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  このたび、平成25年4月1日より内科に勤務させて頂くことになりま

したので、ご挨拶申し上げます。 

 患者様に対する思いや診療の仕方はさまざまで、まさに十病院十

色、十医師十色です。そんな中、武蔵ヶ丘病院の理念や理事長・院

長の医療に対する姿勢に感銘を受け、着任させて頂きました。 

 診療スタイルはスマートではありませんが、医師としての初心を忘

れることなく、誠実で地べたに足のついた医療を提供するとともに、

地域に密着した病院づくりに邁進したいと思います。 

 どうぞよろしくお願い申し上げます。 

松本哲夫 医師 

「病院」からのお知らせ・ニュース 

 

新任医師の紹介 

    [[[[趣趣趣趣        味味味味]]]]    

      家庭菜園(プチ農業)、芝刈り、野球    

    [[[[診療科目、診療時間診療科目、診療時間診療科目、診療時間診療科目、診療時間]]]]    

                        内科：月曜午後、木曜午後    

 平成25年度 入社式 

 去る4月1日に、武蔵ヶ丘病院在宅ケアセンター

ホールにて平成25年度の入社式を執り行いまし

た。 

 松本医師を含め25名(内、新卒者が10名)を迎え、

田中理事長より「希望を持って、まっすぐに人と向

きあうという田中会の理念のもと、皆さんと共に努

力していきたい。」と激励の言葉が代読されまし

た。種子田院長からも歓迎の言葉と併せて、辞令

の交付が行われました。 

 また、新入職員を代表して宮本健太作業療法士

が「地域と結びついた医療サービスの充実など課

せられた課題を考えると、大変な思いを感じること

もあるが、この道を志した希望や期待を失うことな

く、立ち向かう思いを新たにしている。一刻も早い

即戦力になるよう努力したい。」と宣誓を行いまし

た。 

 職員一同気持ちを新たに、当院の基本理念であ

る「医業を通じて人に、社会に、貢献する。」を達成

できるよう、日々一丸となって取り組んで参りたいと

思います。   

医療法人田中会 武蔵ヶ丘病院 入社式 
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各部門から便り 

 

栄養科より ～ミルクゼリー・フルーツのせ～（4人分） 

みなさんご存知の通り、5月5日は『こどもの日』です。 

こどもの日は、1948年に「こどもの人格を重んじ、こ

どもの幸福をはかるとともに母に感謝する日」と祝日法

により公布・施行された国民の祝日のひとつです。 

もともとは、古代中国発祥の厄払い行事の風習が日

本に伝わったものとされ、平安時代に端午の節会（せ

ちえ）という宮中行事に、やがてそれが日本古来の行

事、早乙女のおまつりと結びつき、菖蒲や蓬を軒下に

さし邪気を祓う日にとなっていきます。鎌倉時代から江

戸時代になると、「菖蒲」が「尚武＝武がたっとぶ」や

「勝負」に通じ、男の子の節句とされ、葉の形が剣に似

ていることから、かぶとに菖蒲を飾ったり幟を飾ったり

するようになりました。そして武家を真似て、町人の中

にも武者人形やこいのぼりを飾る風習が広まっていき

ます。この風習は変化をしつつ、現代では、ちまきや柏

餅を食べたり菖蒲湯に浸かったり、かぶとやこいのぼ

りを飾ったりします。ちなみに、この季節よく見かけるこ

いのぼりですが、こいのぼりの上に家紋と男の子の名

前を入れた「名前旗」を立てる風習があるのは、熊本な

らではの風習といわれています。 

今では男の子の節句としても広く親しまれています

が、男女の別なく『こどもの日』として子供さんをお祝い

される家庭も増えてきています。 

そこで今回は『こどもの日』として、お子さんにも喜ば

れるデザートの紹介をしたいと思います。 

    

((((材料）材料）材料）材料）    

     牛乳    400cc  

     砂糖     40g 

     ゼラチンパウダー 5g 

     お好みのフルーツ   

（今回はイチゴ4粒・黄桃1切れ） 

     ホイップクリーム 

((((作り方作り方作り方作り方))))    

①鍋に牛乳・さとうを入れて中火で温める 

②沸騰する前に火を止め、ゼラチンパウダーをふり

入れ、よく溶かし混ぜたら濾し器で濾す 

③濾したゼリー液を型に入れ冷蔵庫で冷やし固める 

  フルーツはさいの目に切る 

  （今回はさいの目に切りましたが、お好みの大き 

   さやそのままでも大丈夫です）      

④ゼリーが冷え固まったら、お好みの大きさに切っ 

 て器に盛り、ホイップクリームをしぼって、フルーツ 

 を飾り付けたらできあがり！！ 

 

○通所リハビリ便り ～お花見～ 

 今年の桜は例年になく開花が早く、見ごろに合わ

せて熊本城に行って来ました。途中下車し、病院近

くの公園で記念写真を撮りました。 

 

〈利用者様の感想〉 
 

・久しぶりに桜満開の熊本城が見られて良かった。 

・公園の桜を間近にみられて良かった。 

・桜がきれいで、外に出て気持ちが良かった。 

③ 



 新緑に差し込む太陽がまぶしく、朝晩の澄んだ空気がおいしい、過ごしやすい季節となりました。夏本番

を前に、旬の食材を楽しみながら、暑さに負けない体づくりを心掛けていきましょう。 

④ 
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 平成24年度 院内研究発表会 

旬の食材クイズ ５、６月編（パート３） 

第

１

部 

リハビリテーション科 蒲池 恵 促通反復療法を使用した片麻痺改善への試み 

外来 福本 裕子 他１名 

安全・安楽な内視鏡室を目指して                                         

～内視鏡室改修・改善への取り組みを終えて～ 

地域連携部 秋浦 文香 他３名 紹介元と入院患者の退院先にみる地域連携室の役割について 

リハビリテーション科 木原 伸一 回復期リハ病棟へのリハ科の取組み（第１報） 

第

２

部 

介護療養病棟 高岡 真弓 

介護療養型医療施設転換に伴う入所者の変遷 

～施設ケアマネージャーのかかわりを通して～ 

健診室 犬童 直美 他3名 健診業務実績報告と今後の課題 

薬局 桑原 のぞみ 当院における薬剤性スティーブンス・ジョンソン症候群を発症した１症例について 

回復期リハビリ病棟 松田 亜紀子 他３名 

患者のＡＤＬ向上に向けた、チームアプローチの効果 

～ベッドサイドＡＤＬ表を導入して～ 

第

３

部 

一般病棟 山城 ますみ 他２名 点滴・採血時のディスポ手袋１００％装着を目指して 

栄養科 冨永 しのぶ他職員一同 

栄養科における業務改善の取り組み 

～栄養科から発信するコストパフォーマンス～ 

事務部受付 中村 吉宏 他７名 

待ち時間の短縮へ                                                

～患者様の無駄な待ち時間は受付にあり～ 

薬局 畑本慶太 

糖尿病性壊疽創部より検出されたMRSAに対し、酢酸ワセリン軟膏を使用した症例

について 

平成25年2月15日 、在宅ケアセン

ター2階で、「平成24年度院内研究発

表会」が行われ、日頃の研究の成果

が発表されました。 

 今回は、12演題の研究が発表さ

れ、基礎から臨床まで多岐に渡り、

活発な議論が行われました。 

職員がそれぞれの専門分野を越

えて、他部署の研究テーマを聞く事

で新たな知識を吸収する事ができま

した。 

第１問 第３問 

メバルメバルメバルメバル    

ワカサギワカサギワカサギワカサギ    

コノシロコノシロコノシロコノシロ    

アスパラアスパラアスパラアスパラ    

みずなみずなみずなみずな    

カリフラワーカリフラワーカリフラワーカリフラワー    

第２問 

夏みかん夏みかん夏みかん夏みかん    

ぶどうぶどうぶどうぶどう    

もももももももも    

各問題の中に旬の食材が１つだけ含まれています各問題の中に旬の食材が１つだけ含まれています各問題の中に旬の食材が１つだけ含まれています各問題の中に旬の食材が１つだけ含まれています    

答えは上部に掲載しています    

※食材の摂取によって病気や怪我が治癒することを提唱したものではありません。 

【答え】第１問・・・アスパラ 第２問・・・夏みかん 第３問・・・メバル   
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医療統計 

④内視鏡件数              

（人） 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 

平成23年度 21 28 46 65 26 38 29 24 58 30 54 25 444 

平成24年度 43 61 94 131 106 76 107 76 88 88 102 68 1040 

⑤救急車受入件数              

（人） 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 

平成23年度 4 5 6 9 6 13 12 13 9 12 11 9 109 

平成24年度 16 11 7 11 15 17 10 13 14 22 9 14 159 

①１日平均外来患者数（人）            

（人） 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均 

平成23年度 210.9 212.9 179.2 176.3 173.3 188.4 195.8 211.5 204.0 208.3 198.0 211.3 197.5 

平成24年度 204.1 203.8 185.9 185.3 166.9 192.9 209.9 214.0 212.7 206.3 178.6 152.2 192.7 

 

              

②入退院数（短期入所含む）            

（人） 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 

平成23年度 

入院 76 84 85 72 92 76 92 87 92 78 76 77 987 

退院 73 87 74 71 89 79 86 92 95 74 84 78 982 

平成24年度 

入院 92 81 84 92 111 89 91 78 80 89 73 80 1040 

退院 85 83 88 86 98 96 88 84 72 91 73 90 1034 

③病床稼働率（退院含む）             

（％） 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 平均 

平成23年度 73.9 78.2 80.5 87.7 90.5 87.2 85.6 92.7 88.5 92.4 86.8 84.5 85.7 

平成24年度 91.3 86.0 88.2 89.5 93.2 92.7 93.2 91.1 93.1 97.7 95.2 93.7 92.1 

 当院における、平成23年4月から平成25年3月までの医療統計の推移です。 

①１日平均外来患者数 ②入退院数（短期入所含む） ③病床稼働率（退院含む）  

④内視鏡件数 ⑤救急車受入件数 
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外来担当医外来担当医外来担当医外来担当医のごのごのごのご案内案内案内案内         

※1診療担当は変更になる場合がございます。   

※2予約診療は、電話で受け付けます。但し、急患はこの限りではありません。 

～外来受診の際はあらかじめご確認の上ご来院ください～ 

       

H25H25H25H25年年年年5555月月月月1111日日日日        

現在現在現在現在 

月 火 水 木 金 土 

午 前 午 後 午 前 午 後 午 前 午 後 午 前 午 後 午 前 午 後 午 前 午 後 

外 

来 

担 

当 

医         

総 

合 

外 

来   

1診 種子田     種子田 種子田      松本 水流添  前田 

当 

番 

医   

当 

番 

医   

2診 

松尾 

(肝臓) 

松本 川村  松尾 本池 冨田 松尾   川村 松尾 

3診 冨田  冨田  東 愛 本多    本多 

5診 赤 星   前田  水流添 本多 

赤星  

(糖尿)    

本池 水流添 赤星  

赤星 

(糖尿)     

 

6診        

清藤  

第３週 

  

専 

門 

外 

来 

循環器科   堀内  藤末      

大嶋 

野田  

木村  

優一    

     

休診  

呼吸器科   内田          内田  貞松  東     

物忘れ       田 中    

佐藤正

第1・3週  

   冨田 

佐藤正第

2・4週 

禁  煙  内田      赤星   

休診   巻き爪        川村   

整形外科 木村  休診  清原  木村  清原 木村 木村 清原 木村 清原  

耳鼻咽喉科 休診    休診 小野 小野 村川 休診 

めまい

小野 

めまい

小野 

小野 小野 

熊大 担

当医(1名) 

休診 

健   診 赤星 赤星 本多 

本多  

赤星 

本多 

本多 

赤星 

本多 

本多 

赤星 

本多 

本多 

赤星 

        

内 視 鏡   前田  水流添  前田  中山          

休診 

 編集後記 
○私事ですが学生時代を沖縄で過ごしました。沖縄の方言で春分～梅雨に入る前のこの時期を「うりずん」と呼び、その 

 語源は「潤い初め（うるおいぞめ）」で、「気候が温かくなると同時に、雨が植物を潤し、芽吹き、花が咲く、一年で 

 最も美しく、過ごしやすい季節」の意味のようです。熊本もまさに今、その季節。暑さが増す前に、体調を万全に整え 

 て、夏を迎えたいものです。（一安） 

○爽やかな新緑の季節になりました。頼もしい新入職員も仲間入りし、新しい気持ちで仕事に励んでいます。（中嶋） 

○暑くなってきましたが、ビールを飲む為にランニングを続けています。皆さんもいい汗を流してみませんか？    

（久米） 

○ビールの美味しい（年中？）季節となりました。三十路を向かえ新たな目標を掲げて日々精進して参ります。（菊池） 

【耳鼻科のみ】【耳鼻科のみ】【耳鼻科のみ】【耳鼻科のみ】    

診療時間：診療時間：診療時間：診療時間：    (午前：9時00分～12時30分、午後：13時30分～17時30分) 

受付時間：受付時間：受付時間：受付時間：     ※初診の方（１ヶ月以上受診がない方） 

  （午前の受付：11時00分迄 午後の受付：16時迄） 

   ※再診の方 

  （午後の受付：11時30分迄 午後の受付：16時迄）   

【耳鼻科以外】【耳鼻科以外】【耳鼻科以外】【耳鼻科以外】    

診療時間：診療時間：診療時間：診療時間：    (午前：9時00分～12時30分、午後：13時30分～17時30分)  

受付時間：受付時間：受付時間：受付時間：    (午前の受付：12時00分迄 午後の受付：17時00分迄）  

武蔵武蔵武蔵武蔵ヶヶヶヶ丘病院診療担当一覧 丘病院診療担当一覧 丘病院診療担当一覧 丘病院診療担当一覧   


