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市民公開講座
　平成 30 年 9月 23

日（日）くまもと県民交

流館パレアホールで、

成尾整形外科病院と

KKT「Dr.テレビたん」

の主催で市民公開講座

を開催しました。今回

は「骨粗しょう症と腰・

ひざの痛み～動ける身

体を手に入れよう～」

というテーマで、当院の4名の整形外科医師と石川県の金

沢脳神経外科病院・

病院長佐藤秀次先生

の講演となりました。

　当日は定員を大きく

上回る334 名の方が

来場され、来場者の

皆様は最後まで熱心

に聴講頂き、大盛況

で終えることができま

した。

　また、別会場では当院の職員が健康相談コーナーを開設

し、骨密度測定、血管年齢測定、身体機能テスト（ロコモ

テスト）、お薬や栄養相談などを行い、多くの方々に体験し

て頂きました。

　今回は、株

式会社えがお、

大塚製薬株式

会社、藤山ダン

ススタジオなど

からもご支援・

ご協力頂き、サンプルの配布やチアダンスなどで公開講座

を盛り上げて頂きました。

　今後も地域住民の皆様のお役に立てるよう情報を発信し

ていきます。金沢脳神経外科病院 病院長
佐藤秀次先生

理事長 成尾政一郎

C O N T E N T S理　　念
私たちは患者様の立場に立った医療を提供します。 

基本方針
○脊椎外科・関節外科を主体とした整形外科専門病院として
信頼できる医療を提供します。 
○地域社会に開かれた病院をめざします。 
○患者様の権利を尊重した医療をめざします。 
○誠実さと思いやりの心を持った診療をします。 
○専門知識、技術の研鑽と共に人格の形成に努めます。 

市民公開講座

●5病院研修会
●事務管理研究会
●インターンシップ
●医療連携講演会
●医事課勉強会
●管理者研修
●医療安全対策研修
●新入職員紹介

せいりょうせいりょう
医療法人社団 誠療会　成尾整形外科病院－広報誌－

●医療技術部交流会
●カラオケ大会
●ソフトボール大会
●ミニバレー
●連携病院の紹介
　大坂整形外科医院さん
●栄養科
●外来診療医一覧表
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　今年も 2 日間にわたり、第二高校より医療職を

目指す生徒 2 名が職場体験をされました。色んな

職種から話を聞いて、新たな発見もあったようで

医療職への興味がますますわいたようでした。

　また、高齢者体験では思っていた以上に身体が

重く動き難いことに驚き、恒例の AED 体験では

人命の尊さや、人命を預かる医療職の責任の重さ

を感じて頂けたようです。

　酷暑のなか、頑張られた 2 名の生徒に拍手を贈

りたいと思います。

第二高校インターンシップ 8月2日（木）・3日（金）

　熊本県医療法人協会事務長会主催の第13回病院事務管理研究会が

熊本市医師会館にて開催され、熊本県下の医療機関から325 名の参

加がありました。

　当院からは情報システム課の和田翔一が「ＩＴ資産管理ソフトを

導入して」という演題で発表いたしました。

　他の医療機関の担当者と事務管理について意見交換をする貴重な

機会となり、今後の医療の質向上の底上げになるよう活かして参り

たいと思います。

第13回病院事務管理研究会 8月18日（土）

　ホテルニューオータニ高岡（富山県）にて5

病院研修会が行われました。高岡整志会病院

（富山県）、竜操整形外科病院（岡山県）、浜脇

整形外科病院（広島県）、川嶌整形外科病院（大

分県）の 5 病院で、年に 1 度開催され「人口

減の中、生き残りをかけた秘策～いかに付加

価値を築き、提供できるか～」というテーマで部門別に各病院の

状況や課題・対策などを発表・討議しました。その後、全体討議

として全部門が集まった発表・パネルディスカッションが行われ

ました。今年は当院からも医師を始めとした職員が多く参加し、

研修会全体で207名が集まりました。同じ整形外科病院として同じような課題があり、対策に取り組んで

いることなど当院にもヒントとなる貴重な情報を得ることができました。また、研修会後にはビアパー

ティーが行われ、参加病院との懇親も深められ良い研修会となりました。

　今後の当院の診療に活かしていきたいと思います。

5病院研修会 8月25日（土）
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新入職員紹介 新入職員です。宜しくお願いします。
①所属　②趣味・特技　③ご挨拶 New Face

堤
つつみだ

田 朋
ともみ

実
① 2病棟　②旅行
③至らない点が多くある
と思いますが、頑張り
ますのでよろしくお願
いします。

浦
うらた

田 　圭
けい

①外来　②ショッピング
③分からない事ばかりでご迷
惑をおかけしますが、早く
覚えて頑張りたいと思いま
す。よろしくお願いします。

上
うえむら

村 貴
きみこ

美子
①臨床検査科
②食べること
③短い期間ですが、少し
でもお役に立てる様
に頑張ります。

「整形外科のコト」
～もっと介護と向き合うために～
　あすの介護を考える会（事務局 株式会社九州サン
ガ様）主催で、当院の林田 実医師より介護施設など
で働く方々に向けた講演会が開催されました。高齢
者の転倒予防や人工関節、医療と介護の連携など、
笑いを交えながら解り易く話して頂きました。当日
は総勢80名の方が参加され、予定時間を大幅に過ぎ
る程の熱のこもった活発な意見交換ができました！

医療連携講演会
7 月 18日（水）

熊本県医療法人協会
第27回医事課勉強会について
　当院に於きまして医事課勉強会が開催され、熊本
県内の各病院の医事課職員28施設60名の方々が参
加されました。当院の紹介と各施設からの医事課業
務に関する質疑応答、グループワークの3つの構成
にて行われ、法律に基づく、業務上の解釈の問題等
の解決方法や算定方法について討議されました。当
院からも3名が出席し、患者さんに安心して受診し
て頂けるように学習しました。

個人情報保護研修会
　富田薬品株式会社から講師を迎え、「個人情報保護
法について」の研修会が開催されました。
　全職員が対象であり、個人情報の利用目的の特定、
安全管理措置、個人データの第三者提供、苦情処理、
個人情報保護法の罰則、守秘義務違反などについて
学びました。院内には多くの個人情報がありますの
で慎重に取扱い、個人情報漏えい防止に努めていき
たいと思います。

医事課勉強会
7 月 26日（木）

医療安全対策研修
8 月 30日（木）

管理者研修
8 月 28日（火）

コーチング研修
　初めて管理者のみを対象とした研修を開催しまし
た。第 1回目は「コーチング」。コーチングとは「自
発的行動を促進するコミュニケーション」と言われ
ており、相手が自分から進んで学習し成長できるよ
うに関わっていく重要なマネジメントスキルです。
多数の管理者が参加し真剣な面持ちで興味深く聴講
していました。今後も定期的に開催していきたいと
思います。
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医療技術部交流会
　昨年導入されました各部門活性化活動支援制度を利用し、今年も

医療技術部門（薬剤科・リハビリ科・検査科・栄養科・臨床工学科・

放射線科）の6科でボウリング交流会を行いました。目的は、他科との交流・運動不足解消

など…この会は企画・運営まで各科を担う責任者で行っています。

　今回は、昨年の経験を活かし、準

備・運営とスムーズな流れのもと大盛況で行うことが出来まし

た（さすがです）。次回も、交流を深められる様な企画を行い、

日常においても助け合いの心で業務にあたっていければと思

います。

 参加者感想  他部署の方 と々ボウリングを通して楽しく交流が

でき、お話をする良いきっかけにもなりました。また機会があ

れば参加したいです。   （リハビリテーション科　一丸貴代香）

カラオケ大会
　当院に於き、恒例のカラオケ大会を開催しました。

　多くの入院患者さま、外来患者さまにご参加いただきました。

　7名の方がそれぞれ自慢の歌を披露されました。最後の曲は客席から

「まつり」のリクエストがあり、パワフルに歌い上げていただきました。

ソフトボール大会
　大江体育協会主催のナイターソフトボール大会
に当院も参加しました。

　当院リハビリテーション科の松本拓哉が選手宣誓を
行いました。結果は 2戦 2敗と惜敗しましたが、他部
署の方々とよい交流の場となりました。10 月 28 日に
は病院対抗ソフトボール大会にも参加する予定です。

ミニバレー
　白川中学校において「第 26 回
職場対抗ミニバレーボール大会」
が開催されました。当院からは部
署の垣根を越えて 4チーム 38 名
の方にご参加いただき、応援も含
めて大変盛り上がりました。残念
ながら表彰台には立てませんでしたが、また機会があれば来年も出場したいと思います。

9月 3日（月）・4日（火）

7月 31日（火）

7月7日（土）

サークル
活動報告

Event

7月18日（水）〜20日（金）
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かか
りつけ

のお医者さん
「なるお」の連携病院をご紹介します。

大坂整形外科医院今回は

さん

　山鹿市の大坂整形外科医院です。

　当院は 19床の有床診療所で、外来は慢性疾患、入

院は高齢者の外傷の保存、術後、慢性疾患の術後等、

ご紹介いただきました患者さまの在宅復帰や在宅復

帰後の質の高い療養生活送って頂くことを目的とし

たリハビリに力をいれております。なかでも、高齢

者のリハビリでは術後の合併症や認知症により、な

かなか在宅復帰に至らず中長期的なリハビリを必要

とする事も多いため、退院後は介護保険での継続リ

ハビリ、在宅復帰にスムーズに移行できるよう多職

種との連携に努めています。

　また、介護老人保健施設、小規模多機能型介護施

設を併設しており、今後も当地のかかりつけ医とし

て医療、福祉における役割を果たしていきたいと思っ

ております。

医療法人内容

　医療法人社団　征栄会：理事長　大坂征一　

　〒 861-0511　熊本県山鹿市熊入町 315番地

　Tel:0968-43-2316・43-1500

　Fax:0968-42-8830

大坂整形外科医院：院長　大坂征一

 診療科目

整形外科・リハビリテーション科・リウマチ科

（介護保険・通所リハビリテーション）

 併設施設

○介護老人保健施設・山鹿リハビリセンター
　（入所・短期入所サービス・通所リハビリテーション）

○小規模多機能型介護施設・くらつか

○居宅介護支援事業所・倉塚の里

大坂整形外科医院

介護老人保健施設　山鹿リハビリセンター

小規模多機能型介護施設　くらつか

居宅介護支援事業所　倉塚の里



森田　誠

野上俊光
（漢方内科）

野上俊光
（漢方内科）

矢渡健一

広報担当

〒862-0958 熊本市中央区岡田町12-24
TEL.096-371-1188  FAX.096-366-9923
HP http://naruoseikei.com/　E-mail madoguchi@naruoseikei.com

成尾整形外科病院 敷地内全面禁煙 ～禁煙のお願い～
喫煙は、肺がんや咽頭がんを始めとする多くのがんや循環器疾
患等を誘発します。副流煙による受動喫煙により周囲の人々に
も健康被害が及びます。健康増進法第25条の趣旨を鑑み、また
喫煙される患者様にとって手術中・手術後は危険な状態に陥り
やすい可能性があることから当院は「病院敷地内を含め全面禁
煙」としています。皆様のご理解とご協力のほど宜しくお願い
申し上げます。

野上俊光・永友利幸・内田麻衣・清島絵美・村本美里・池田　恵・澤村拓朗・岩下万恵・中野俊一
佐藤佳奈・礒道正徳・片桐晶子・高光稔侍・山口　薫・川中洋平・和田翔一・前田優佳・渡邉江身子 

「せいりょう」では身近な情報を掲載しています。記事に関するご要望などございましたら広報担当（渡邉）まで
お問合せください。次号発行は平成31年新春号予定です。お楽しみに!!
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Recipe栄養科from

　秋を存分に感じてもらおうと、当院

シェフ自慢のワンプレートメニューを実

施しました。旬の食材がいくつも盛り付

けられ、見た目100点満点。地元の食材

で手作りしたおやつも加え、さらに風情

が増しています。患者様の感想も「きれ

いでびっくりした」「おいしくてもっと

食べたい」と皆さん笑顔で答えられ、こ

れから始まる秋を楽しまれていました。ワンプレートメニュー

外来診察医一覧表 平成30年10月1日現在

森田　誠
林田　実 知花尚徳知花尚徳

午

　前

田中佳代
（禁煙外来）矢渡健一

土
午

　後
2：00～5：30

月 火 水 木 金

月 火 水 木 金

土
1週

成尾政一郎 成尾政一郎 成尾政一郎
浦門　操

林田　実 林田　実 林田　実 林田　実 林田　実
山城和馬

山城和馬

森田　誠 森田　誠 森田　誠 森田　誠
山城和馬 山城和馬 山城和馬 山城和馬

矢渡健一 矢渡健一 矢渡健一 矢渡健一

上薗幸作
（内科）

野上俊光
（漢方内科）

知花尚徳 知花尚徳 知花尚徳 知花尚徳 知花尚徳

浦門　操 浦門　操 浦門　操 浦門　操

2週 3週 4週 5週

休診当日
担当医

当日
担当医

午　前
受付時間
　※新患

8：30～12：00
8：30～11：00

午　後
1：30～5：00
1：30～5：00

診療時間 9：00～12：30

知花尚徳

材　料 さつまいも …… 300g
 バター ……………30g
 グラニュー糖 …… 60g
 塩 ………………… 適量
 生クリーム ……… 25ml
 卵黄 …………… 1/2 個
作り方
①さつま芋を蒸して、つぶす。  ②バ
ター、グラニュー糖、塩を加える。  
③ミキサーにかけ、生クリームを加
え、なめらかに。 ④一旦冷蔵庫で寝
かせる。 ⑤成型して卵黄を塗り
オーブンへ。200℃で焼き色が付
けば出来上がり。

大津産サツマイモのスイートポテト

分量
7～10個
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