
私たちは、病める人の気持ちを理解し、信頼され、
選ばれる病院を目指して研鑽します。
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今年最初の「かなで」をお届けするにあたり皆様にご

挨拶申し上げます。日頃から、城南病院ならびに関連施

設が大変お世話になっております。

日本では、平成2年頃バブルがはじけて以来、経済の

低迷状態が続き、平成7年には「阪神・淡路大震災」が

発生しました。やっと復旧した矢先、平成23年に未曾

有の「東日本大震災」が発生し、これまでに類をみない

放射能汚染のため、その復興も遅々として進まず、日本

全体が暗いムードにあります。そのような中、さらに平

成24年8月、9月には韓国との間に竹島問題、さらに中

国との間に尖閣諸島問題が発生し、まさしく内憂外患

の状況にあるように思います。昨年末、3年3カ月続い

た民主党政権が倒れ、安倍政権が誕生し、その前後か

ら急速に円安、株高に動いておりますので、強い経済を

取り戻し、国民の安全を第一とする国作りを掲げるそ

の政策と手腕に期待したいと思います。

城南病院ならびに関連施設では、昨年は4月以降に

3つの新規事業、1） 療養型病棟32床の障害者一般病

棟への転換、2）住宅型有料老人ホーム「まいのはら」

（40室）の開所、3） 地域リハビリテーションセンターの

開所を実施いたしました。

お陰様で、障害者一般病棟（従来から存在した60床

を合わせ、92床）は90%以上の稼働率、「まいのはら」

も現在ほぼ満室の状態で、どの事業も順調に展開して

おります。また一般病床（回復期28床、障害者病棟92

床）と精神病床（78床）が併設されている当院にとりま

して、重点課題の常勤の精神科指定医３名の確保と精

神科診療体制の維持、脳卒中・神経難病など神経内

科・脳外科・リハ科を中心とした診療体制構築なども順

調に推移しております。この他、在宅生活を支援する包

括的で継ぎ目のない保健・医療・介護・福祉サービスに

も重点的に取り組んでいます。本年度も病棟、外来、在

宅部門も順調に推移することを期待しております。昨

年7月から病院機能評価（Version 6）に向けて、病院

全体で不適合事項のチェック、業務改善の取り組みを

行っており、3月には機構からの訪問審査が行われる

ことになっています。医療環境の変化に合わせて、病

院の5年後、10年後を見据えた中期事業計画も策定

中で、近々ご紹介できればと考えております。

今後も、地域の方々に選ばれる病院として存続・発

展していくためにはハード面に加え、人材の確保、育

成が不可欠で、職員全員が目的意識を持って、それ

ぞれの持ち場で切磋琢磨し、安全で質の高い医療、

介護を提供するため努力を続けていく覚悟でおりま

す。どうか皆様のご理解とご支援をよろしくお願いい

たします。

職員全員が切磋琢磨
安全で質の高い医療・介護を

平成24年4月に迎えた新人職員も、日々切磋琢磨しています

院長　内野 誠

院長より皆様へ



消化器内科医師の着

任に伴い、内視鏡検査

を再開することになり

ましたのでご案内いた

します。

内視鏡検査を受ける

患者様は、診断に対す

る不安に加え、内視鏡

を挿入されることに不安を抱えて受診されます。その

不安を少しでも軽減させ、安心して検査を受けていた

だくよう、私たち看護師は常に患者様の目線に立った

説明を行い、落ち着いて検査が受けられるよう環境を

整えることが重要だと考えています。当院ではお一人

お一人ゆっくりと検査を受けていただくよう、予約時間

をご案内しています。検査前から検査後まで担当の看

医師紹介

消化器内科　平﨑 照士

医師からのメッセージ

消化器疾患は食道か

ら大腸・肛門、肝、胆、

膵、腹膜にわたる多様

な疾患であり、腹痛、悪

心・嘔吐、胸焼け、便秘・

下痢、腹満（お腹がは

る）などの症状が日常よ

く問題になります。消化

器疾患には自然治癒する病気もあれば慢性に持続する

疾患（潰瘍や炎症性疾患）や、切除・手術が必要な疾患

(がん、大腸ポリープ、胆石など）もあり、疾患（病気）の

経過や治療の方法もさまざまです。また、最近日本人の

大腸がん、膵がんは増加しています。大腸がんによる死

者は年間約４万人で、胃がんに次いで第３位です。胃が

んによる死者は年間約５万人で、減少しているとはいえ

肺がんに次いで第２位といわれています。

私の専門分野は消化管疾患(胃腸疾患）で、おもに内

視鏡を用いた診断・治療を得意としています。2000年

から2005年までは四国がんセンターで早期胃がん、

大腸がんの診断・治療を担当しておりました。がんに限

らず消化器の病気について気軽に相談・受診していた

だける環境をつくっていきたいと思っていますのでよ

ろしくお願いします。

内視鏡検査は今まで行ってきた上部消化管内視鏡

検査（いわゆる胃カメラ）に加えてこれまで当院ででき

なかった大腸内視鏡検査も施行できるよう準備してい

く予定です。

城南病院消化器内科に赴任して

外来師長　野口 順子

護師が付き添いながら、検査中の説明、検査後の生活や

食事について説明させていただきます。緑豊かな環境

と、広々とした綺麗な中庭広がる外来フロアーでお待ち

しております。

より安全な内視鏡検査を、安心して受けていただけ

るよう努力してまいります。どうぞよろしくお願いいた

します。

内視鏡検査再開のお知らせ



　当院では症状の進行やニーズに合わせて

３つのデイケアで支援させていただいていま

す。利用者様の家庭における生活はさまざま

で問題点も異なるので、デイケアでは家庭生

活に取り入れることができるようなリハビリを

試みています。また生活支援者という立場で

日々向き合っています。

城南病院の
認知症に対する支援
当院では院内外の資源との連携を密にして、認知症の方が住み慣れた地域で生活を継続できるよう
多職種にわたるスタッフがそれぞれの特色を発揮して支援に取り組んでいます。
今回はそれぞれの立場から支援に対する思いについて語り合いました。

在宅部門 認知症デイケア「かがやき」
作業療法士　中山 誠二

　認知症の患者様のご家族は周辺症状への

対応に苦慮されていることが多く、切羽詰まっ

てから連絡されるケースも多々あります。その

ため“一緒に考える”という姿勢でご相談をお

受けしています。ケアマネジャーや行政の職

員の方とも密に連携を図り、患者様が安心し

た生活が送れるように外来・入院・リハビリな

ど、さまざまな選択肢の中からその患者様に

合った支援を考えています。

地域医療部　ソーシャルワーカー
吉里 百合子

　入院治療が必要な方、特に周辺症状に対

して責任を持って対応するようにしていま

す。薬物・環境・リハビリを通してバランスの

良い関わりが大事です。身体合併症の治療

や精神リハビリのみならず、身体リハビリ

（PT・OT・ST）を積極的に行っていることも

当病棟の特長です。患者様の病態を予測し

ながら多職種で連携して治療に当たってい

ます。ご家族との相談を密に行い、常に患者

様に寄り添う姿勢を大事にしています。

認知症病棟師長
米原 ひとみ

患者様に寄り添い、
患者様に合った支
援を行います

懐かしい道具に触れて
古い記憶を呼び覚ます
ことで、脳への良い刺
激を促すなど、さまざ
まなリハビリを行って
います

　当院は、精神科のみならず内科・神経内科・脳神経外

科・リハビリテーション科・消化器内科など多くの診療科

や居宅介護支援事業所、物忘れ予防デイケア、認知症デ

イケア、通所リハビリテーションなどの認知症に関わる

多くの資源を有する病院です。このような資源を有する

病院として、認知症の方が住み慣れた地域で生活を継

続できるよう、院内連携はもとより、かかりつけの先生、

行政、地域とも連携して効果的な支援を行うことを目指

しています。それぞれの職種・立場で認知症疾患に向き

合い、日ごろどのような点を大事にしているかお伺いし

たいと思います。



介護分野

医療分野

認知症の症状進行に合わせた
医療・介護サービス提供と当院の役割

もしかして
認知症…？

本人・家族の
気づき

認知症で
あるか診断

認知症デイケア
「かがやき」

物忘れ予防デイケア
「ときめき」

急性増悪期安定期

他施設

症状悪化

症状改善

相談

引き継ぎ

生活環境や
認知能力
などの確認

検査・診察先
として紹介

忘れっぽくなった
被害妄想にかられる
うつ気味である

!

!

!

日常診療
在宅支援 入院

急性増悪期
診療

要介護認定の申請代行、
ケアプランの作成など

相談・受診

紹介紹介
：当院関連施設

確定診断

依頼

地域包括支援センター

通所リハビリテーション
「なごみ」

ケアマネジャー

かかりつけ医

城南病院

　外来では、認知症を診断するMMSE、

HDS-Rなどの神経心理学的検査、血液検査

およびMRI検査を行っています。特に当院の

MRIにはVSRADという早期アルツハイマー

型認知症診断支援システムを搭載しており、

的確な診断・早期発見に効果を発揮していま

す。なお、検査に不安を感じられる患者様や

家族の方も多くいらっしゃいますので、安心

できる説明・穏やかな対応に努めています。

　認知症高齢者の方の中には、地域で生活

されている方も多くいらっしゃいます。必要な

介護サービスを提供するため、ご本人・ご家

族の方のお話をしっかりと伺っています。可

能な限り希望に沿ったアドバイスができるよ

う、地域包括支援センター、かかりつけの先

生、福祉・介護施設と積極的に連携するよう

に努めています。

　認知症治療はやはり早期発見・早期治療

が大事になりますね。“年齢相応の物忘れよ

り進んでいる”、“以前とは異なった行動や発

言が増えた”などと思われた場合は早めの相

談をお勧めしています。当院では外来、認知

症病棟、在宅支援部門が連携して対応して

いるほか、病院外の日常生活の援助も必要

不可欠となりますので、行政や地域の資源を

総動員して最善の支援ができるよう心掛け

ています。

精神科医師　有吉 中

外来師長　野口 順子

居宅介護支援事業所「なごみ」
ケアマネジャー　中島 満

さまざまな検査を
用い、認知症の早
期発見に尽力して
います



住みなれた地域で
いきいきと

あれこれ

昨年4月に開設した「地域リハビリテーションセ

ンター」のご紹介とお正月あれこれ、城南レシピ

ではイベント食で提供しました「押し寿司」を紹介

します。

今回の「あれこれ」は……

城南病院の

平成24年4月に地域リハビリテーションセ

ンターが開設し、約1年が経過しました。高齢

化社会の現代では、病院で行うリハビリも大切

ですが、病気になる前の予防や病院を退院し

た後の再発予防といった「予防リハビリテー

ション」がとても重要とされています。地域リ

ハビリテーションセンターでは、この予防リハビリテーションに積極的

に取り組んでいます。

主な活動としては自宅でリハビリを行う「訪問リハビリテーション」、

地域住民の方を対象に公民館などの地域施設で運動指導を行う「健康

教室」などを行っています。「訪問リハビリテーション」では、リハビリの

スタッフがご自宅にお伺いし、お一人おひとりの身体の状態や環境に合

わせ、歩行や日常生活動作などの訓練を行い、在宅での生活が安心し

て継続できるようサポートしています。

健康教室では病気に対するミニ講話や自宅でできる運動（転倒予防

体操や腰痛体操）の指導等を行い、介護予防の普及に取り組んでいま

す。この他にも福祉用具・住宅改修などのご相談や介護方法の指導や

アドバイス等にも対応しています。

住みなれた地域でいきいきとした生活が送れるよう、城南病院をは

じめとし、地域の医療施設や在宅サービス機関と連携しながら、地域

住民の皆様をさまざまな面で支援できるよう取り組んでいきたいと

思っております。今後もスタッフ一同、地域に根ざしたリハビリテーショ

ンを提供していきたいと思いますのでよろしくお願いいたします。

作業療法士　平塚 理沙

健康教室の様子。ご依頼が
あれば出張いたします

福祉用具の使い方、介護
方法の指導・アドバイスも
行います

ご自宅にお伺いして
リハビリテーション
を行います



あれこれ

作業療法士　緒方 真弓お正月あれこれ

城南病院の在宅部門には、「通所リハビリセンターなごみ」、デイ

ケア（「かがやき」・「ときめき」・「すまいる」）があります。各部署とも、

利用者の方々に喜んでいただきたいと、季節の行事や装飾を行っ

ています。

1月はお正月ということで、玄関に職員手作りの立派な門松と神

社が設置されました。手作りのおみくじも準備されており、今年は神

社の初詣に行くことができなかった利用者の方々も、なごみ神社で

お参りをされて初詣ができたと大変喜ばれていました。

「精神科デイケアすまいる」では、1月7日に恒例の「どんどや」を

病院のグラウンドで行いました。大変寒い日でしたが、多くの方が見

学に来てくださり、書道の作品を火に投げ入れて上達を祈願した

り、健康を願って「どんどや」で焼いたお餅やさつまいもを食べたり

と楽しい時間を過ごされていました。今後も魅力ある活動を企画し

ていきたいと考えております。

下ごしらえをする。
● かんぴょうは塩もみし水で戻し、茹でておく。か

んぴょう、干椎茸、にんじんはせん切りにし砂糖、

薄口しょうゆ、だし汁で煮る。※1

● 菜の花はさっと色よ

く茹で3cm幅に切る。
● えびは開いて背わた

を取り、片栗粉をまぶ

して洗う。酒、うすくち

醤油で下味を付ける。

昆布を入れてご飯

を炊く。炊き上がった

ら酢飯をつくり、※1

を混ぜ合わせる。

型にラップを敷き

2.の酢飯を敷き詰め、
桜でんぶをまんべんな

く散らす。その上に錦

糸卵、えび、菜の花の

順に載せる。

「有料老人ホームまいのはら」の誕生会で
提供した祝い膳の中から「押し寿司」をご
紹介します。会食は今後２カ月に１回の実
施予定です。４月は“春の料理”でお祝い
する予定です。どうぞお楽しみに！

●かんぴょう…5ｇ（1/2本）　●干椎茸…2枚
●にんじん…50ｇ　●砂糖…大さじ１弱
●薄口しょうゆ…大さじ1弱　●錦糸卵…卵2個分
●菜の花…25ｇ　●精白米…2合　●出し昆布…適宜
●寿司酢…（酢…大さじ3と1/2、塩…小さじ1/2、

砂糖…大さじ4と1/2）
●桜でんぶ…10ｇ　●えび…10尾　●いくら…15ｇ

上からラップを敷

いて、平らなものでしっ

かり押さえ、しばらく置

いてなじませる。濡らし

た包丁で食べやすい

大きさに切り、いくらを

飾れば出来上がり！

1.

2.

3.

4.

材料（5人分）

ご飯は少し水を控えて硬めに炊いておき、炊き上
がったらすぐにふたをあけ蒸気を逃がします。す
し酢はご飯が熱いうちにかけましょう。１分おいて
なじませた後、うちわであおいで急冷するとつや
がでます。

レシピ紹介 　　 管理栄養士　南部 美由紀

 （1人分：231kcal）

それぞれの願いを胸に
伝統行事「どんどや」を
行いました

（上）院内に神社が登場。
　　おみくじの結果は？
（左）毎年恒例の門松制作

入居者様のご家族を招き、楽しく会食しました。



外来診療担当医
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在宅ケアセンター
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●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
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サービス付き高齢者向け住宅
きらり舞原

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

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
〒861-4214　熊本県熊本市南区城南町舞原無番地
TEL 0964-28-2555　FAX 0964-28-4849

脳神経外科
整形外科
リハビリテーション科
皮膚科
精神科

内野克

内野克

木村貴

片岡

AM PMAM PMAM PMAM PMAM PMAM PM

内野院長

木村貴

松村

内野院長

内野院長

松村

木村貴

担当医

平﨑

平﨑

担当医

松村

小出

松村

木村貴

有吉

木村竜

木村貴

担当医

平﨑

小出

平﨑

木村貴

有吉

木村貴

大串

大串

内野克

内野院長

内野院長

木村貴

片岡、担当医

木村竜

木村貴

月 曜

内 科

神 経 内 科

神経難病外来

呼吸器内科

消化器内科

リハビリテーション科

精 神 科

整 形 外 科

皮 膚 科

診療科目

小野
月2回不定

担当医

担当医

火 曜 水 曜 木 曜 金 曜 土 曜

外来診療時間

 9：00～12：30
13：30～17：00 

土曜（午後）、日曜、祝日

 9：00～12：00

平　日

土　曜

休診日

お問い合わせ

☎ 0964-28-2555

宇
土

富
合

南熊本平成

嘉島町
上仲間

城南町
今吉野

緑川

御船IC

九
州
自
動
車
道

火の君総合
文化センター

イオンモール熊本
（旧ダイヤモンドシティクレア）

城南病院

東バ
イパ
ス

浜
線
バイパス

白山
通り

産業
道路

熊
本

J
R
鹿
児
島
本
線

九
州
新
幹
線

57

57

3

3 266

266

240

38

JR
三角線

JR
豊肥
本線

川
尻

バス・タクシーをご利用の場合

熊本交通センターから
「4番のりば」より「乙女経由甲佐行き」乗車、「城南病院前バス停」下車

JR南熊本駅から
「南熊本バス停」より「乙女経由甲佐行き」乗車、「城南病院前バス停」下車

イオンモール熊本（旧ダイヤモンドシティクレア）から
「イオンモール熊本クレアバス停」より「乙女経由甲佐行き」乗車、
「城南病院前バス停」下車。またはタクシーで5分

JR富合駅から
「国町駐車場バス停」より「南区役所経由城南総合出張所行き」乗車、
「城南総合出張所」下車。その後タクシーで5分

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

私たちは、病める人の気持ちを理解し、信頼され、
選ばれる病院を目指して研鑽します。

城南病院の理念

バリュー
常に患者様本位で考え行動します。
専門医療を推進するため謙虚な態度で日々研鑽に努めます。
地域、社会ならびに医療機関との連携を推進します。
心身両面にわたる自立支援を多職種協同で実現します。
互いに尊敬と協調の心を持ち、仕事に専念します。

学会等認定施設

日本認知症学会認定専門医教育施設
日本神経学会認定専門医准教育施設

住宅型有料老人ホーム まいのはら
グループホーム・ケアホーム けやき

表紙写真：病院敷地内「癒しの森」にて撮影


