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皮膚科　小野 友道
（熊本保健科学大学学長）

非常勤医師のご紹介

整形外科　大串 幹
（熊本大学医学部附属病院リハビリテーション部 助教）

医師紹介

　本年6月1日付けで

顧問医師に就任いたし

ました。城南病院と熊

本保健科学大学は、化

血研グループのメン

バーとしていわば兄弟

のような関係ですの

で、強い親近感を覚え

ます。加えて、神経内科学の畏友内野誠先生が院長とし

て就任され、それはなおさらです。現在、月に2回程度、

皮膚科の診察をさせていただいています。皮膚科医と

しての活動が少しく途切れていましたが、久しぶりの皮

膚科診察で、患者さんはもとより看護師さんなどスタッ

フ皆様方との接点が、私に臨床医の感覚を戻してくだ

さっていることを実感しています。また、月に一度皮膚科

に関する講義と言いますか、雑談のようなお話をスタッフ

を対象にさせていただいています。少しでもお役に立ち

たいと思って始めました。医療スタッフの皆様が、格別に

忙しく、重い任務を背負っておられ、毎日のルーチンワー

クで精一杯なことを十分承知しております。それだけに

少しの時間ですが、皮膚科の情報を中心に、話題提供を

と願っています。

　私の職業観は、楽しく厳しくです。「どんな仕事にもそ

の仕事にしか味わえない喜びがある」と信じています。ま

してや医療職においておやです。

　病院でお会いした折には是非、声をかけてください。

　地域の皆様、城南病院スタッフの皆様、こんにちは。

金曜日の整形外科外来を担当させていただいている大

串 幹（おおぐし みき）です。私は、熊本大学医学部附属

病院リハビリテーション部に勤務しており、大学では、整

形外科専門医およびリハビリテーション科専門医とし

て、整形外科診療のほか、主に急性期リハビリテーショ

ン医療に携わっています。

　城南病院は、地域医療の要として、重要な役割を果た

されています。整形外科は老若男女全年齢の患者様の

全身の運動器疾患を対象としていますが、特に高齢者

においては、運動器の機能障害は、身体活動を制限し、

ADLばかりでなくQOLを低下させ、健康寿命を短縮さ

せる主要因とされています。こちらでは膝痛・腰痛・肩痛

などの診断、治療が中心ですが、それに加えて、ご自宅

での練習法や日常生活

指導を行い、ちょっとし

たお悩みごとをお聞き

するなどして、ご自分で

の練習が楽しく継続で

きるようにお手伝いし

ています。

　舞原という、爽やか

な名前のこの地で、楽しく、生き生きとした地域生活が送

れますよう、今後も精進して参りたいと存じます。お見か

けになったときには、どうぞお声をおかけください。今後

ともよろしくお願いいたします。

城南病院顧問医師として

城南病院非常勤医師として



城南病院の看護教育の紹介

皆様、こんにちは。看護部長の河島 京子と申します。

今回は、看護部の教育体制についてご紹介いたします。

当院の看護教育体制は、段階別の教育で看護技術力

と役割遂行能力を育成します（図参照）。段階別に「ビギ

ナー⇒キャリアアップ⇒リーダー教育⇒管理者教育」と

いう枠組で学習体系を図り、各コースに教育委員と看

護管理者の２名が教育担当者として企画運営します。

卒後１年目の教育内容を紹介します。平成２２年４月

より新人看護職員の研修制度が努力義務化され、当院

でも「新人看護職員研修事業」実施要綱およびガイドラ

インに基づいた教育を実践しています。院内では入職

時の部署別研修や技術研修の後、月単位の振り返りレ

ポートを基にグループワーク研修を行っています。院外

研修では、看護協会や済生会熊本病院の新人看護師研

修に参加させていただき、他施設と学習交流を行い、

日々の振り返りや目標の再確認をしています。最近何よ

りも嬉しかった事は、今年度入職した６名の新人看護師

への入職半年後アンケートに「私の目標とする看護師さ

んを見つけました。」と書いてくれた事です。新人看護師

を支え、素敵な看護師へ成長させてくれるキャリアナース

の育成が大切だと考え、

看護教育を行いたい

と思います。

西1Ａ病棟（回復期リハビリテーション病棟）は、平成

21年5月に開設され、今年で3年になります。

脳血管疾患や大腿頚部骨折で急性期治療を終えられ

た方の身体機能を高め、寝たきり防止、家庭復帰を目標

に集中的にリハビリを行う病棟です。また、当院の病棟

の特徴として、認知症やこころの病を抱えた方には精神

科医の診察が受けられ、当病棟でのリハビリを効果的に

行うための体制が整っております。

医師・理学療法士・作業療法士・言語聴覚士・看護師・

医療相談員・管理栄養士・薬剤師などがチームを形成し

リハビリテーションプログラムを作成し、家庭復帰へのサ

ポートを行います。日々、リハビリスタッフと連携を取りな

がらADLの向上に向けて援助を行っています。

最近では、リハビリの一つとして患者様が意欲を持っ

てリハビリが楽しめるように、中庭にプールを設け、魚

釣りができるようにしています。また、午後から風船バ

レー・塗り絵などレクリエーションを行い、患者様から

「楽しかった」という声も聞かれます。ホールから見える

美しい緑や広々したグランドは患者様のこころを和ま

せ、晴天の日には、患者様と一緒に散歩を行ったりもし

ます。常に患者様に笑顔で接し、コミュニケーションを

図りながら家族と連絡を密に取り、患者様の状況が説

明できるように取り組んでいます。

今後も笑顔で患者様に接し、患者様・ご家族の皆様

から喜ばれる看護を提供し、活気のある回復期リハビ

リテーション病棟を目指していきます。

西１Ａ病棟 看護師
大田 智子 福島 美由紀

看護部長
河島 京子

ビギナープログラム
・3年目教育コース
・2年目教育コース
・中途採用教育コース
・1年目教育コース

キャリアアッププログラム
・看護記録
・看護技術
・看護研究

リーダー教育プログラム
・リーダー育成講座

管理者教育プログラム

管理
・経営と管理
・事業計画
・人材育成

レベル１看護師
1～3年

レベル2看護師
3～5年

レベル3看護師
5～10年

看護師長
係長
主任
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目指す看護師像

城南病院看護部の継続教育プログラムでキャリアアップを支援します

「看護教育」
概念図
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西1A病棟（回復期リハビリテーション病棟28床）



2年ぶりに開催された「城南病院夏まつり」は、地域の皆さんとご利用者の方で

大盛り上がりの1日となりました。

夏 ま つ り 特 集

ふれあい音楽会

漫才と大喜利

今日のお客
さんは

美男美女ば
っかり！

歌声に大喝采の会場内

爆笑を誘ったコント

参加型の音楽会に皆さん積極的
村橋 和子先生

早稲田大学寄席演芸研究会

立山真由美先生



楽しかったね～

大迫力
！！

内野院長と司会の山内 要さん

慶徳 二郎さんと

城南火の国太鼓の皆さん

jonan戦隊爆笑レンジャー

いっぱい
すくうぞ～！！

jonan戦隊に
なりたい ！

リハビリテーション科
特製焼き鳥 ！

おいしいですよ～ 老人会舞踏部の皆さん

際田 まみさん

去る、8月20日（土）に2年ぶりに「城南病院夏まつり」を開

催いたしました。当日は不安定な天候にやきもきさせられな

がらも、奇跡的に全日程を開催することができました。昼の部

では、平成音楽大学の村橋 和子先生と立山 真由美先生によ

る「ふれあい音楽会」と早稲田大学寄席演芸研究会による

「漫才と大喜利」をステージイベントとして開催いたしました。

地域の方やご利用者の方で在宅ケアセンター通所リハビリ

テーション内に用意した約200席が満席の状態で、歌って

笑ってと会場は大盛り上がりでした。そのほかに会場ではデ

イケアご利用者の方と職員による芸術作品展示も行われ、来

場された方は熱心に見入っていらっしゃいました。

病院グラウンドで行われた夜の部は、朝まで降っていた雨

が上がったあとで足元が悪かったのですが、地域の方やご利

用者の方ご家族と職員家族など約850名に来場いただきま

した。ステージイベントでは慶徳 二郎さんと際田 まみさんに

よる「ふるさと熊本城南ミニコンサート」をはじめ、地元の城南

火の君太鼓の皆様・地元老人会舞踊部の皆様をゲストに迎

え、会場を盛り上げていただいたほか、当院職員による

jonan戦隊爆笑レンジャーアトラクションや当院各部署のス

タッフによるバザーなどを催しました。慶徳 二郎さんの笑い

のあるステージと際田 まみさんの透き通った歌声、そして城

南火の君太鼓の皆様の迫力のある太鼓演舞などで来場され

た方も楽しんでいらっしゃいました。フィナーレは打ち上げ花

火。小規模ではありますが夜空を彩って大変きれいでした。日

頃お世話になっている近隣地域の皆様には城南病院を身近

に感じていただけたいい機会となったと思います。城南病院

が地域の方に愛される病院となるように一層の研鑽を重ねて

いきたいと思います。当日ご来場いただいた皆様、ご協力い

ただいた皆様本当にありがとうございました。

事務部 総務経理課
堤 和夫城南病院夏祭りを開催！

さん



平成23年7月に北海道の札幌コンベンションセンターにて開

催された、日本精神科病院協会が主催する精神医学会に参加し

てまいりました。

飛行機に揺られること約2時間。雄大な北の大地に緊張を抱え

ながら向かいました。さすがに全国規模の学会です。最初に会場

に入った時の人の多さに驚かされました。北海道という日本の最

北の地で開催されたにも関わらず、会場には当院も含め、遠くは

九州や沖縄からの参加も多数あり、学会に参加されている方々

のエネルギーに圧倒されてしまいました。

私たち自身、全国区の学会での発表は初めてでしたが、緊張を

抱えながらも無事に発表を終えてくることができました。今回の

発表のテーマは「城南病院の医療の特色」でした。「当院の精神

科と一般診療科を兼ね備えた特徴を生かした、『心と身体の両側

面を同時に治療してゆく医療』が患者様にどのようなサービスを

提供できているのか？」という内容で発表を行なってきました。

学会に参加された、ほかの医療関係者の方の発表も、聞いて

みるとさまざまな視点や方法、考え方があることを知ることがで

き、私たち自身の未熟さを改めて思い知らされるいい機会で

あったと思います。今回の学会で得た知識や経験を生かし、城

南病院らしい医療をより追求し、当院を利用される患者様や地

域の方々に対してどのように貢献して

いけるかを考えていこうと思います。

作業療法士 泉 誠也
言語聴覚士 江村 貴文

精神医学会に参加して

あれこれ 1

パネル発表で多くの方に興味を
持っていただきました

発表を前に緊張

札幌コンベンションセンター

今回は7月に開催された精神医学会の様子や、構

音障害について、そして栄養課主催で行っている

「イベント食」についてお伝えいたします。

今回の「あれこれ」は……

城南病院の

当院の特色を生かした
治療の進め方をご紹介しました



管理栄養士 南部 美由紀イベント食を実施して

 栄養課では城南病院に入院中の方へ病院食を、併設の在宅ケ

アセンターをご利用されている方へデイケア食を提供していま

す。少しでも多くの方に食事を楽しんでいただくため、昨年より対

象者別にイベント食を実施しております。イベント食とは、季節の旬

の料理や、おやつなどを栄養課スタッフが病棟やデイケアで、ご利

用者へ直接提供します。イベント食でご利用者様には普段と違った

雰囲気で食事を楽しんでいただき、食事への意欲と満足をご提供

したいと考えています。今年はこれまでに、5月と7月に南病棟で

おやつバイキングを実施し、8月には院長・看護部長・併設施設の

在宅ケアセンター内の通所リハビリテーション「なごみ」のスタッフ

が参加しご利用者様へ寿司バイキングを実施しました。ちらし寿

司・巻き寿司・にぎり寿司を栄養課スタッフが目の前で実演しまし

た。和気あいあいとした雰囲気で利用者の方々に大変喜んでいた

だけたと思っています。普段は直接接することが少ないスタッフも

ご利用者様が嬉しそうに食事をされている姿をみて元気をいただ

きました。これからも満足していただける食事を提供できるように

栄養課スタッフ一同頑張って行きたいと思います。

言語聴覚士 川添 太舟
構音障害による問題点と
その対応法

あれこれ 2

あれこれ 3

構音障害とは、肺や声帯の機能低下や口唇や舌等の障害によ

り、正しい発音ができず、コミュニケーションに支障をきたす障

害です。この障害は、失語症とは異なり、ほかの人が話してる

ことを聞いて理解することや文字を理解すること、言葉を思い出

すことには問題はありません。認知症を合併していない場合もあ

りますので、自分の発する言葉が相手に伝わらず、非常にストレ

スがたまる障害です。

問題点 対応法
他者に対して意思伝達が困難になる。

発話の意味、内容を明確にするために何度も

言いなおさなければならない。

何度も聞き返しをされる。

心理的ストレスが増加する。

コミュニケーションをとることに消極的となり、

孤立化してしまう。

聞き取れないために周囲が話し掛けることを

避けるようになってしまう。

ゆったりした態度で、状況や文脈などから推測

して話を聴く。

はい、いいえで答えられる質問内容にする。

筆談や空書で伝えてもらう。

身振り手振りにて要求を伝えてもらう。

文字盤（50音字や数字）を指させる、または透明文

字盤を使って、視線で要求を伝えてもらう。

意思伝達装置（トーキングエイド等）を活用

する。

AAC（代替コミュニケーショ

ン機器）はさまざまなものがあ

りますが、大事なことは、コミュ

ニケーションに障害がある方に

接する時の心持ちだと思いま

す。ゆっくり、落ち着いた状態で

コミュニケーションを取れるよ

うにしましょう。

構音障害とは

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

病棟に行く機会がない調理師も笑顔でおもてなし

内野院長のあいさつとスタッフによる案内

最後に

50音表やトーキングエイド

（携帯型会話補助装置）、伝の心

（意思伝達装置）などがあり文字

盤やパソコンを使って、相手に

意志を伝えやすくする方法があ

ります。これらの機器は、国から

の日常生活給付制度により給付

を受けられるものもあります。

AACについて詳しく知りたい方

は、お近くの言語聴覚士の方に尋

ねてください。 伝の心

トーキングエイド

調理師の渡辺さん（左）・田﨑さん（右）



内野克

内野克

中津

大津

担当医

有働

大津
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担当医

松村

内野院長

内野院長

松村

大津

担当医

髙橋

村方

中津

中津

担当医

松村

小出

松村

中津

中津
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担当医

有働

木村

中津

中津

担当医

山下

村方

小出

中津

中津

担当医

髙橋

中津

中津

中津

大串

大串

内野克

内野院長

内野院長

大津

担当医

山本（髙橋）

木村

担当医

月曜 火曜 水曜 木曜 金曜 土曜

内 科

神 経 内 科

神経難病外来

呼吸器内科

消化器内科

（内視鏡・超音波）

外 科

リハビリテーション科

精 神 科

整 形 外 科

皮 膚 科

麻 酔 科

診療科目

小野
月2回不定

担当医

担当医
再診のみ

外来診療担当医外来診療時間

☎ 0964-28-2555

内科
神経内科
呼吸器科
消化器内科
麻酔科

診療科 併設施設

在宅ケアセンター
●居宅介護支援事業所 なごみ
●ヘルパーステーション なごみ
●通所リハビリテーションなごみ

●物忘れ予防デイケア ときめき
●認知症デイケア かがやき
●精神科デイケア すまいる

適合高齢者専用賃貸住宅 きらり舞原
グループホーム・ケアホーム けやき

関連グループ法人

一般財団法人 化学及血清療法研究所
学校法人銀杏学園 熊本保健科学大学

精神科をはじめて受診される場合は、あらか
じめお電話にてご相談ください。ゆっくりと
お話をお伺いするために午前11：00までに
受付をお済ませください。

※

平成23年11月 医療法人杏和会 城南病院 広報委員会 編集発行

http://www.jonan-hospital.or.jp/ 熊本 城南病院 検 索

バスをご利用の場合

熊本交通センターから
乙女経由小市野行・乙女経由甲佐行、病院前下車（熊本バス30分）
城南行、杉上今バス停下車（熊本バス25分） 徒歩15分

熊本駅から
熊本駅から交通センターまで（バス10分）
交通センターからは上記バスに乗り換え

宇土駅から
城南行、城南営業所で熊本方面行（熊本バス） に乗り換え
杉上今バス停下車  徒歩15分

イオンモール熊本発シャトルバスをご利用の場合

イオンモール熊本よりシャトルバス送迎を行っております
詳しくはお電話にてお尋ねください

九州自動車道をご利用の場合

九州自動車道御船ＩＣより車で10分

〒861-4214 熊本県熊本市城南町舞原無番地
TEL 0964-28-2555 FAX 0964-28-4849
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表紙写真：病院敷地内のイチョウ並木にて撮影




