
HP : http://www.tanakakai.com/                                       E-mail : info@tanakakai.com 

 

 

〒〒〒〒861861861861----8003800380038003    

熊本市北区楠熊本市北区楠熊本市北区楠熊本市北区楠７７７７丁目丁目丁目丁目１５１５１５１５番番番番１１１１号号号号    

    TEL(096)339TEL(096)339TEL(096)339TEL(096)339----1161116111611161    

    FAX(096)339FAX(096)339FAX(096)339FAX(096)339----4717471747174717    
 

発 行 人: 院  長 種子田 岳史 

 

発行責任者: 事務次長 城戸 幸一郎 

日本医療機能評価機構 

認定病院 

 

目次目次目次目次    CONTENTSCONTENTSCONTENTSCONTENTS    

医療法人田中会  

 武蔵ヶ丘病院 広報誌 

2013年8月 

第35号 

 

1111    病院からのお知らせ・ニュース >>P2、P3 

○武蔵ヶ丘病院夏祭りのご案内     ○職員勉強会（①結核症について、②嚥下の生理について） 

○院内防火訓練の実施         ○第39回清正公まつり参加報告 

 

2222    各部門からの便り >>P4 

○栄養科より～土用丑の日の謂れ～ 

○リハビリ便り～弓削校区サロン～ 

 

3333    各部署紹介、クイズ >>P5 

○各部署紹介～放射線科～ 
○旬の食材クイズ（パート４） 



HP : http://www.tanakakai.com/                                       E-mail : info@tanakakai.com 

MUSASHI JOURNAL 

② 

病院病院病院病院からのおからのおからのおからのお知知知知らせ・ニュースらせ・ニュースらせ・ニュースらせ・ニュース    

 武蔵武蔵武蔵武蔵ヶヶヶヶ丘病院夏祭丘病院夏祭丘病院夏祭丘病院夏祭りのごりのごりのごりのご案内案内案内案内    

 院内防火訓練院内防火訓練院内防火訓練院内防火訓練をををを実施実施実施実施    

 去る7月4日に、熊本市の中央消防署員による立ち会いの下、院内防火訓練を行いました。 

  今回は火元を3階の回復期リハビリテーション病棟と設定し、時間帯も夜間の想定でしたが、

職員による初期消火、119番への通報、患者様の避難誘導と一連の流れで実施し、一人一人が本

番さながらに真剣に取り組みました。 

 当院では日頃より患者様の安全第一を考え、非常時の対策を行なっておりますが、今回の訓

練で火災の恐ろしさを再確認するきっかけになり、もしもの時に職員全員がが迅速に行動でき

るよう、今後も心掛けていく次第でございます。 

 なお、訓練当日は館内放送および避難の呼び掛け等で、患者様皆様にご迷惑をお掛けしたこ

とをお詫び申し上げます。 

 

   

 今年も夏祭りを開催する運びとなりました。皆様に楽しんで頂けるよう、レクリエー

ション委員会を中心に企画を行っております。ぜひ皆様お誘い合わせの上、ご来場くだ

さい。 

日時：8月17日(土) 18時～ 

会場：武蔵ヶ丘病院  

       ※雨天決行 

出店屋台出店屋台出店屋台出店屋台((((予定予定予定予定））））    ※※※※チケットはチケットはチケットはチケットは当日販売当日販売当日販売当日販売    

射的、くじ引き、ヨーヨー、綿菓子 

かき氷、焼き鳥、たこ焼き、ナゲット 

焼きそば 

 

当日は13時より正面駐車場のご利用ができません。 

ご来院の患者様および夏祭りご来場の皆様には、 

大変ご迷惑をお掛け致しますが、右図の斜線箇所の 

さくら調剤薬局前、むさし調剤薬局裏、当院職員駐車場 

をご利用頂ますようお願い申し上げます。 

なお、ご不明な点はお気軽にお尋ね下さい。 

    プログラムプログラムプログラムプログラム((((予定予定予定予定）））） 

18:30 開会のご挨拶 

18:35 九州看護福祉大学飛羽隊 演奏 

18:50  早食い・早飲み競争 

19:05 大津太鼓清流会 演奏 

19:20 花火 

19:25 閉会のご挨拶 
 ※内容・時間は変更になることもございます 

会場会場会場会場    

ＰＰＰＰ    

ＰＰＰＰ    

ＰＰＰＰ    
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 職員勉強会①～結核症について～ 

 職員勉強会②～嚥下の生理について～ 

 第39回清正公まつりに参加しました！ 

演題 結核症について 
   ～古くて新しい感染症 結核を学びなおす～ 
講師 感染対策委員会 感染症制御医 

   冨田 浩一（武蔵ヶ丘病院 医師） 

 7月8日、当院の冨田医師による、結核についての勉強会が行われまし

た。「結核は昔の病気だ」と思われがちですが、現在も毎年世界で880万

人が罹患しており、その内140万人が死亡していると言われる感染症で、

主な症状は、咳が2週間以上続く、発熱、痰が出る、体がだるい、急に体

重が減る等があります。 

 日本における近年の結核症の特徴は、発症者の56％が65歳以上という著

しい高齢化、薬剤耐性結核や重症患者の増加が挙げられますが、結核を防

ぐには、正しい知識を身につけることが第一歩と言われています。 

 また、早期発見は感染拡大を防ぐにも重要です。疑われる症状がある方

は、必ずマスクを着用し早めの受診を心がける必要があります。 

演題 嚥下の生理について 
   ～摂食と嚥下～ 
講師 医療法人田中会 

   理事長 田中 英一（田中耳鼻咽喉科 院長） 

 7月25日、当院の田中理事長より嚥下の生理についての勉強会

が行われ、職員100人以上が参加致しました。 

 食べ物を口に入れ、胃に至るまでの一連の過程を嚥下と言いま

す。嚥下が出来なければ栄養を取ることが出来ないため、体の中

でとても重要な機能の一つです。 

 講演は、初めての職員にも分かりやすい内容で、嚥下の映像で

は、田中理事長本人がモデルとなった映像を基に説明がありまし

た。次回10月24日にも「嚥下障害」との演題で第二弾を予定して

います。 

 去る7月28日に加藤神社にて清正公まつりが開催されました。

清正公まつりは、子供には「幼き頃の想い出を」若者には「心の

感動を」大人には「郷愁を」を合言葉に昭和50年から開催されて

いるお祭りで、熊本に夏の訪れと、熊本の祭りの開幕を知らせる

神幸行列です。上通り、下通り、新市街のアーケードでの、街と

みこしのコラボレーションも見物ですが、何と言っても加藤神社

での宮出しは迫力満点です。 

 田中会も“くまもと21の会”に参加しており、毎年参加させて

頂いております。今年も当院から田中理事長を含め約10人の職員

が参加し、とても想い出に残る1日となりました。 

※くまもと21の会とは、熊本の「熊本らしい発展」を求めて、「自然と文化の調和」を創造して 

 きた英知として、「自らの感性を磨き」かつ、「地域社会に貢献する心豊かな志しある者の 

 集い」を目指して1993年7月に設立されました。 

※毎年9月24日～30日は 

 結核予防週間です 
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各部署からの便り各部署からの便り各部署からの便り各部署からの便り    

 栄養科より～土用丑の日の謂れ～ 

 リハビリ便り～弓削校区サロン～ 

毎日暑い日が続き、体力･食欲とも減退しがちな夏。そんな暑い夏の土用の丑の日、うなぎを食べ

たご家庭もあったのではないでしょうか。しかし、なぜ夏の土用の丑の日にうなぎを食べる習慣が定

着しているのでしょう。 

土用の丑の日にうなぎを食べる習慣は、江戸時代からあったそうです。これには、諸説いろいろ

あってこれが本当というのは明らかになっていないようです。例えば、 
◆江戸時代の蘭学者平賀源内が、売り上げ不振の知り合いのうなぎ屋に依頼され「本日土用 

 の丑の日」と張り紙を書いて掲げたところ、うなぎ屋が大繁盛し、庶民に普及した。 

◆江戸時代の狂歌師蜀山人は、日頃からうなぎを好んでおり、うなぎ屋の依頼で店の繁盛を 

 願って「土用うなぎは食あたりせず薬になる」という狂歌を詠んで広告にした。 

◆土用の丑の日に「う」がつくものを食べると体に良い。 

◆丑の日（うのひ）とうなぎの語呂が良かった。 

など、私たちは一年中を通してうなぎを食べますが、土用の丑の日にうなぎを食べるというのはこう

いった説からきているようです。では、本当にうなぎを食べると体にいいのでしょうか？ 

うなぎにはビタミンAやB１・B2、Dといった豊富なビタミン類、カルシウム、亜鉛、鉄分などのミ

ネラル類など体に良い栄養素がたっぷり含まれています。また、DHAやEPAも豊富に含まれ疲労回復や

脳卒中・高血圧の予防、美容効果など期待できる効果も盛りだくさんです。夏の土用の丑の日にうな

ぎを食べることは、猛暑や暑い日が続くこの時期、夏バテ防止、スタミ

ナ増進、栄養補給等に科学的･栄養学的に言っても体にいいことなのかも

しれませんね。 

今年の夏の土用の丑の日は2回ありました。一の丑の日は7月22日、二

の丑の日は8月3日です。土用の丑の日といわず夏を乗り切る体力をつけ

る為にもうなぎをぜひ食してみませんか？ 

 当院では、今年も7月22日の土用の丑の日、行事食として「うな丼」を

ご提供させていただきました。患者さまにも好評で毎年続けていければ

と思っております。 

 平成25年5月より開始された、いきいき元気な地域づくりに向けての

「弓削校区サロン」に、武蔵ヶ丘病院も毎回協力させていただいていま

す。 

 主催は「弓削校区社会福祉協議会」「弓削校区民生児童委員」で、協

力機関として「特別養護老人ホームさわらび」「熊本市北区役所保険子

ども課」「熊本市北５地域包括支援センターささえりあ武蔵塚」「武

蔵ヶ丘病院」が、連携をとりながら運営しています。 

 会場は、特別養護老人ホームさわらび地域交流スペースで、毎回約30

～40人前後の弓削校区の参加者の皆様とご一緒に、武蔵ヶ丘病院リハビリテーション科の理学療法

士、作業療法士が、日頃の生活に活かせる転倒予防や腰痛予防、認知症の予防などのテーマで、レ

クリエーションを含めながら、楽しくわきあいあいと体操法や生活指導などを行なっています。そ

の後の座談会も含めて、参加者の皆様が笑顔でいきいきとされてい

らっしゃるのが印象的です。 

 今後は、弓削校区オリジナルの健康体操づくりや定期的な体力

チェックなども検討していきたいとの要望もあり、関係機関との連携

を深めながら、地域の皆様の健康づくりや介護予防、いきいき元気な

地域づくりに向けて、一生懸命貢献させていただきたいと思っており

ます。 
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 いよいよ夏本番！夏バテで食欲が落ちたり、水分や冷たいものを取り過ぎたりすることもある

と思いますが、旬の食材は他の季節よりも栄養価が高くなるようです。美味しく食べて元気に夏

を乗りきりましょう。 

各問題各問題各問題各問題のののの中中中中にににに旬旬旬旬のののの食材食材食材食材がががが１１１１つだけつだけつだけつだけ含含含含まれていますまれていますまれていますまれています    
答えは上部に掲載しています    

第第第第１１１１問問問問    

茗荷茗荷茗荷茗荷((((みょうがみょうがみょうがみょうが))))    

榎榎榎榎((((えのきえのきえのきえのき))))    

蓮根蓮根蓮根蓮根((((れんこんれんこんれんこんれんこん))))    

第第第第２２２２問問問問    

檸檬檸檬檸檬檸檬((((レモンレモンレモンレモン))))    

八朔八朔八朔八朔((((はっさくはっさくはっさくはっさく))))    

葡萄葡萄葡萄葡萄((((ぶどうぶどうぶどうぶどう))))    

第第第第３３３３問問問問    

鮟鱇鮟鱇鮟鱇鮟鱇((((あんこうあんこうあんこうあんこう))))    

鮎鮎鮎鮎((((あゆあゆあゆあゆ))))    

鯖鯖鯖鯖((((さばさばさばさば))))    

旬旬旬旬のののの食材食材食材食材クイズクイズクイズクイズ    ７ ７ ７ ７ ・ ・ ・ ・ ８８８８月編月編月編月編（（（（パートパートパートパート４４４４））））    

各部署紹介各部署紹介各部署紹介各部署紹介    ～～～～放射線科放射線科放射線科放射線科～～～～    

◆業務内容◆  

 当院の検査機器をご紹介します。 

 一般撮影、MDCT（４列）、MRI（0.2T永久磁石タイ

プ)、X線TV、骨密度測定装置、回診用撮影装置、外科用イメージ（手術用）以上の機器を操作

し、日々良質な画像を提供できるよう奮闘しています。  
 

◆部署内からひとこと◆  

  放射線科の業務指針を漢字一文字で表しました。 

 『優優優優』･･･体の不調で気持ちまで弱っている患者様に対して、安心して検査を受けて頂けるよ 

      うに、優しい気持ちで接したいと思います。 

 『聴聴聴聴』･･･患者様の気持ちを耳・目・心で聴き、しっかり受け止めて検査に臨みたいと思いま 

           す。 

◆所属人数◆ 

  放射線科医師  男性1名 

  診療放射線技師 男性2名 

          女性1名 

  助手      男性1名 

【答え】第１問・・・みょうが 第２問・・・ぶどう 第３問・・・あゆ   
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外来担当医のご案内外来担当医のご案内外来担当医のご案内外来担当医のご案内         

※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8888月月月月1111日現在日現在日現在日現在 

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 本多     

5診 赤星   前田  水流添  

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  

休診 

呼吸器科   内田          内田  貞松    東    

物忘れ       田中    

佐藤 

第1・3週  

   冨田 

佐藤 

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 水流添 

水流

添 

本多 

本多  

水流添 

本多 

本多 

水流添 

本多 

本多 

水流添 

本多 

本多 

水流添 

        

内 視 鏡   前田  水流添  前田  中山          

○スポーツをするには暑すぎる日が続きます。水分をしっかり補給して、熱中症にならないように気を付けましょう！！（久米） 

○今年は初めての家庭菜園に挑戦しています。ナス、オクラ、モロヘイヤ、大葉、ニラ等を植えていますが、収穫が最盛期です。  

  この野菜たちに元気をもらって、夏バテ知らずに過ごしたいです。（一安） 

○8月号より担当させて頂くことになりました。本誌を見て頂く方にもっと色んな情報を伝えることが出来ればと思っていますので、 

  どうぞよろしくお願い致します。（生松） 

○広報委員に新しい仲間が増えました！まだまだ暑い日が続きますので、体調管理と紫外線対策に気をつけましょう。（中嶋） 

【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）  

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

 

編集後記編集後記編集後記編集後記    


