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中期事業計画に一定の成果

　日頃より、城南病院ならびに関連施設の運営にご協力

をいただき、心から感謝申し上げます。

　昨年末、さまざまな論議を呼ぶ中で衆議院議院選挙が

実施され、過去最低の投票率ながらも、自民・公明の与党

が議席の2/3以上を占める圧勝となりました。第三次安

倍内閣が発足し、安定した政権基盤の下、「原発再稼働問

題」や憲法9条を改憲することなく拡大解釈による「集団

的自衛権の行使」、「特定秘密保護法」の施行など、国民の

過半数が反対ないし懸念している政策が着々と進められ

ています。しかし、国民の期待が最も高いのは「デフレ脱

却」、「景気回復」、「財政再建」ですので、公約通り経済最

優先で取り組み、成果を挙げてもらうことを期待しており

ます。

　2014年度の当院を振り返ると、2013年度にスタート

した中期事業計画の2年目に当たり、1) 専門領域の疾患

に関する知識・技術の向上、2) 医療サービスの格段の向

上、3) 城南地域での評価の向上・認知度向上を目指し、活

動してまいりました。

　2月に精神科の西浦医師、6月に精神科の阿邉山医師

を迎え、看護師21名、理学療法士（PT）・作業療法士

（OT）・言語聴覚士（ST）10名ほか、全60名の方々が入職

いたしました。

　また、昨年10月には従来月間1,200名程度であった外

来患者数が1,600名を超え、それに伴い年間の新規入院

患者数も従来の250名程度から400名余を数えるほど、

多くの患者様を受け入れることができました。

　これらの実績は医師をはじめ、全職員の日々の努力に

よるものであり、中期事業計画の目標達成に向って一定の

成果が得られていることを反映する数値ではないかと考

えております。

　そのほか、昨年度の事業として、① 地域包括ケア病床

の設立、② 院内保育園「さくら保育園」の開設が挙げられ

ます。① 地域包括ケア病床の設立には前提として、救急

告示病院の認可そのほかいくつかの条件があり、昨年6月

より施設基準を満たすための準備を重ね、10月1日に設

立が承認され、診療を開始しました。② 「さくら保育園」は

昨年3月1日に開設後、0～2歳児の12名の園児が通園し

ております。午前中の散歩の時間には、4～5名の保母さ

んと園児たちで、病院の中庭やグランドを乳母車に乗っ

たり、仲良く手をつなぎながら散歩したり、かけっこをす

るなど飛び回っていますので、その愛らしい仕草に入院

中の患者様も職員も、大いに元気をもらっています。

　このほか、春にはグランドで花見、夏にはゴムの水槽で

水遊び、秋には中庭で運動会をしたり、ハロウィーンで仮

装して病棟やデイケアでお菓子をもらったり、12月にはク

リスマス会やもちつきを開催するなど、四季折々の行事

を楽しんでくれています。

　当院には約350名の職員がいますが、結婚適齢期や子

育て世代も多く、出産後の職場復帰に際し、院内に保育

園があることが復帰を後押ししています。この取り組みを

評価していただき、「平成26年度熊本県男女共同参画事

業者表彰」を受賞することができました。設立に尽力いた

だき、保育園の内容充実に貢献されている関係各位に感

謝申し上げます。

職員一丸で365日活動

　今年は3年毎に行われる介護報酬改定の年ですが、予

定していた消費税10％増税による増収を見越した予算配

分が見込めず、介護保険料の増額が避けられない状況と

なり、最終的には過去最高の引き下げ率に近い2.27％で

決着しました。

　改定の大枠としては、「中重度の要介護者の方や増え続

ける認知症などを有する高齢者を支える」ため、「訪問介

護など在宅でのサービスを強化する」一方で、通所介護や

特別養護老人ホームなど、「多くのサービスで介護報酬の

引き下げ」が行われております。

　また、介護職員の賃金を12,000円程度引き上げるた

め、「職員の処遇改善を行えば、介護報酬を上乗せする」

という改定も盛り込まれました。ただしその結果、事業者

にとっては経営が苦しくなり、必ずしも介護職員の処遇改

善につながらないばかりか、人手不足を招いて、結果的に

利用者の皆様に迷惑が掛かることも危惧されます。

　当院は総合リハビリテーションセンターとして、脳卒

中・整形外科疾患・廃用症候群などでリハビリが必要な患

者様に、脳外科・神経内科・整形外科・内科・外科などの担

当医とPT・OT・STのリハビリスタッフが協力し、病状に合

わせてリハビリ計画を立てています。その後、定期的に各

症例についての合同カンファレンスを実施して、リハビリ

内容に適宜修正検討を加えながら、在宅復帰を目指して

365日活動を続けています。

　また、一般病棟（回復期28床、障害者病棟84床、地域

包括ケア8床）と精神科病棟（78床）が併設されているこ

とも、当院の特徴の一つです。幻覚・妄想・せん妄・暴力行

為などの精神症状が強く、一般病棟では治療が困難な場

合に、1カ月程度精神科病棟で精神症状の治療を優先し

て行い、コントロールがついた時点で回復期や障害者病

棟に転科し、リハビリを進めています。もし急性期治療の

終了後、精神症状が強くて回復期リハが実施困難な事例

でお困りの場合には、当院へご相談いただければと存じ

ます。

　今後も、地域の方々に選ばれる病院づくりを目指し、職

員全員が目的意識を持って、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。

2015年度を迎え、地域医療の中核として、

新たな一年がスタートしました。

城南病院の2014年度の事業を振り返り、

今年度に向けた思いと新たな取り組みに触れながら、

院長・内野 誠より新年度のご挨拶を申し上げます。

選ばれる病院づくりをめざし、
質の高い医療・介護を

2014年度を振り返って院長から皆様へ

空から見る城南病院

院長　内野 誠



　診療技術部放射線科は、3名

の診療放射線技師で業務を行っ

ております。近年医療機器の進

歩により、MRI（磁気共鳴画像撮

影装置）・MDCT（コンピュータ断層撮影装置）・FPD搭載

X線透視撮影装置・PACS（医療用画像管理システム）と、

最新の高性能高機能機器が開発され、当院も時代にあっ

た医療機器を揃えてきております。今年度も各診療科医師

が充実し、検査内容が病院の画像診断分野で重要な位置

に携わっていると感じられるようになりました。

　早期アルツハイマー診断支援システムVSRADを搭載

した1.5T（テスラ）もの強力なMRIを設備した施設は少

なく、当院の特長の一つに挙げられます。精神科病棟もあ

り、物忘れ外来等においても、神経内科疾患はもちろん、

認知症診断ツールとしてご利用いただいています。

　また透視検査において、むせたり、飲み込みに時間がか

かるなどの摂食嚥下障害をお持ちの患者様には、VF（嚥

下造影検査）を実施。FPD搭載X線透視撮影装置を使用

して、実際に食べ物や飲み物を食べていただき、飲み込

みのようすを確認します。この検査結果から、飲み込みに

効果的なリハビリテーションと安全なお食事の提供へと

つなげ、患者様が安全に、おいしく、満足にお食事してい

ただけるように支援しています。

　将来的には電子カルテなどの構築も念頭に置き、病院

情報システムの画像診断部門として迅速・正確・安全に

努め、さらなる飛躍につながるように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。

放射線科長 診療放射線技師
川上 恭一

診療技術部放射線科のご紹介
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城南病院の
介護予防への取り組み
城南病院の
介護予防への取り組み
介護保険非該当の方でも健康運動指導を無料で受けることができる
一次予防・二次予防の介護予防事業があることをご存知ですか？
当院ではこの介護予防事業への協力とともに、「出張！健康教室」など独自の取り組みも行っています。
さまざまな介護予防への取り組みについてご紹介します。

1次予防

熊本市城南老人福祉センター 大広間
日時：第1・第３木曜

 （10：00～11：30）

費用：無料

火の君文化センター 健康センター分室
日時：第2水曜・第4木曜

 （10：00～11：30）

費用：無料

会場

城南よぼうクラブ
　城南地域では、体操を中心とした介護予防（一次

予防）教室「城南よぼうクラブ」を実施しています。

熊本市では一次予防に向けて、介護保険を利用さ

れていない65歳以上の高齢者を対象に、生活機能

の維持や向上を図り、介護予防の基本的な知識と、

適度な運動習慣を身に付けるための取り組みを

行っています。「城南よぼうクラブ」では、城南地域

の方を中心に希望者を募り、エクササイズ感覚で気

軽に参加できる活動を実施。当院では会場へ作業

療法士などのスタッフを派遣し、さまざまな訓練を

サポートしています。

体力測定、基本運動、リズム体操、脳トレ、

セラバンド・ボール体操、応用運動ほか

訓練内容

お問い合わせ先

熊本市高齢者支援センター ささえりあ火の君（熊本市南6地域包括支援センター）　☎0964 -28-1131



　当院では、地域の老人会などの会合に出向いて、

健康運動実践指導者やリハビリスタッフの指導によ

る健康教室を実施。医療保険・介護保険などの各種

制度に関するご相談にも、相談員やケアマネージャー

が対応いたします。1時間程度のプログラムですの

で、実施を希望される団体の方はお気軽にお問い合

わせください。費用は無料です。

●自宅でもできる健康運動体操

●認知症予防体操

●栄養に関する講話

●お口の健康体操と講話 ほか

出 張！ 健 康 教 室

健康教室プログラム例

お問い合わせ先

健康教室に関するお問い合わせ　

城南病院 事務部総務課 松尾　☎0964-28-2556

熊本市高齢者支援センター ささえりあ火の君（熊本市南6地域包括支援センター）　☎0964 -28-1131

お問い合わせ先

熊本市南区役所 高齢福祉係　☎096-357-4129

熊本市南6地域包括支援センター ☎0964-28-1131

城南病院院内 （南区城南町3校区内は送迎あり）
日時：運動器の機能向上　毎週水曜（15：00～17：00）

　　 口腔機能の向上　毎週金曜（15：00～16：00）

費用：無料

会場
運動器の機能向上、口腔機能の向上

訓練内容

2次予防
通所型介護予防事業
わくわくシニアクラブ
　熊本市では、要支援・要介護状態になる前からの介

護予防を推進するために、介護保険制度の中に介護予

防事業が創設されています。介護予防事業の対象者は、

65歳以上の要支援・要介護状態になる可能性がある方

で、介護保険の申請をされておらず、基本チェックリス

トに該当された方です。城南病院では熊本市からの受

託事業所として「運動器の機能向上」「口腔機能の向

上」のための訓練を行っています。身体の健やかな機能

を保つために、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、

健康運動実践指導者が訓練を実施しています。

歯磨きや義歯の手入
れ方法の指導や、呼吸
法・そしゃく機能の訓

練など

口腔機能の向上

筋力向上トレーニング
やストレッチ、有酸素
運動、簡単な器具を用
いた運動など

運動器の機能向上



あれこれ

4月に導入した城南病院専用の救急車と、城南

病院の日々をお伝えしている城南病院公式

Facebookページについてご紹介致します。

今回の「あれこれ」は……

城南病院の

運転するスタッフも搬送す
る患者様や、医療スタッフ
の気持ちを知るために後部
にのって体験しました。

ストレッチャーに乗って横に
なると、通常のブレーキや
アクセル操作、ストレッ
チャーの乗せ降ろしが身体
にどのような負担があるの
か身を持って体験中

患者様搬送、
転院を目的として導入しました！

　4月より患者様搬送用の救急車を導

入いたしました。急性期病院からの転院

や、様態の急変により当院での対応が

困難な手術が発生した場合の移送を目

的としております。

　先日、移送時の運転や搬送補助を行

うスタッフを中心に、救急車の運転・使用方法の講習会を行い

ました。ストレッチャーに横になり、運転時に患者様にどのよう

な負担がかかるかなど実際に体験しました。

　安全、安心、迅速に病院間の転院ができるように、今後も継続

した搬送技術と運転技術の向上に努めていきたいと思います。

搬送用救急車を
導入しました

事務部 総務課兼情報企画課

課長　山口 武彦



　昨年11月より、城南病院Facebook

（フェイスブック）ページをスタートしまし

た。ホームページでは伝えきれない病院

の日常や、イベントなどを中心に情報を発

信しています。

　自然豊かな環境は来院される皆様にお

褒めいただくことも多く、当院の自慢の一つです。また病院理念の

中にもある「選ばれる病院を目指して研鑽」する職員の様子を地域

の皆様やこれから当院へ就職・転職を考えていらっしゃる方々に

お伝えできればと思っています。

　Facebookアカウントをお持ちの皆様には、当院ホームページ

より「いいね！」していただければ幸いです。また、Facebook未登

録の方もホームページよりご覧いただけますので、機会がございま

したらぜひ一度覗いてみていただきますようお願いいたします。

 （1人分：102kcal）

Facebookページは城南
病院ホームページよりご覧
いただけます（青いバナー
をクリックしてください）

Facebookページ

あれこれ

事務部 情報企画課
主任　堤 和夫

城南病院Facebookページを
はじめました

当院では月に1回、おやつを提供してい
ます。高齢の方でも食べやすい甘さ・触
感の抹茶プリンは人気の一品です。

●牛乳…240cc　●抹茶…2g
●上白糖…32g ●粉ゼラチン…4g
●水…40cc　●ゆで小豆（缶詰め）…40g
●生クリーム…12cc　●抹茶…少 （々仕上げ用）

材料（4人分）

抹茶には葉酸・βカロテン・ビタミンＥ・食物繊維な
どの栄養素が含まれており、体内の脂肪酸化の防
止や疲労回復などにの効果があるといわれていま
す。プリン液が温かいうちは抹茶が沈殿しやすいの
で、鍋の中である程度温度を下げ、再度混ぜてから
容器に流し込むと沈殿せずにきれいに固まります。

レシピ紹介 　　 管理栄養士　甲斐 淳子

粉ゼラチンを水に入れ、ふやかしておく。

鍋に牛乳・上白糖

を入れて火にかけ、砂

糖を溶かす。1.でふや
かした粉ゼラチンを

入れて約50℃まで温

度を上げ、粉ゼラチン

を完全に溶かしたら

火を止める。

2.に少量のお湯で
溶いた抹茶を加えてよ

く混ぜる。

※ダマができないように
注意する

ゼリー容器に流し

入れ、冷蔵庫で冷や

す。抹茶プリンが固

まったら、小豆・泡立て

た生クリームを飾り、抹

茶を振り掛けて完成。

1.

2.

3.

4.

このバナーをクリック!

さん



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

松村

内野克

松村

担当医

麻生、阿邉山

大園、髙井

髙井

内野克

内野克

AM PMAM PMAM PMAM PMAM PMAM PM

木村竜

髙井

木村貴

三ヶ島

内野院長

三ヶ島

木村貴

担当医

大園、髙井

髙井

内野院長

内野院長、　

三ヶ島

三ヶ島

知花

知花

松村

小出

松村

髙井

木村貴

麻生、担当医

大園

小出

小出

大園

担当医

髙井

大園

小出

担当医

髙井

髙井

小出

小出

木村竜

髙井

木村貴

大園

内野院長、内野克

庄野

木村貴

担当医

髙井

庄野

内野院長、内野克

内野院長、　

木村竜

木村貴

小野

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

老年精神科
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）

パーキンソン・神経難病外来
物 忘れ 外 来

診療科目

木村円
（第4週のみ）

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

事業領域

外
　
　
　
　
　
来

専
門
外
来

木村貴、
林（第1・3水曜）

林
（第1・3水曜）

阿邉山
（初診）

髙松
（再来）

髙松
（再来）

髙松
（初診）

髙松
（初診）

髙松
（初診）

髙松
（初診）

阿邉山
（再来）


