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医療法人田中会 理事長 

      田中 英一 

 立春の候、皆様におかれましてはご清祥のこととお喜び申し上げます。また、日頃より武 

蔵ヶ病院をご理解、ご支援いただきありがとうございます。 

 昨年12月7日、隣接地に建築中であった新武蔵ヶ病院が完成し、診療を開始しました。 

移転は大過なく行なえましたが、診療開始当初は不備な点もあり、患者さまやご家族にご 

迷惑をおかけしたと思います。約2ヶ月が経過し、少しずつ落ち着きを取り戻しつつあるとこ 

ろです。 

 昨年４月より地域医療構想策定がスタートしました。地域医療構想策定とは将来の医療 

需要を推計し、必要な医療資源（必要病床数）を設定するもので、これに向けて各都道府 

県で調整のための話し合いが始まっています。熊本市では将来の必要病床数よりも現状 

の病床数が上回っており（過剰）、今後、入院医療（特に回復期、慢性期）から在宅医療へ 

の移行が推進されていきます。 

 

 当病院では一般（急性期）病棟（40床）、地域包括ケア病棟（45床）、回復期リハビリテーション病棟（60床）

を有しており、一般病棟では急性期の病状に対応し、救急車の受入れも行ないます。地域ケア包括病棟では病状が

急性期から少し安定した方や在宅療養されている方を受入れます。回復期リハビリテーション病棟は障害の程度に

合わせ到達目標を設定し、日常生活の質向上を目指します。いずれの病棟においても、在宅復帰支援を行なう機能

を有します。今後の医療はより地域に密着し、切れ目のない医療提供が必要とされますが、当法人では武蔵・大津

トータルサポートセンター（訪問看護、訪問介護、訪問リハ、居宅支援事業など）を設置し、退院後の支援を積極

的に行なっていきます。 

 新病院は旧病院の約1.5倍の床面積（約9000㎡）を有し、ゆとりある病院へ生まれ変わりました。入院病床数は

131床から145床へ増床し、入院受け入れ体制を強化し、入院機能の中でも救急受入れ、回復期リハビリテーション

病棟およびリハビリテーション部門を新病院の大きな柱の一つとしました。救急に関しては院長を中心に可能な限

り受け入れるよう救急外来室を設置しました。病棟とリハ部門を同フロアに配置することで看護部とリハ部の連携

が密に取れるようにし、フロア全体を使ったリハビリテーションを心がけています。訓練スペースは500㎡以上を

確保し、免荷機能付きリフトや3D歩行解析装置、社会復帰を支援するADL訓練室、ドライブシミュレーションなど

様々な最新機器や設備を導入し、様々な病態や障害に対応できるようにしました。 

 施設面においても、省エネタイプの空調の導入、照明器具の完全LED化、災害時対策を兼ねた給湯・発電のため

の大型ガスエンジンの導入、地下水浄化装置の設置など、環境や災害に配慮した設備を揃えています。 

 「まっすぐに、人と向きあう。」を院是とし、「医業を通じて人に、社会に、貢献する。」を理念として、専門

職としての誇りを持ち、精進してまいります。私たちが目指す医療や病院のあり方はハード、ソフトがうまく噛み

合ってこそ実現できるものと考えます。新しい環境のもと、職員一同、心機一転、自覚を新たにし努力してまいり

ますので、今後とも、武蔵ヶ丘病院をよろしくお願い申し上げます。 

新病院完成新病院完成新病院完成新病院完成によせてによせてによせてによせて    

特別室 外来処置室 手術室 

病棟食堂・談話室 研修ホール 64列マルチスライスCT 
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看護部看護部看護部看護部    副看護部長副看護部長副看護部長副看護部長    蒔平悦蒔平悦蒔平悦蒔平悦

 12月に新病院へ移転し、病棟編成も変わりました。療養病棟が廃止となり、新たに地域包 

括ケア病棟40床が新設されました。救急車の受け入れ台数も昨年より大幅に増加し、地域 

における中核病院としての役割を果たそうと、職員一丸となって頑張っています。 

 看護部では、看護師86名、介護士29名、合計115名の仲間が「誠実で心温かい看護」を 

基本理念に、患者様お一人おひとりを尊重し、思いやりの心を持った看護の実践を目指して 

います。 

 また患者様の高齢化、重症化が進む中で、安心・安全な看護師を提供するために、専門 

職として学び続けることはとても大事なことで、各々のスキルアップにも力を入れています。 

 これからも看護師、介護士が、患者様や地域の皆様のために、いきいきと職務に専念でき 

るよう、その環境づくりにも取り組んで参ります。今後とも、どうぞ宜しくお願いいたします。 

地域連携室地域連携室地域連携室地域連携室    室長室長室長室長    水流添水流添水流添水流添    周周周周（（（（医師医師医師医師・・・・健診室長兼健診室長兼健診室長兼健診室長兼

 地域連携室では、金丸センター長以下3名の医療相談員が、入院患者様の入退院の調整 

や退院後の介護サービス担当者との連絡に当たっています。 

 以前は4階の一番奥まった場所にありましたが、新病院への移転に伴い1階に配置され、総 

合受付や外来、在宅部門とのアクセスも大変良好になりました。 

 業務面では、医療療養病棟が廃止され地域包括ケア病棟が増床となったため、これまで 

以上に速やかな入院調整、退院調整が求められるようになっています。 

 また、地域における在宅ケアのニーズもさらに高まりつつある状況です。法人内外のサービ 

ス事業所との連携も、さらにきめ細やかに行う必要があります。 

 今後とも、地域の皆様や患者様、ご家族のお役に立てる連携室を目指してまいりますので、 

皆様には本年も変わらぬご理解、ご協力をお願い申し上げます。 

薬剤部薬剤部薬剤部薬剤部    部長部長部長部長    畑本畑本畑本畑本    慶太慶太慶太慶太    

 当院には薬剤師が6名在籍しており各病棟に専任薬剤師を配置し、入院患者様の薬物治 

療に積極的にかかわりチーム医療の一員として業務に臨んでいます。新病院に移転後、薬剤 

部は一般・地域包括病棟と同じ3階に位置しています。病棟と同じ階に薬剤部があることで、 

薬剤師がより患者様に近い存在になれればと考えております。 

 さらに今年は入院患者様だけではなく、在宅で治療されている患者様宅へお伺いする訪問 

薬剤管理指導を開始いたしました。退院後にうまくお薬が飲めず症状が悪化される患者様が 

いらっしゃいます。そのような患者様のご自宅へ薬剤師が訪問し、本人様、ご家族と一緒にラ 

イフスタイルに沿った薬物治療を考え、患者様の手助けになることを目指します。住み慣れた 

地域で自分らしい生活が続けられるように、病院から在宅へシームレスな薬物治療が可能な 

ように貢献していく所存です。 

検査部検査部検査部検査部    部長部長部長部長    片山片山片山片山    義勝義勝義勝義勝    

 病院移転に伴い、当検査部も新病院の１階東側へと移転しました。 

 検査部では、移転を機に新たに追加された検査項目はございませんが、昨年末に導入した 

BNP検査機器により、迅速に患者様の心臓の状態が把握できるようになりました。 

 また、心電図室や二箇所のエコー室など以前より広いスペースを与えられ、患者様により 

迅速に、より快適に検査を受けて頂ける体制が整ったのではないかと自負しております。 

これらのハード面の充実に加え、ソフトの面でも５名の常駐スタッフが積極的に学会参加等 

を行い、最新の検査技術の取得や知見の蓄積を行っており、精度の高い検査結果を提供 

することで、患者様の診療に貢献していきます。 

 検査部は、新病院で心も新たに、なお一層の検査精度の向上と患者サービスの向上を目 

指し、努力を続けて参ります。 
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放射線部放射線部放射線部放射線部    主任主任主任主任    阿蘇品阿蘇品阿蘇品阿蘇品    昌昌昌昌

 放射線部では、新病院移転に伴い放射線機器が更新されました。高い磁場強度（1.5T(テ 

スラ)）のMRI装置の導入で、頭部や整形領域をはじめ、腹部領域におきましても高画質の画 

像が提供できるようになりました。  

 また64列マルチスライスＣＴが導入され、高精細な画像が短時間で広範囲撮影できるよう 

になりました。任意の角度の断面像や3次元表示画像を作ることもできるようになりました。 

 PACS（画像電子保存装置）や放射線検査画像レポーティングシステムが導入されており、 

施行されたCT,、MRI検査は放射線科専門医により検査後直ちに読影され、院内へはもちろん 

院外の連携医療機関からの依頼検査も直ちに画像（CD）及び読影結果を報告しています。 

 新病院となって運用面では検討がまだまだ必要ですが、装置の性能や特徴を把握し、スム 

ーズな検査と質の高い画像が提供できるよう努力していきたいと思っています。 

スタッフ一同、これからも患者様へ思いやりを持って対応するよう心がけていきます  

リハビリテーションリハビリテーションリハビリテーションリハビリテーション部部部部    部長部長部長部長    木原木原木原木原    伸一伸一伸一伸一    

リハビリテーション部は現在、理学療法士24名、作業療法士17名、言語聴覚士4名、アシ 

スタント１名の計46名と充実した人員体制で、他職種と連携してチームリハビリテーションを 

展開しています。 

 急性期リハから、一般病棟・地域包括ケア病棟・回復期リハ病棟でのリハビリテーション、 

在宅リハ部門での訪問リハ・通所リハ、地域での健康教室・サロンへの講師派遣協力までと、 

各ステージにおいて患者様・御利用者様の、早期の機能回復、ADL･QOLの向上、早期の 

在宅復帰とよりよい生活への貢献を目標に、積極的なリハビリテーションを実施しています。 

 新病院では拡大したリハビリ訓練室やADL訓練室とともに、最新のリハビリ機器を含めた新 

たな設備を導入し、より効果的なリハビリテーションを提供し、患者様の多様なニーズに応え 

ていきたいと考えておりますので、今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。 

 ＜施設基準＞ 

 脳血管疾患等リハビリテーション(Ⅰ) 運動器リハビリテーション(Ⅰ) 呼吸器リハビリテーション(Ⅰ)            

 ＜新病院でのリハビリテーション部の特徴＞ 

 １．リハ室の拡大 (計1005.3㎡：2階訓練室：655.3㎡、３階訓練室：80㎡、屋外訓練フロア：270㎡ ) 

 ２．実際の生活場面をイメージした「ADL室の設置」 

 ３．新しいリハビリテーション機器の導入 

   ・12ｍ免荷装置ニューアシスト（2本）  ・低床型デュアルトレッドミル 

   ・免荷式リハビリテーションリフト  ・三次元動作解析システム（キネマトレーサー）   

   ・ドライブシュミレーター（自動車運転復帰訓練用） 

   ・物理療法機器の充実（フィジオパック、低周波、干渉波、超音波など） 

   ・その他（ST室：モニター室、カラオケもできる防音室など） 

低床型デュアルトレッドミル 

免荷敷リハビリテーションリフト 

12m免荷装置ニューアシスト 

カラオケ 

広くゆとりのあるADL訓練室 ドライブシュミレーター 
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事務部事務部事務部事務部    事務長事務長事務長事務長    城戸城戸城戸城戸    幸一幸一幸一幸一

 昨年末に新病院が完成し、少しずつですが新しい環境に慣れ、病院全体の雰囲気も落ち 

着つきつつあると感じるようになりました。私たち事務部門は窓口応対や保険請求を行う医 

事課、病院の運営・人事などを取り扱う総務課、コンピューター管理などを行う情報管理課 

の三部門で構成されています。 

 患者の皆様と直接的にかかわりがあるのは医事課の職員が中心で、どちらかというと裏方 

的な業務が多いのが事務部の仕事ですが、病院を利用なさる皆様が気持ちよく利用して頂 

けるよう、また職員が快適な環境で仕事ができるように下支えするのが私たちの一番の仕事 

だと思っております。 

 建物だけが新しくなっても決して良い医療は提供できません。職員一人ひとりが皆様と真摯 

に向き合い、地域に愛される病院になるために努力を惜しまず頑張ることが必要だと思って 

おりますので、引き続き武蔵ヶ丘病院をよろしくお願いいたします。 

栄養部栄養部栄養部栄養部    部長部長部長部長    冨永冨永冨永冨永    しのぶしのぶしのぶしのぶ    

栄養部では、元旦より患者様に御節料理を味わって頂けるよう職員全員で業務に当らせ 

て頂きました。入院加療が必要な患者様に少しでもお正月らしい雰囲気を感じて頂けるよう              

毎年を込めて調理させて頂いております。 

 さて、昨年12月に新病院に移転し、新厨房を使用するようになりました。最新調理機器も 

導入され職員一同、改めて食事作りに対する責任と喜びを感じているところです。 

 食事制限を余儀なくされている患者様、飲み込みが困難になり食事形態に制限のある患 

者様、病状にて食欲を無くされている患者様、各々の患者様に少しでも喜んで頂ける食事 

作りに精進して参ります。今年も『美味しい』と言って頂ける食事作りが目標です。 

 栄養は治療の一環です。栄養部だけでなく、他職種と連携しながら、患者様一人ひとりに 

合った栄養管理をして参ります。栄養サポートチーム（NST）で、患者様の栄養状態の改善 

を図っていく所存です。栄養部へのご理解ご支援を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

当院当院当院当院でででで実施実施実施実施していますしていますしていますしています当院当院当院当院でででで実施実施実施実施していますしていますしていますしています    ーMCIスクリーニング検査・アルコール感受性検査ー 

❏❏❏❏MCIMCIMCIMCIスクリーニングスクリーニングスクリーニングスクリーニング検査検査検査検査（（（（認知症予防認知症予防認知症予防認知症予防のののの為為為為のののの血液検査血液検査血液検査血液検査））））        【【【【自費診療自費診療自費診療自費診療】】】】    料金料金料金料金    21,60021,60021,60021,600円円円円 
  軽度認知障害（MCI）スクリーニング検査では、血液検査を行うことで、4段階のリスク判定が可能になります。 

   「最近ものわすれが増えてきた」 「肥満や糖尿病等の生活習慣がある」 

    「親や家族の様子が少し変わってきた」 このようなときにおすすめで

す。 

  この検査では、アルツハイマー型認知症の原因物質であるアミロイドベ 

  ータペプチドの排除に関する3つのたんぱく質を調べることで、MCIのリ 

   スクを判定します。アミロイドは約20年前から脳内に溜まり始め、軽度 

   認知障害（MCI）では、約5年でその半数以上が、認知症に進行すると 

   言われています。MCIの段階での適切な予防や治療を行えば、認知症 

   の発症を防ぐことや遅らせることができると分かっています。 

    

❏❏❏❏アルコールアルコールアルコールアルコール感受性検査感受性検査感受性検査感受性検査        【【【【自費診療自費診療自費診療自費診療】】】】    料金料金料金料金    6,4806,4806,4806,480円円円円    
  ご自身のアルコール体質を遺伝子レベル（爪または口腔粘膜）で知る 

   ことにより、お酒に強い(飲める)、弱い(飲めない)を判断するだけでな

く、 

   「飲酒による健康障害のリスク」回避に役立てます。  

  「お酒での問題や不安がある」「自分の体質を知りたい」「アルコール健 

   康障害が心配だ」 このような時におすすめです。 

  アルコールは体内で最初にADH(アルコール脱水素酵素)で分解され、 

   アセトアルデヒド(頭痛や吐き気の原因)になります。さらにALDH2によっ 

   て分解され、酢酸になります。日本人ではADHとALDH2の酵素活性に 

   個人差があり、強さが9タイプに分類されます。アルコール問題に経験 

   抱負な医師が結果のご説明とアドバイスを行います。アルコールに伴う 

   健康障害の発生の予防や治療に役立ちます。 

  ～各検査の詳細につきましては、健診スタッフへお問い合わせ下さい～ 

 
「大雪の熊本城」 撮影：佐藤 正（心療内科医師) 
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診療担当一覧 

○診療担当は変更になる場合がございます。予めご了承ください。 

○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。 

○めまい外来、物忘れ外来、心療内科は、完全予約制です。 

○専門外来につきましては、事前にお問い合わせください。 
お問い合せ先お問い合せ先お問い合せ先お問い合せ先    ☎☎☎☎096096096096----339339339339----1161116111611161（武蔵ヶ丘病院代表）（武蔵ヶ丘病院代表）（武蔵ヶ丘病院代表）（武蔵ヶ丘病院代表）    

【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】 午  前  8時30分～12時00分 

         午  後 13時30分～17時00分 

【医療法人田中会 関連施設】【医療法人田中会 関連施設】【医療法人田中会 関連施設】【医療法人田中会 関連施設】    

❏田中耳鼻咽喉科田中耳鼻咽喉科田中耳鼻咽喉科田中耳鼻咽喉科 

  〒860-0803 熊本市中央区新市街7-17 TEL.096-354-0055/FAX.096-354-0077 

❏介護老人保健施設おおつかの郷介護老人保健施設おおつかの郷介護老人保健施設おおつかの郷介護老人保健施設おおつかの郷    

  〒869-1221 菊池郡大津町陣内1165 TEL.096-294-1500/FAX.096-294-0478 

❏大津陣内メディケアセンター大津陣内メディケアセンター大津陣内メディケアセンター大津陣内メディケアセンター 

  ■■■■大津じんないクリニック大津じんないクリニック大津じんないクリニック大津じんないクリニック    

        ■■■■サービス付高齢者向け住宅 ケアガーデンじんないサービス付高齢者向け住宅 ケアガーデンじんないサービス付高齢者向け住宅 ケアガーデンじんないサービス付高齢者向け住宅 ケアガーデンじんない    

        ■■■■グループホーム陣内グループホーム陣内グループホーム陣内グループホーム陣内    

        ■■■■認知症対応型通所介護ほほえみ認知症対応型通所介護ほほえみ認知症対応型通所介護ほほえみ認知症対応型通所介護ほほえみ    

        ■■■■おおつかの郷指定居宅介護支援事業所おおつかの郷指定居宅介護支援事業所おおつかの郷指定居宅介護支援事業所おおつかの郷指定居宅介護支援事業所    

  〒869-1221菊池郡大津町陣内1167-5 TEL.096-294-5400/FAX.096-294-4155 

❏小規模多機能ホームむさし小規模多機能ホームむさし小規模多機能ホームむさし小規模多機能ホームむさし    

   〒861-8006 熊本市北区龍田9-4-69 TEL./FAX.096-339-5540  

  

病院病院病院病院のごのごのごのご案内案内案内案内    

【面会時間】 平  日 14時00分～20時00分 

         土日祝 10時00分～19時00分 

-6- 

診療担当一覧 

H27.12.7～ 

   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  松本      松本 松本  

当番医  当番医  

2診 種子田  種子田 種子田 種子田 種子田

※
 

種子田 幸 水流添 前田 

3診 幸   本多 幸  赤星   赤星 

4診  赤星              

5診  前田 水流添  本池 本池 水流添    

専

門

外

来  

循環器科  堀内 宇宿   

大嶋 

野田 

     

呼吸器科  内田 内田  東  内田 坂本 東   

物忘れ 

心療内科 

佐藤   佐藤     佐藤 佐藤 

佐藤 

第2.4週 

 

禁煙  内田          

整形外科 木村  清原 木村 清原 木村 木村 清原 木村 清原  

耳鼻咽喉科 田中  唐木  田中  唐木  

小野 

(めまい) 
 当番医  

健康診断 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  前田 前田 水流添 前田 前田 前田 (前田)    

※水曜午後の種子田院長の診察は予約制予約制予約制予約制です。  ※水曜午後の循環器科は大嶋医師と野田医師の隔週交代です。      

◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇駐車場駐車場駐車場駐車場のごのごのごのご案内案内案内案内◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇    

旧病院の解体工事に伴って、ご来院の皆様にご利用頂く駐車場

が変更になり、大変ご迷惑をおかけしております。 

現在、旧病院旧病院旧病院旧病院のののの正面駐車場正面駐車場正面駐車場正面駐車場はははは乗降専用乗降専用乗降専用乗降専用となっております。お車

を駐車される場合は、右図の第１駐車場、第2駐車場、第3駐車

場をご利用ください。なお、車椅子等でご来院の患者様につき

ましては、病院代表（TEL096-339-1161)までご連 

絡頂きますと、介助させて頂きますので、お気軽に 

お声掛けください。 

解体工事終了後は、旧病院跡地が駐車場となりいよ 

いよグランドオープンを迎えます（平成28年6月頃を予 

定）。今しばらくの間、何卒ご理解ご協力を賜りますよう 

お願い申し上げます。 


