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城南病院広報誌



　今年は新年度始まってすぐに平成２８年熊本地震が発生し、当院とし

ても遂行してきておりました中期計画を見直し、今後の展望を見据えな

がらの復旧計画の策定と、医療のみならず経営という観点からも学ばせ

ていただく機会に直面する事態となりました。

　平成２８年は熊本地震以外にも国内では鳥取、福島と規模の大きな地震

が頻発していますし、北海道を襲った台風の被害は食生活や地域の雇用に

も大きな影響を与えていると聞いております。さらに世界に目を向けます

と、進んでいたTPPの締結にも影響を与えるであろう米国のトランプ次期

大統領の選出など、大きな変革が生じた一年でありました。社会は常に変

化をしており、年金制度改革法案も可決・成立しましたが、少子高齢化社会

に伴ったさまざまな制度も時代に合わせた改革・変更が行われています。

　当院が担う医療、介護、福祉の分野に大きな影響を及ぼすであろうも

のが２０２５年問題と言われています。いわゆる戦後ベビーブームに生ま

れた団塊の世代の方々が７５歳に達するのが２０２５年です。医療の進歩

などで平均寿命も延びていますが、多くの方が何がしかの病気に罹患さ

れ、医療・介護を必要とする割合が、現在よりも大幅に増える可能性が示

唆されています。今回年金制度の改革が討議されましたが、医療費負担

のさらなる抑制を行いつつ、健康で文化的な生活を多くの方に送ってい

ただけるよう、また現役世代の負担の軽減も考慮しつつの制度改革が必

須で、病気の早期発見、早期治療、介護予防などの予防医学の必要性が

より見直されていくと思われます。

　当院も平成２３年の建て替え以降、総合リハビリテーションを掲げ、心

身両面の治療ができる県内でも数少ない病院として、スタッフの人材の

充実を図ってまいりました。地域に必要としていただける医療機関とし

て、城南地域を中心とした周辺の地域のニーズをカバーできる人員や体

制の充実に力を注いでおります。高度急性期病院、地域のクリニックの

先生方と連携し、城南地域で回復期・地域包括ケアを担う医療機関とし

て、さらなる努力をして参る所存です。また地域の先生方とご一緒に、さ

まざまな医療・介護の研鑽を積んでいくために、当院の研修ホールも活

用していただきながら、学習の場を設けていきたいと思います。些細なこ

とでも結構ですので、お気軽にお声掛けください。

Eiji Takai

平成28年5月をもって、当院副院長に2名の医師が就任しました。 
何かと変化の大きかったこの1年を振り返ります。

熊本大学医学部を平成２年に卒業。
平成25年4月より当院勤務。日本
外科学会専門医。
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地域で生きる城南病院へ
副院長・教育研修部長
外科・麻酔科 髙井 英二

さん



　熊本地震では当院も大きな被害を受け、平成28年は実に忘れられな

い年になりました。熊本に限らず、世界規模でも記憶に残るものがありま

す。例えば、英国のEU離脱、米国のTPP離脱。物資や人の境界線撤廃

の象徴であったEUとTPPが変調したことは、時代の流れとも思われま

すが、国際的な境界線撤廃化の限界、歪みが露呈した結果ともいえるの

ではないでしょうか。英米は迷走する世論の中にありながらも、軍事力と

金融市場を背景とした高い交渉力をもとに、紆余曲折を経て、独自の戦

略を打ち出す道を選んだのです。

　現代の国際社会においては、国ですら一つの歯車に過ぎないように感

じられます。その中で、「“日本の形”をいかなるものに変えていくか」私た

ち日本人は真剣に考えるべき時を迎えました。いや、「時すでに遅し」かも

しれません。消費と製造業の低迷は、金融・財政・規制緩和といういささ

か時代遅れの感が拭えない“三本の矢”をもってしても、どうにもならな

いことが証明されつつあります。人口は今やピークアウトし、他の先進国

と比較しても格段に低い出生率は1.4％台。日本経済の右肩下がりは必

然ともいえるでしょう。日本における危機管理体制は常に後手であり、少

子高齢化対策や自然災害対策をみていると、現状が未来永劫持続する

という安易な思考過程が透けて見えてきます。そのしわ寄せは、急速に

社会保障の分野にも及んでくることは当然のことで、仕方がない部分で

もあります。ただ、悲観的なことばかり言ってはいられません。

　私自身にできることは、今ある医療資源をいかに効率的に動かすかと

いうことです。「いかに心も体も健康であり続けられるか」「いかに生き甲

斐のある人生を送れるような心持ちになれるか」「病気になってもいかに

幸せに過ごせるか」などを、患者様とともに考えること。私はそんな仕事

の一端に関わっていることに感謝しています。時代は移り変わっていっ

ても、この感謝の気持ちが変わることはありません。

　私どもの「城南病院」は、嘉島町の大型ショッピングセンター「イオン

モール熊本」（旧ダイヤモンドシティ・クレア）から車で約５分の静かな丘

の上に、凛として佇んでいます。熊本市に立地しながら自然豊かなこの地

は、「心身ともに治療を行うには最高の場所」と訪れた方々に感じていた

だけることも多く、私どもにとって本当に幸いです。

患者様とともに考える城南病院へ
副院長・リハビリテーション部長
脳神経外科・リハビリテーション科 木村 貴弘
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平成28年5月をもって、当院副院長に2名の医師が就任しました。 
何かと変化の大きかったこの1年を振り返ります。

熊本大学医学部を平成3年に卒業。
平成23年11月より当院勤務。日本
脳神経外科学会専門医。
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インフルエンザや膀胱炎など感染症

の場合、症状が改善した後でもウイル

スや細菌が体に残る病気があります。

治ったと思っても、処方されたお薬は

全て飲み終えてください。

処方されたお薬は
飲みきった方がいい？

薬剤師さんに聞こう！

病院や調剤薬局、ドラッグストアにいる薬剤師さんはお薬の
プロフェッショナル。専門家に聞きたい素朴な疑問の数々が
当院の出前健康教室に寄せられました。その中から特に重要な
質問や意外な質問をピックアップしてご紹介します。

お薬はコップ1杯の水かぬるま湯で飲

みましょう。ジュースや牛乳、アルコー

ルなどで飲むと、強く効き過ぎたり、逆

に効かなくなったり、副作用が強く出

たりすることがあります。

お薬は水以外で
飲んだらだめ？

「食前」は食事の約３０分前、「食後」は

食後約３０分後までを指します。「食

間」は食後2～３時間のことで、食事中

のことではありません。

「食前」「食後」「食間」は
具体的にいつごろ？

お薬を飲み忘れても、まとめて飲んで

はいけません。１回に飲む量を勝手に

増やすと、薬が効き過ぎたり、副作用

が強く出る恐れがあります。

飲み忘れた分をまとめて
飲んでもいいの？

食後の方が吸収のよい薬や胃腸障害

を起こしやすい薬の場合、副作用が強

く出る恐れがあるので、少しでも何か

食べてから飲むことをお勧めします。

ただし、糖尿病薬など食事をしないと

きには服用してはいけないお薬もあり

ます。詳しくは医師や薬剤師にご相談

ください。

食事をしなかった場合は
いつお薬を飲んだらいい？

「とんぷく」は決められた時に飲むので

はなく、発作が出たり、症状のひどい

時など、必要な時に飲む薬です。

「とんぷく」ってなに？
いつ飲めばいい？

OD錠（口腔内崩壊錠）は唾液に溶け

崩れるようにしてあるので、水なしで

飲むことができます。

OD錠を飲む時は
水を飲まなくてもいい？

薬の疑問
QUESTION ABOUT MEDICINEQUESTION ABOUT MEDICINE

ジェネリック医薬品（後発医薬品）は先

発の医薬品の特許が切れた後に、別

のメーカーから販売される、先発医薬

品と同じ有効成分を使用した薬です。

先発医薬品と同じ成分を、同じ量含ん

でいるため基本的に効能、効果は変わ

りません。先発医薬品より価格が安く、

患者様の薬代の負担が軽くなります。

ジェネリック薬って
どんな薬？

病院で処方された薬は医師が診察し、

その時の症状に応じて処方した薬で

す。同じ症状でも原因は違っているか

もしれませんから、飲んではいけませ

ん。また、薬には使用期限があるので、

古い薬は飲まずに捨ててください。

以前と同じ症状が出た。
余っていた古い薬を
飲んでも大丈夫？
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薬剤師さんに聞こう！

病院や調剤薬局、ドラッグストアにいる薬剤師さんはお薬の
プロフェッショナル。専門家に聞きたい素朴な疑問の数々が
当院の出前健康教室に寄せられました。その中から特に重要な
質問や意外な質問をピックアップしてご紹介します。

錠剤には一般的な胃で溶ける錠剤だ

けでなく、腸で溶ける「腸溶錠」や、少

しずつ溶けることで持続効果を持つよ

うにした「徐放錠」などがあります。噛

み潰してしまうと、正しい溶け方になら

ず、お薬の効き方が変わってしまうの

で、嚙み潰して飲んではいけません。

錠剤を飲むときに
噛んでしまうのだけれど、
大丈夫？

同じような薬が処方されていないか、

飲み合わせの悪いものが含まれてな

いか調べる必要がありますので、処方

されているお薬のことは、医師に必ず

伝えてください。

複数の病院で
薬を処方された…
全部飲んでいい？
医師に伝えるべき？

１回に飲む薬をまとめて一包化するこ

ともできます。病院の医師、薬剤師に

ご相談ください。

薬を沢山飲んでいて
管理が大変・・・。

直射日光が当たる場所、高温・多湿の

場所は避けましょう。光で変質しやす

いお薬は光を通さない容器や袋に入

れて保管しましょう。また子どもがいる

家庭では子どもの手の届かない場所

に保管するのも重要です。

薬の保管方法で
気を付けることは？

市販薬やサプリメントだけでなく、食品

の中にも薬との飲み合わせが悪いも

のがあります。必ず医師・薬剤師など

の専門家に相談しましょう。

病院の薬と一緒に
市販の薬や
サプリメントを
飲んでいいの？

薬の種類や患者様の状態によっては

飲みやすくするために錠剤を砕く場合

もありますが、薬の作用が十分発揮さ

れるように工夫が施されている錠剤も

あります。お薬が飲みづらくてお困り

のときは薬剤師にご相談ください。錠

剤を服用しやすくするための専用ゼ

リー剤も市販されています。

錠剤を飲み込むのが
苦手。小さく砕いて
飲んでも大丈夫？

納豆禁止のお薬を
飲んでいますが
納豆ふりかけはいいの？

納豆菌により腸内でビタミンKが多量

に作られるため、飲み合わせの悪い薬

があります。ふりかけに納豆菌の成分

が含まれていれば避けたほうが良い

でしょう。

薬の疑問17
QUESTION ABOUT MEDICINEQUESTION ABOUT MEDICINE

お薬手帳は、服用しているお薬の種類

や量などを記録する手帳です。病院や

薬局に必ず持って行き、提示しましょ

う。お薬手帳は薬局ごとに持たず、１冊

にまとめるようにしましょう。

お薬手帳の
使い方が
わからない。



あれこれ

11月に当院スタッフが発表し優秀賞をいただ

いた「日本神経治療学会」と10月に復旧作業

が終わったMRIについて報告いたします。

今回の「あれこれ」は……

城南病院の

　平成28年11月3・4・5日に「第34回日

本神経治療学会総会」が鳥取県にある

「米子コンベンションセンター」にて開催

され、今年は「地域から世界へ展開する

神経治療学」というスローガンの下、

1,000名を超える医療従事者が集まり、

活気ある討論、意見交換が行われました。

　私たちは4日に行われたメディカルスタッフ講演の優秀賞候補

演題のセッションにおいて「脊髄小脳変性症（SCD）におけるリハ

ビリの構成要素と評価スケールの検討」という題で演題発表を行

わせていただきました。「脊髄小脳変性症」は運動失調を主症状と

する原因不明の神経変性疾患の総称であり、病因上からは遺伝性

のものと、非遺伝性のものに分けられます。運動失調のみを呈する

場合もありますが、変性部位により運動失調以外の症候を示すも

のがあり、リハビリの目的は患者様の年齢や社会的背景、病型など

により多様化しています。そこで今回、「脊髄小脳変性症」の患者様

に、より有効なリハビリを行うための重要な構成要素を明らかに

し、評価スケールの課題を検討しました。その結果、「脊髄小脳変

性症」の患者様にリハビリを行うことで運動失調症状の改善・日常

生活動作の改善がみられ、これまでリハビリの効果が明らかと

なっていない運動失調以外の症状を示す病型においても、リハビ

リの効果が明らかにみられました。また、「脊髄小脳変性症」に対

するリハビリの効果は発症早期ほど高いことが示唆されました。

第34回日本神経治療学会
総会に参加して

リハビリテーション部
リハビリテーション科

理学療法士　荒瀬 健二郎

学会が行われた鳥取県米子市の会場での
口述発表の様子

「脊髄小脳変性症」では症状の進行が病型や罹患期間により異な

り、患者様の望みもそれぞれ異なります。その為、一つの評価ス

ケールで判断するのには限界があり、患者様の背景にあった評価

を併用することが重要であると考えます。

　当院では「脊髄小脳変性症」をはじめとした神経難病の患者様

も多く受け入れており、医師やその他のコメディカルスタッフにて

診療とともにデータの蓄積を行っています。神経難病領域のリハ

ビリテーション効果は、まだまだエビデンスに乏しい現状があり、

その構築の一役を担えるよう尽力していきたいと考えています。



 （1人分：85kcal）

あれこれ

診療技術部 放射線科
科長　川上 恭一

MRIの
熊本地震からの復旧

寒い時期におすすめの、豆乳味噌汁を
紹介します。野菜たっぷりの味噌汁に、
豆乳を入れることにより、まろやかな味
わいになります。

●白菜…80ｇ　●生椎茸…20ｇ
●油揚げ…12ｇ　●人参…40ｇ
●ネギ…10ｇ
●味噌…52ｇ（大さじ3弱）
●だし汁…260ｍｌ （水…260ml、いりこ…10g）
●無調整豆乳…260ｍｌ

材料（4人分）

大豆を原料とする豆乳には、大豆たんぱく質、イソ
フラボン、レシチン、サポニン、ビタミン群など豊富
な栄養が含まれています。これらの成分には高血
圧や糖尿病などの生活習慣病の予防、美肌効果、
肥満の予防、骨粗鬆症の予防、腸内浄化の作用な
どさまざまな効果があるといわれています。
好きな具材を入れたいつもの味噌汁に、豆乳を加
えるだけでも、栄養価がアップします。簡単でおす
すめです。豆乳を入れた後は、煮立たせすぎるとボ
ソボソになるので、火加減に注意してください。

レシピ紹介 　　 管理栄養士　出田 千代

　 白菜・油揚げは短冊

切り、生椎茸は薄切り、

人参はイチョウ切り、ネ

ギは小口切りにする。

　 だし汁を作る。いり

こは、分量の水を入れ

た鍋の中に入れて10

分程度浸漬した後、い

りこを煮出す。沸騰した

ら火を止め、鍋にザル

をはってだし汁をこす。

　 鍋にだし汁を入れ

て火にかけ、煮立った

ら生椎茸・人参・油揚

げ・白菜を入れ、やわら

かくなるまで煮る。アク

が出たらアクを取る。

　 具材に火が通った

ら、鍋の火を止め、味噌

を溶き、豆乳を入れて

味を調える。

　 お椀に盛り付け、ネ

ギを添えたら出来上

がり。

1.

2.

3.

4.

5.

地震前と遜色なく元通りと
なったMRI装置とMRI再搬入
時の様子

検査依頼のお問い合わせ
☎0964-28-2555（担当：放射線科 川上）

熊本地震による建物の損傷によって

MRI（磁気共鳴画像検査装置）が使用で

きない状態となっておりましたが、10月

24日をもちまして、無事MRI検査を再開

いたしました。復旧中は、建物の工事や検

査でご不便をおかけしました。

4月の熊本地震では、MRI装置自体には損傷はなかったものの、

稼働させたままでは建物の修理に取り掛かることができなかった

ので、保管施設のある関東まで陸送しました。MRIを運び出した後

は、すぐにMRI室を解体、内装・外装の工事に着手し、工事後の建物

の強度検査でも問題ないと判定いただき、その上でMRIの搬入・設

置を行いました。復旧に携わっていただいた建築会社、再起動の調

整にご尽力いただいたMRIメーカー様に心から感謝いたします。

現在、当院の特徴でもある神経難病や認知症の診断に積極的

に活用できるように、バージョンアップされたVSRAD2※の導入

試験を行っています。早期に提供が可能となるように検証を進め

ていきます。今後は今まで以上に地域の医療機関にもご利用いた

だけるよう、さらに連携を進めていく予定です。 ※アルツハイマー型認知症に加え、レビー小体型認知症の診断支援を付加した機能
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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
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
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土　曜

休診日
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☎ 0964-28-2555
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熊本交通センターから
「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

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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阿邉山
（再来）

担当医・担当技師
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