
    

 

 

 

 

 

   

 今号より「鶴田病院地域連携広報紙 Window（ウィンドウ）」を発刊いたします。Window とはその名のとお

り「窓」のこと。私たち地域連携室は文字通り病院と院外・地域・社会とをつなぐ「窓」でありたいと考えます。 

このささやかな広報紙が皆様と鶴田病院をつなぐ一助となれば幸いです。 

Topic1 就任医師の紹介 

             本年 2月に診療部長に着任いたしました鶴田豊医師を紹介します。 

 今後の抱負を聞かせて下さいとお願いしたところ・・・ 

「これまで内視鏡外科と大腸手術、抗がん剤治療を中心に診療してまいりましたが、

腹部外科全般、体表の外科、鼡径ヘルニア手術のみならず、痛みを取り、苦痛を和ら

げる緩和治療も積極的に行ってまいりたいと思っております。」と豊医師。 

フットワークが軽く、何でも相談できる豊医師は私たち地域連携室にとっても大変

心強い存在です。 
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Topic2 ６４列１２８マルチスライスＣＴの導入について 
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当院では東芝製 64列 128マルチスライス CTシステ

ムを導入しました。地域の医療資源として有効に活用

していただけるよう共同利用のシステムとしており

ます。待ち時間無しで当日撮影も可能ですので下記連

絡先へご相談ください。 

CT のお問い合わせ・ご予約は・・・・ 

鶴田病院 放射線科 

（TEL）096-382-0500 （FAX）096-382-0592 

放射線技師 小田・井上までお願いします。 

昭和 47年熊本市生まれ。平成 13年に久留米大学医学部卒業後、熊大医学部第一外科入局。社会

保険下関厚生病院外科、人吉総合病院外科、熊本中央病院外科、熊本大学医学部付属病院消化器

外科などに勤務。鶴田理事長の次男。 

平成 22年 2月 1日付で鶴田病院診療部長兼外科部長に就任。 

腹部血管検査 

手術のシミュレーションに！ 

心臓血管検査 

短時間で心臓検査！！ 

大腸・直腸検査 

内視鏡検査困難な症例に！！ 

頚部血管検査 

狭窄・閉塞の状態がくっきり！！ 



Topic3 診療データの紹介        平成 22年 4月～6月期 診療実績より 

 

 作業後のホッと一言・・・・・  

今回は初めての発行ということもあり、まず当院の現状を知っていただきたいと 

①就任医師の紹介 ②新規導入 CT のご案内 ③各病棟の診療実績報告 と盛り沢  

山の内容になりました。今後は各号ごとにテーマを決め、より詳細な内容にしていきたい

と思いますので宜しくお願い致します。 

次号は当院のヘルニア外来を特集予定です。 （編集担当 F・・・・子育て奮闘中） 

一般病床              （36 床） 施設基準と病棟の特色 

 4 月 5 月 6 月 10：1 入院基本料（平均在院日数 21 日以内） 

平均在院日数（単月） 

     （3 ヶ月） 

18.39 日 

19.58 日 

20.09 日 

19.40 日 

12.90 日 

16.43 日 

消化器疾患や整形外科の患者さん、循環器疾患の患者さんなどの患者

さんが多く入院。在院日数が徐々に短縮しています。 

 

亜急性期病床            （14 床） 施設基準と病棟の特色 

 4 月 5 月 6 月 亜急性期入院医療管理料１（一般病棟の一部病床を適用） 

リハビリテーション提供体制加算（週平均 20 単位以上のリハビリ) 平均在院日数 35.4 日 53.6 日 52.8 日 

病床利用率 92.6％ 98.8％ 94.3％ 一般病棟の中で治療を継続しながらリハビリなどの目的で最大 90 日

の入院が可能です。外科オペや肺炎後の患者さんなど集中的なリハビ

リと治療継続が必要な方が入院されています。 

在宅復帰率（3 ヶ月） 83.3% 81.8％ 83.8％ 

週平均リハ単位数（3ヶ月） 18.47 20.46 23.59 

 

回復期リハビリテーション病棟    （19 床） 施設基準と病棟の特色 

 4 月 5 月 6 月 回復期リハビリテーション入院料１ 

休日リハビリテーション提供体制加算 

リハビリテーション充実加算 重症者回復病棟加算 

在宅復帰率  96.0% 95.0% 95.2％ 

重症患者比率 32.6% 28.2% 26.8％ 

重症患者回復率 62.5% 60.0% 40.0％ 脳血管疾患(Ⅰ)、運動器(Ⅰ)、呼吸器(Ⅰ)、心大血管(Ⅰ)の施設基準を

取得し、幅広いリハビリニーズに対応しています。また開設当初から

365 日リハビリを実施、日曜・祝祭日も平日と同様のリハビリが可能

です。  ※ 1 単位は 20 分 最大 9 単位（180 分）のリハビリ 

リハ提供単位数 

   （休日外） 

   （休 日） 

7.65 単位 

7.67 単位 

6.85 単位 

8.30 単位 

8.32 単位 

8.24 単位 

7.86 単位 

7.86 単位 

7.84 単位 

 

療養病棟  （36 床 ／ 医療 26 床＋介護 9 床） 施設基準と病棟の特色 

 4 月 5 月 6 月 療養病棟入院基本料１（5 月より施設基準取得） 

(看護師、看護補助者配置 20：1 医療区分 2,3 80％以上) 

医
療 

区分 2 以上の割合 80.9％ 87.1％ 95.6％ 

平均在院日数 78.0 日 84.3 日 57.7 日 悪性腫瘍ターミナルステージの患者さん(緩和治療含む)、透析治療の

患者さんなどが入院されています。 病床利用率 96.3％ 80.5％ 78.4％ 

介
護 

平均要介護度（※） 4.7 4.9 5.0 療養型介護療養施設サービス費(Ⅰ) 

病床利用率 88.1％ 95.7％ 91.1％ 介護度が高く、加療が必要な方が入院されています。 

               ※ 平均要介護度は末日の数字 

入院相談は地域連携室ソーシャルワーカーがお受けし、迅速に回答いたします。 

（受付時間） 平日 8：30 ～ 17：30   土曜 8：30 ～ 12：30 

（連絡先） （代表 Tel）096-382-0500  医療ソーシャルワーカー（古澤・永木・磯田）まで 


