセンター（浜松市）〕

2018.10.27

【一般演題（ポスター）】
複数回の処置が必要だった脊椎術後硬膜外
血腫の検討

前之園健太、川内義久
第47回日本脊椎脊髄病学会学術総会
〔神戸国際会議場（神戸市）〕2018.  4.12

ポスターセッション　スポーツ6
「下肢/その他」 川畑英之

第10回日本関節鏡・膝・スポーツ
整形外科学会
〔福岡国際会議場（神戸市）〕

2018.  6.15

一般演題12　「手術」 川内義久
第31回日本臨床整形外科学会学術
集会
〔城山ホテル鹿児島（鹿児島市）〕

2018.  7.15

シンポジウム5
「外反母趾の治療法の選択」 吉野伸司

第31回日本臨床整形外科学会学術
集会
〔城山ホテル鹿児島（鹿児島市）〕

2018.  7.15

イブニングセミナー3 吉野伸司
第31回日本臨床整形外科学会学術
集会
〔城山ホテル鹿児島（鹿児島市）〕

2018.  7.15

一般演題30　「足関節2」 吉野伸司
第31回日本臨床整形外科学会学術
集会
〔城山ホテル鹿児島（鹿児島市）〕

2018.  7.16

特別講演 恒吉康弘
かんまち慢性疼痛治療の会
〔ベストウェスタンレンブラントホテル
（鹿児島市）〕

2018.  8.23

【一般演題（口演）】
TriSプレートを用いた脛骨顆外反骨切り術
（TCVO）におけるプレート設置位置について
の検討

前田昌隆、川畑英之、、前之園健太、松田倫明、
富村奈津子、恒吉康弘、古賀公明、吉野伸司、川内義久

第136回西日本整形・災害外科学会
学術集会
〔長崎大学医学部　坂本キャンパス
（長崎市）〕

2018.11.23

【一般演題（口演）】
足関節Ⅱ 吉野伸司

第136回西日本整形・災害外科学会
学術集会
〔長崎大学医学部　坂本キャンパス
（長崎市）〕

2018.11.24

【一般演題（口演）】
iFuse Implant System による難治性仙腸
関節機能障害に対する低侵襲仙腸関節固定
術4例の使用経験

古賀公明、川内義久、黒澤大輔、村上栄一 第26回日本腰痛学会
〔アクトシティ浜松（浜松市）〕2018.10.27

【一般演題（口演）】
足病変の創傷治療～重症虚血肢に対する
整形外科医の取り組み～

富村奈津子
第124回日本循環器学会九州地方会
〔かごしま県民交流センター
（鹿児島市）〕

2018.  6.30

【シンポジウム】
当科における透析患者の足病変の治療に
ついて

富村奈津子
第9回日本腎臓リハビリテーション
学会学術集会
〔B-CON PLAZA 別府国際コンベン
ションセンター（別府市）〕

2019.  3.  9

【一般演題（口演）】
脛骨顆外反骨切り術（TCVO）における術前後
近位アライメント評価

川畑英之、前田昌隆、前之園健太、松田倫明、
富村奈津子、恒吉康弘、古賀公明、吉野伸司、川内義久

第136回西日本整形・災害外科学会
学術集会
〔長崎大学医学部　坂本キャンパス
（長崎市）〕

2018.11.23
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【座長、講演、シンポジスト等のつづき】

【その他】

年月日 演題名または論文名 演者・発表者・著者 学会名または掲載誌名

2018.  8.  2 【閉会挨拶】閉会挨拶

第20回鹿児島実践フットケア研究会
〔（株）アステム鹿児島営業部大会議室
（鹿児島市）〕

富村奈津子

2018.  6.24 【医療従事者向け講演】仙腸関節機能障害のメカニズムと実際の対応

第5回腰痛・仙腸関節症の予防と
治療ネットワーク研修会
〔コミュニティセンター川辺文化会館
（南九州市）〕

古賀公明、新丈司

2018.  7.20
【地域・一般向け講演】
寝たきり予防のための腰痛対策　～健康で
いきいきとしたシニアライフのために～

南風病院健康教室
〔南風病院ＡＮＮＥＸⅠ講義室
（鹿児島市）〕

古賀公明

2018.  9.13 講演 鹿児島TKAカンファレンス
〔城山ホテル鹿児島4F（鹿児島市）〕恒吉康弘

2018.10.19 一般演題・特別講演
鹿児島疼痛セミナー
〔TKPガーデンシティ鹿児島中央
（鹿児島市）〕

川内義久

最適な骨粗鬆症治療　臨床的効果と治療戦略 恒吉康弘 伊佐市医師会学術講演会
〔大口グリーンホテル（伊佐市）〕2018.  4.24

糖尿病・重症虚血肢の足潰瘍に対する当院で
の創傷治療について 富村奈津子

CLIとフットケアを考える会
〔サンロイヤルホテル（鹿児島市）〕2018.10.11

当院における糖尿病・重症虚血肢の足潰瘍の
創傷治療について 富村奈津子

糖尿病合併症予防連携セミナー
〔ホテルオートリ別館2Ｆ
（薩摩川内市）〕

2019.  2.21

急性期病院での骨粗鬆症治療戦略～薬剤選
択と問題点について～ 恒吉康弘

平成30年度第3回鹿児島整形外科
地域連携研究会
〔ホテルマイステイズ鹿児島天文館2Ｆ
（鹿児島市）〕

2019.  3.14

SI Joint Pain Mechanism Hiroaki Koga
SOUTHEASTASIA 2nd SI JOINT 
SUMMIT
〔UNIVERSITY MEDICAL CENTER
（ホーチミン）〕

2018.12.  8

Diagnosis Consideration-Tools and 
Methodology Hiroaki Koga

SOUTHEASTASIA 2nd SI JOINT 
SUMMIT
〔UNIVERSITY MEDICAL CENTER
（ホーチミン）〕

2018.12.  8

My Treatment Plan-What do in my day 
to day Practice Hiroaki Koga

SOUTHEASTASIA 2nd SI JOINT 
SUMMIT
〔UNIVERSITY MEDICAL CENTER
（ホーチミン）〕

2018.12.  8

Peri and Intra Articular Injection 
Demonstration Hiroaki Koga

SOUTHEASTASIA 2nd SI JOINT 
SUMMIT
〔UNIVERSITY MEDICAL CENTER
（ホーチミン）〕

2018.12.  9

Physiology of SI Joint-Anatomy and 
Biomechanics Hiroaki Koga

SOUTHEASTASIA 2nd SI JOINT
SUMMIT
〔UNIVERSITY MEDICAL CENTER
（ホーチミン）〕

2018.12.  8
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【学会発表】

年月日 演題名または論文名 演者・発表者・著者 学会名または掲載誌名

【座長、講演、シンポジスト等】

2018.10.18 外来通院がん患者の症状コントロールはどう
する？　～当院緩和ケア外来の現状～

第244回姶良地区薬剤師研修会
〔（株）アステム隼人支店（霧島市）〕加藤博美

2018.  6.15

【一般演題 （ポスター）】
緩和ケア病棟に入院中の患者家族にキャン
サーサバイバーがいるということ
～キャンサーサバイバーに対して医療者はどう
関わればいいのか～

第23回日本緩和医療学会学術大会
〔神戸国際展示場（神戸市）〕

加藤博美、友重真澄、真上美千子、鰺坂隆子、
宮崎美千代、毛利道宏、長濱吉幸

2019.  3.  9
【一般演題（口演）】
麻酔導入後の著名な高カリウム血症の原因と
して定期内服薬が疑われた1例

第60回鹿児島麻酔懇話会
〔鹿児島商工会議所ビル  アイムホール
（鹿児島市）〕

石塚香名子、入江良彦、下之薗莉瑛子、國吉保、
松田芳隆

麻　酔　科

年月日

【 学 会 発 表 】

演題名または論文名 演者・発表者・著者 学会名または掲載誌名

2018.  6.  5
【ポスターセッション】
ACTIVATION OF THE P62-KEAP1-NRF2
PATHWAY IN PATIENTS WITH NON-B 
NON-C HEPATOCELLULAR CARCINOMA 
AND TYPE 2 DIABETES

Yasuji Komorizono,Kazuhisa Nakashima,
Toshihiko Shibatou,Katsumi Sako,
Masaki Kitazono,Sadao Tanaka

アメリカ消化器病週間DDW2018
アメリカ肝臓学会AASLD
〔Walter E.Washington 
 Convention Center（アメリカワシ
ントン））〕

病理診断科

Oncology Letters
17: 518-524, 2019

年月日

2019.  1

【 論 文 】

演題名または論文名 演者・発表者・著者

Use of ANGPTL2 mRNA levels in 
formalin-fixed paraffin-embedded 
tissues as a biomarker to diagnose 
gastric cancer and to evaluate the 
extent of vascular invasion

Takuma Yoshinaga, Hiroto Nishimata, 
Sadao Tanaka, Emiko Hori , Ayako Tomiyoshi, 
Erena Tokudome, Takayuki Takei, 
Masahiro Yoshida

Journal of Clinical Research 
and Medicine
Volume 1(4): 1‒6, 2018

2018.12
Effect of Perilla Oil on Reducing 
Arteriosclerosis Risk: A Randomized 
Controlled Cross-Over Study

Erena Tokudome, Masakazu Imamura, 
Sayaka Shiomitsu, Ryoko Miyanohara, 
Emiko Hori, Hiroto Nishimata, 
Takuma Yoshinaga

Dementia Japan
Vo1.32 No.3 September 20182018.10.12 血清葉酸値とヘモグロビン値は脳内アミロイ

ドβ沈着のバイオマーカーとなり得るか 吉永 拓真, 西俣 寛人, 横山 俊一

日本医療マネジメント学会雑誌
Vol.19, No.1, 20182018.  6

歯科・口腔外科の標榜のない病院における
歯科衛生士を中心とした口腔管理体制の構築
【学会賞】

齋藤 潤栄, 新村美恵, 吉永拓真

Journal of Bioscience and 
Bioengineering
Vol.125, No.4, pp.490-495
 (2018)

2018.  4 Autoclavable physically-crosslinked 
chitosan cryogel as a wound dressing

Takayuki Takei, So Danjo, Shogo Sakoguchi, 
Sadao Tanaka, Takuma Yoshinaga, 
Hiroto Nishimata, Masahiro Yoshida

Oncoscience
Vol. 5(3-4)2018.  4

A novel isolation method for cancer 
prognostic factors via the p53 pathway 
by a combination of in vitro and in 
silico analyses

Yohey Kamijo, Kohichi Kawahara, 
Takuma Yoshinaga, Hiroyuki Kurata,
Kazunari Arima, and Tatsuhiko Furukawa

Journal of Cancer
2018; 9(24): 4736-4741.2018.11.25

Angiopoietin-like Protein 2 is a Useful
Biomarker for Pancreatic Cancer that 
is Associated with Type 2 Diabetes 
Mellitus and Inflammation

Takuma Yoshinaga, Tatsuyuki Niou, 
Toru Niihara, Yoriko Kajiya, Emiko Hori , 
Ayako Tomiyoshi, Erena Tokudome, 
Hiroto Nishimata, Takayuki Takei, 
Masahiro Yoshida

学会名または掲載誌名

　臨床応用開発室

年月日 演題名または論文名 演者・発表者・著者 学会名または掲載誌名

2019.  2.17 地域包括ケアと迫りくる「2025年問題」に
ついて 吉永 拓真

MBC南日本放送
「陶山賢治のぶにせんもえ」

2019.  2.10 コンセプトは「働きながらの健康づくり」 吉永 拓真
MBC南日本放送
「陶山賢治のぶにせんもえ」

2019.  2.  3 そもそも「臨床応用開発」とは？ 吉永 拓真
MBC南日本放送
「陶山賢治のぶにせんもえ」

2019.  1.17 国際公開番号：WO2019/013187
「組織検体を用いたがんの検出方法」 吉永 拓真 特許庁

2019.  1.  1 健康寿命延伸を目標に、シニアを対象にした
健康づくりのライセンスと就労の場を提供 臨床応用開発室

Healthcare NEXT 九州ヘルスケア
最前線九州ヘルスケア産業推進協議
会（HAMIQ）

2018.12.21
生涯現役 働きながらの健康づくり 
～生涯現役コンシェルジュ編 臨床応用開発室 KTS「かごニュー」

2018.12.17
生涯現役 働きながらの健康づくり 
～生涯現役コンシェルジュ編 臨床応用開発室 KTS「かごニュー」

2018.11.14
西郷どん倶楽部 体験教室（定年退職後のスマ
ートライフ）「健康寿命」を延ばす活動を紹介 臨床応用開発室 情報WAVEかごしま

2018.10.  4
国際公開番号：WO2018/181881
がん患者の治療効果の予測および/または
再発モニタリング

吉永 拓真 特許庁

2018.  7.27

【平成30年度健康寿命延伸産業創出推進事
業】採択
生涯現役天文館モデル事業推進コンソーシアム
生涯現役SEGODON育成推進事業

吉永 拓真 経済産業省

2018.10
学習支援サービス「なんぷう塾」
（鹿児島市） 臨床応用開発室 鹿児島県医師会報

平成30年10月号

2018.  8.24 「なんぷうジョブ・フィット」働いてポイント→健康管理に活用 臨床応用開発室 南日本新聞

2018.  8.17 生涯現役SEGODON育成推進事業 臨床応用開発室 KKB鹿児島放送「スーパーJチャンネル」

2018.10.  1 MEDI-ARROWS NEWS Letter TQM室 ニッセイ情報テクノロジー株式会社

2019.  3.13 生涯現役 SEGODON 育成推進事業 吉永 拓真
九州ヘルスケア産業最前線２０１９
〔ハイアットリージェンシー福岡
（福岡市）〕

2018.10.12 血清葉酸値とヘモグロビン値は脳内アミロイ
ドβ沈着のバイオマーカーとなり得るか 吉永 拓真, 西俣 寛人, 横山 俊一 第37回日本認知症学会学術集会

〔ロイトン札幌（札幌市）〕

2018.  9.18
エクソソームを利用した早期アルツハイマー
病診断に冠する基礎的研究
【優秀ポスター賞】

玉田 瑛弥, 吉永 拓真, 西俣 寛人, 大角 義浩, 
武井 孝行, 吉田 昌弘

化学工学会 第50回秋季大会
〔鹿児島大学　郡元キャンパス
（鹿児島市）〕

2018.  6.30
アルツハイマー病の早期かつ簡易な診断を
可能とするエクソソームも利用法に関する
基礎研究

玉田 瑛弥, 吉永 拓真, 西俣 寛人, 大角 義浩, 
武井 孝行, 吉田 昌弘

第55回化学関連支部合同九州大会
〔北九州国際会議場（北九州市）〕

2018.  9.27
Evaluation of serum ANGPTL2 level as
a biomarker for pancreatic cancer 
associated with diabetes and 
inflammation

吉永 拓真, 武井 孝行, 吉田 昌弘
第77回 日本癌学会学術総会
〔リーガロイヤルホテル大阪
（大阪市）〕

2018.10.12 Nematode-NOSE(N-NOSE)は 高精度な
早期がん検出法である

新原 亨, 吉永 拓真, 魚住 隆行, 仁王 辰幸, 
加治屋 より子, 末永 豊邦, 北薗 正樹, 小森園 康二, 
冨吉 亜也子, 堀 英美子, 徳留 慧麗奈, 海渕 覚, 
瀬戸口 喜代子, 西俣 寛人, 広津 崇亮

第36回日本大腸検査学会総会
〔アイーナいわて県民情報交流センター
（盛岡市）〕
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【 学 会 発 表 】

【座長、講演、シンポジスト等】



年月日 演題名または論文名 演者・発表者・著者 学会名または掲載誌名

2019.  2.17 地域包括ケアと迫りくる「2025年問題」に
ついて 吉永 拓真

MBC南日本放送
「陶山賢治のぶにせんもえ」

2019.  2.10 コンセプトは「働きながらの健康づくり」 吉永 拓真
MBC南日本放送
「陶山賢治のぶにせんもえ」

2019.  2.  3 そもそも「臨床応用開発」とは？ 吉永 拓真
MBC南日本放送
「陶山賢治のぶにせんもえ」

2019.  1.17 国際公開番号：WO2019/013187
「組織検体を用いたがんの検出方法」 吉永 拓真 特許庁

2019.  1.  1 健康寿命延伸を目標に、シニアを対象にした
健康づくりのライセンスと就労の場を提供 臨床応用開発室

Healthcare NEXT 九州ヘルスケア
最前線九州ヘルスケア産業推進協議
会（HAMIQ）

2018.12.21
生涯現役 働きながらの健康づくり 
～生涯現役コンシェルジュ編 臨床応用開発室 KTS「かごニュー」

2018.12.17
生涯現役 働きながらの健康づくり 
～生涯現役コンシェルジュ編 臨床応用開発室 KTS「かごニュー」

2018.11.14
西郷どん倶楽部 体験教室（定年退職後のスマ
ートライフ）「健康寿命」を延ばす活動を紹介 臨床応用開発室 情報WAVEかごしま

2018.10.  4
国際公開番号：WO2018/181881
がん患者の治療効果の予測および/または
再発モニタリング

吉永 拓真 特許庁

2018.  7.27

【平成30年度健康寿命延伸産業創出推進事
業】採択
生涯現役天文館モデル事業推進コンソーシアム
生涯現役SEGODON育成推進事業

吉永 拓真 経済産業省

2018.10
学習支援サービス「なんぷう塾」
（鹿児島市） 臨床応用開発室 鹿児島県医師会報

平成30年10月号

2018.  8.24 「なんぷうジョブ・フィット」働いてポイント→健康管理に活用 臨床応用開発室 南日本新聞

2018.  8.17 生涯現役SEGODON育成推進事業 臨床応用開発室 KKB鹿児島放送「スーパーJチャンネル」

2018.10.  1 MEDI-ARROWS NEWS Letter TQM室 ニッセイ情報テクノロジー株式会社

2019.  3.13 生涯現役 SEGODON 育成推進事業 吉永 拓真
九州ヘルスケア産業最前線２０１９
〔ハイアットリージェンシー福岡
（福岡市）〕

2018.10.12 血清葉酸値とヘモグロビン値は脳内アミロイ
ドβ沈着のバイオマーカーとなり得るか 吉永 拓真, 西俣 寛人, 横山 俊一 第37回日本認知症学会学術集会

〔ロイトン札幌（札幌市）〕

2018.  9.18
エクソソームを利用した早期アルツハイマー
病診断に冠する基礎的研究
【優秀ポスター賞】

玉田 瑛弥, 吉永 拓真, 西俣 寛人, 大角 義浩, 
武井 孝行, 吉田 昌弘

化学工学会 第50回秋季大会
〔鹿児島大学　郡元キャンパス
（鹿児島市）〕

2018.  6.30
アルツハイマー病の早期かつ簡易な診断を
可能とするエクソソームも利用法に関する
基礎研究

玉田 瑛弥, 吉永 拓真, 西俣 寛人, 大角 義浩, 
武井 孝行, 吉田 昌弘

第55回化学関連支部合同九州大会
〔北九州国際会議場（北九州市）〕

2018.  9.27
Evaluation of serum ANGPTL2 level as
a biomarker for pancreatic cancer 
associated with diabetes and 
inflammation

吉永 拓真, 武井 孝行, 吉田 昌弘
第77回 日本癌学会学術総会
〔リーガロイヤルホテル大阪
（大阪市）〕

2018.10.12 Nematode-NOSE(N-NOSE)は 高精度な
早期がん検出法である

新原 亨, 吉永 拓真, 魚住 隆行, 仁王 辰幸, 
加治屋 より子, 末永 豊邦, 北薗 正樹, 小森園 康二, 
冨吉 亜也子, 堀 英美子, 徳留 慧麗奈, 海渕 覚, 
瀬戸口 喜代子, 西俣 寛人, 広津 崇亮

第36回日本大腸検査学会総会
〔アイーナいわて県民情報交流センター
（盛岡市）〕
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【 学 会 発 表 】

【座長、講演、シンポジスト等】
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