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手塚アニメに見る現代の課題

　再生医療実現の扉を大きく開いた多能性幹細胞といえ

ば「iPS細胞」です。ノーベル賞の影響もあり、知らない人

はいないほど有名になりました。私が「iPS細胞」で思い出

す一つに、手塚 治氏の「不思議なメルモ」というアニメに

登場する「メルモちゃんキャンディー」があります。赤い

キャンディーを食べると10歳若返り、青いキャンディーを

食べると10歳年をとる。赤いキャンディーを2個以上食べ

ると受精卵まで若返ってしまうという、まさに「iPS細胞」

の先駆けともいえるアニメです。最近、異例の速さで「iPS

細胞」を使った臨床応用がスタートしました。

　手塚 治氏といえば「鉄腕アトム」も挙げられますが、こ

れもまた原子力時代を先取りしたアニメで、その当時まだ

日本には原子力発電その物もありませんでした。彼の想

像力に驚くばかりか、戦後の暗い日本の中で遠い明るい

未来を読むというその才能には頭が下がります。彼の中

ではいずれもいつか実現されるであろうという思いが

あったのかもしれません。これらのアニメは、あくまで平和

利用が前提であり、痛快なまでに人々を引き込む魅力が

ありました。高度成長期の中、いろんな期待に神話要素が

培われた背景もあるでしょう。

本当に大切なものとは

　現在、日本の原子力は、無慈悲にも科学者によるその

作為的安全神話によって多大な被害をもたらしました。こ

れからもその償いが途絶えることはないと思われます。本

来、科学の最先端にいる人間が最大限の想像力をもって、

あらゆる可能性を追求するべきですが、事実を知りつつ

もそれを否定したことは残念極まりないことです。未だに

放射能汚染対策は想像以上に困難を極めています。東日

本大震災によって起きた放射能事故の明確な根本原因も

まだ明らかにされていない中、一方では原発の海外輸出

が進んでいます。その背景には、やはり経済至上主義が

存在しているのは事実で、大きな渦に引きずり込まれよう

としています。我々日本は何かを失おうとしているとして

いるような気がしてならないのは私だけでしょうか。

温故知新がつなぐ日本の未来

　「本当の幸せとは何か」―。大変ありがたいことに海外

の、少なくとも日本より経済的に豊かとはいえない国々か

らも、被災地への支援をいただき感謝の念に堪えません。

そして、「それが意味していることは何なのか」「我々が

今、海外に対して、世界に対して発信しなければならない

のは何か」。一度立ち止まって考えてもいいのではないか

と考えます。

　残念ながら孔子が展開した論語は中国では定着しませ

んでしたが、その言葉に「子、四つを以て教う。文、行、忠、

信」があります。非常に実のある文章ですので、ぜひ一度

調べてみることをお薦めします。日本の未来に向けて繋ぐ

という意味で、日本が海外から学ぶべきことや、古きこと

から学ぶべきことが多く存在するのも確かなようです。

iPS細胞から考える
私たちが学ぶこと。

リハビリテーション部長
木村 貴弘

DOCTOR’S MESSAGE医師からの
メッセージ

Takahiro Kimura’s 

 Message



　外来部門は看護師５名からな

る部署です。外来診察・処置をは

じめ、入院患者さまの受け入れ、

衛生具の滅菌管理、内視鏡検

査、訪問看護など業務は多岐にわたります。

医師数も増加し、外来患者様の数もそれにともなって増

加しております。中庭を望むことができる一般科の診察

待合室は癒やしの空間でもあり、当院を受診いただく

方々に好評です。また、精神科は落ち着いて診察を受け

られるように工夫された空間です。

　当院を受診される患者様の疾患は幅広く、日々知識と

技術の研鑽を行っています。まだまだ城南病院の外来を

ご存じない方もいらっしゃいますので、城南病院の医療に

一番初めに触れる部署として、患者様に寄り添う看護を

感じていただき、そして選ばれる病院を目指し、外来部門

として貢献していきたいと思います。

　ご自身の身体について心配なこと、気になる点があれ

ば、お気軽にお声掛けいただき、ご相談ください。今後と

も何とぞよろしくお願いいたします。

外来師長
野口 順子

外来部門・訪問看護のご紹介

西１A（回復期リハビリテーション）病棟　　

　西１A病棟は平成21年に回復

期リハビリテーション病棟として

スタートし、6年目を迎えました。

ベッド数は28床で、病棟スタッ

フ19名の部署です。主に脳梗塞や脳出血を発症された

方、骨折された方、肺炎後にリハビリが必要な方などを対

象に、365日、集中的にリハビリを行っています。

　回復期リハビリテーション病棟の最大の目標は「機能

回復と自宅復帰」です。一人ひとりの病状・症状に応じた

ゴールを設定し、多職種によるサポートをさせていただき

ます。入院直後から行なうカンファレンスやリハビリ回診

で、病状や治療効果の検討、ご自宅へ戻られた後のフォ

ロー体制について、回数を重ねながら慎重に検討してい

きます。

　リハビリは理学療法士・作業療法士・言語聴覚士と

いったセラピストのほか、1日の大半を過ごされる病棟で

も看護師による生活リハビリを行なっています。また、昨

年の透視装置の導入により、摂食嚥下障害の評価も積極

的に行っています。

　朝起きてから夜寝るまで、日々繰り返される食事動作、

排泄動作などを訓練の場と捉え「やっている動作」に着目

して、寄り添い、励ましながら繰り返し行なっています。地

域の皆様に「城南病院でリハビリがしたい」と言っていた

だけるよう、今後もスタッフ全員で取り組んでまいります

ので、どうぞよろしくお願いいたします。

病棟師長
宮田 孝子

さん

えんげ



新しい内視鏡装置を導入！新しい内視鏡装置を導入！
経口 経鼻 スコーフで診断大腸

内視鏡装置のリニューアルにともない、
これまでに比べてより精密な画像を撮影して
的確な診断に活かすことが可能になりました。

今回の更新によって、外来診察だ

けではなく企業健診・人間ドックな

ど、健康な方への的確なアプロー

チと説明を実施できるようになり

ました。今までの上部内視鏡によ

る検査に加え、下部内視鏡による

大腸検査も院内で実施可能です。

また、嚥下機能の検査については、

これまでの嚥下造影検査（VF）に

加え、経鼻内視鏡と動画録画装置

による嚥下内視鏡検査（VE）にも

対応できるようになりました。

富士フィルムメディカル
「AdvanciaHD」

経鼻内視鏡

先進の画像処理技術を結集
ハイビジョン画像で
より高精度の診断へ
これまでよりも格段に精細なハイ

ビジョン画像で撮影するため、高

精度の診断が可能に。また、異な

る2種の動画を同時に比較できる

ため、病変の早期発見と病変部

の範囲診断に役立ちます。 レントゲンやMRI（核磁気共鳴画像法）の画像説明

や診断に用いてきた大きなモニターを内視鏡検査

にも使用。過去に撮影した画像も含めて全てを

チェックしながら診察できるようになりました。定期

的に検査をすることにより、病変の早期発見や比較

に繋げることができます。他院に紹介が必要な場合

は、精細なデジタルデータをお渡しいたします。

経鼻内視鏡スコープ・下部内視鏡スコープを導入

したことにより、当院が積極的に実施している嚥

下評価で嚥下内視鏡検査（VE）や今までできな

かった大腸の内視鏡検査を実施できるようになり

ました。また、稼働角（先端部が曲がる角度）が最大

210度、視野角が120度と広範囲の観察なども可

能になりました。

全ての撮影画像が
診察室や病棟で確認可能に

より的確な対応が
可能になりました

最新の経鼻内視鏡
下部内視鏡スコープを導入

えんげ

1RENEWAL

2RENEWAL

3RENEWAL
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内視鏡室での検査の様子

上部内視鏡（経口・経鼻）と
は食道・胃・十二指腸を検査
する装置です。これらの部位
を一連の検査で観察します。

大腸（結腸と直腸）と小腸の
一部を観察するために肛門か
ら大腸内視鏡を挿入。これら
の部位に、ポリープやがん、炎
症などがないかを調べます。

内視鏡検査で健やかに
定期健診で早期発見・早期治療
内視鏡検査で健やかに
定期健診で早期発見・早期治療

定期的に検査をすることにより、過去の状態と比較する

ことができるため、早期の病変でも発見に繋がりやすくな

ります。企業健診、健康診断、人間ドックをご検討中の方

には、通常メニューにオプションで検査の追加が可能で

す。詳しくは当院健診担当者にご相談ください。

担当：池田　☎0964-28-2555

健康診断・人間ドック

次の症状にご注意を！ 外来での検査を希望の方
まずは外来受診をお願いします。その
際に症状をご相談ください。

主治医、もしくは外来看護師にご相談く
ださい。

初診の方

通院中の方

早期発見・早期治療
のために、まずは
ご相談を！

長く続く胸焼け
食事が詰まりやすい
胃が痛い・もたれる
吐き気、胸やけ　など

便秘が続く・ひどくなった
下痢が続く
便に血が混ざる
腹痛がある・お腹が張る
便が細くなった　など

このような
症状の場合は…
このような

症状の場合は…

上部内視鏡で検査上部内視鏡で検査 下部内視鏡で検査下部内視鏡で検査

このような
症状の場合は…
このような

症状の場合は…

外科・麻酔科 部長

髙井 英二

CHECK!



あれこれ

当院看護師向け研修の取り組みについての

ご紹介と、通院に便利な無料送迎について

ご案内します。

今回の「あれこれ」は……

城南病院の

実技を中心とした研修
を行いました

　当院では、看護師育成とキャリアアッ

プとして、患者様の急変時に迅速に対応

できるよう日本救急医学会ICLS（医療

従事者のための蘇生トレーニング）コー

スディレクターである髙井医師を中心に

救命救急処置研修を行っています。

　最新基礎知識から実際の急変により想定されるあらゆる場

面について実践的にシミュレーションを行うことで、誰もが迅

速に救命救急処置対応ができることを目指しています。

　AED（自動体外式除細動器）やモニター付き除細動器を使っ

た研修では、実際にガイドラインにそって処置をしたり、8月9

日の研修では、実際に脈を測定できるシミュレーターを使い、

チームで確認し合いながら患者様の状態を的確にアセスメン

ト（評価）できるように、すべての役割を全員が体験しました。

　1年間で4回の研修を経た後は、日本救急医学会のBLS

（一次救命処置）コース講習受講証が授与されます。今後も業

務の中でいざというときに研修の成果を発揮できるよう研鑽

を積んでまいります。

院内看護師向け
救命救急研修を実施

看護師 主任

中野 美和

さん



※直前のご相談では調整ができない場合もございます。あらかじめ余裕を持ってご相談い

ただきますようお願い申し上げます。

※送迎車両の都合上、お待たせする場合もございます。あらかじめご了承ください。

やわらかな和風プリンの上にきな粉と黒
蜜をかけた「わらびもち風プリン」を紹
介します。飲み込む力が弱い方にも安心し
て食べていただける、とてもやわらかい
優しい味のおやつです。

●豆乳…120cc　●牛乳…80cc
●上白糖…18g　●ゼラチン寒天…3.6g
●黒砂糖…6g　●お湯…5cc　●きな粉…2g

材料（4人分）

豆乳ときな粉の原料である大豆は、たんぱく質含
有量がとても多く、アミノ酸の組み合わせが動物
たんぱく質によく似ていることから「畑の肉」と呼
ばれています。動脈硬化・肥満・肝臓病などの改
善や、疲労回復・スタミナ増強などの効果が期待
されます。

レシピ紹介 　　 管理栄養士　石上 さゆ美

 （1人分：58kcal）

病院正面玄関にて送迎
車両より乗降の様子

上白糖、ゼラチン

寒天、豆乳、牛乳を鍋に

入れて、弱火にかける。

沸騰しないように

気を付けながらよく

かき混ぜ、上白糖・ゼ

ラチン寒天を溶かす。

適当な容器に流し

入れ、冷蔵庫で冷やし

固める。

お湯で黒砂糖を溶

かし、黒蜜をつくる。溶

けたらしばらく冷まし

て、固まったプリンに

きな粉といっしょに掛

けて盛り付ける。

1.

2.

3.

4.

※固まったプリンを取り出すときは、容器を温めて

表面を少し溶かすときれいに取り出せます。

イオンモール熊本からの送迎について
前日までに予約が必要ですので、あらかじめ当院にご連

絡をお願いいたします。

城南町および近隣地区の送迎について
あらかじめご相談いただきますと、通院するための交通手

段の確保が困難な方向けの送迎対応を行っております。お

電話でお気軽にご相談ください。

お問い合わせ・お申し込み

☎0964-28-2555 （担当：池田）

あれこれ

　外来受診の方を対象に、「イオンモール

熊本」（旧：ダイヤモンドシティ・クレア）お

よび「城南町・近隣地区」と病院間の無料

送迎を行っております。

医事課長　池田 幸助外来無料送迎のご案内



内科
神経内科
脳神経外科
循環器内科
呼吸器内科
消化器内科

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

地域リハビリテーションセンター
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

外科
整形外科
リハビリテーション科
皮膚科
麻酔科
精神科

外来診療担当医

内野克

内野克

藤田

麻生、阿邉山

藤田

髙井

髙井

内野克

AM PMAM PMAM PMAM PMAM PMAM PM

髙井

髙井

木村貴

松村

内野院長

松村

木村貴

有吉、担当医

髙井

髙井

内野院長

内野院長、有吉

木村竜

藤田

藤田

松村

小出

松村

髙井

木村貴

麻生、担当医

小出

木村竜

木村貴

熊大担当医

髙井

木村貴

小出

藤田

有吉、阿邉山

藤田

髙井

髙井

小出

髙井

髙井

木村貴

内野克

内野院長

庄野

木村貴

担当医

髙井

庄野

内野院長

内野院長、有吉

木村竜

木村貴

髙井

月 曜

内 科
神 経 内 科
呼吸器内科
循環器内科
外科

リハビリテーション科
精 神 科

整 形 外 科
皮 膚 科
内 視 鏡

超音波（腹部・乳腺・甲状腺）
超 音 波（心臓）
神経難病外来
物 忘れ 外 来

診療科目

小野
月2回不定

木村円
毎月最終金曜

担当医

担当医

火 曜 水 曜 木 曜 金 曜 土 曜

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

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 けやき

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
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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

地域の医療ニーズに応えられる病院を
目指します
家族を入院させたい病院、職員が働き
続けたい職場づくりを目指します
医療技術・知識の向上を図ることを通
じて、急性期病院や地域の医療機関・
施設との連携を推進します
治療成果の向上と患者さまの満足度向上
を図るため院内連携を強力に推進します
良質な医療・介護サービスを提供する
体制を継続的に構築していくために健
全経営を実現します

基本方針　

使命

軽症例の急性期治療や亜急性期治療
脳血管疾患や整形疾患の急性期後の
リハビリテーション治療
神経難病の治療
認知症の治療
精神疾患の治療（身体リハビリテーショ
ン治療を含む）
精神疾患患者の身体合併症の治療
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
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