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　あけましておめでとうございます。

　本年もどうぞよろしくお願い申し上げます。

　昨年は開院 40周年を迎え、新たな取り組みをいくつ

か行いました。

　①人と人とのつながりを表現した新ロゴマークの作成

　②クレドの作成

　クレドとは「約束」「信条」を意味し、病院での活動

において経営者と職員が、意思決定や行動の拠り所とす

る基本方針のことです。作成及び改定に職員が積極的に

関与でき、簡潔かつ具体的でわかりやすく、実務に直結

することがその利点です。

　③職員からの応募による病院スローガンの作成

　④戦略経営の為のマネジメントシステムとして部署ご

とのBSCを作成・導入

　このような取り組みから職員自らが具体的に行動でき

るシステムが整い、職員のモチベーションの高まりを感

じています。

　昨年は酉年で「商売繁盛」や

「収穫」の意味があり比較的良い

意味の年でしたが、戌年はその

後になりますので収穫後の年に

なり、「守りの年」と言われてい

ます。

　それは「植物が

育っていき、花が

咲き、実をつけ食

べごろが過ぎた後、

自分の実を落とし

て、本体の木だけ

は守る」という意

味に由来している

そうです。

　そういう意味か

ら、既存の取り組

みと昨年導入した

取り組みに対する

見直しやアフター

フォロー、また、日頃お世話になっている患者様・地域

の皆様や連携医療機関、業者様等と更に連携を深める年

にしたいと考えています。

　また、戌年には勤勉な努力家という意味もあります。

　医療は日々進歩しています。全ての職員のレベルアッ

プと意識の共有を図り、今まで以上に皆様に信頼される

ように努めます。

　皆様が安心して暮らせるための医療を提供していきま

すので、今年も何卒よろしくお願い申し上げます。

新年のご挨拶

理事長・院長
成 尾  政一 郎

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－

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。 

新年のご挨拶

●5病院研修会
●カラオケ大会
●健康教室
●患者会
●忘年会
●連携病院の紹介
　桜十字病院さん

●市房庵紹介
●パラ主催レクリエーション
●外来診察医
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事務長　西 村  俊 也

　あけましておめでとうございます。本年もどうぞよろしくお
願い致します。
　今年の 4 月には、6 年に1 度の診療報酬・介護報酬同
時改定を控えております。
　昨年末には改定の基本方針が示され、少しずつシナリオ
が見え始めてきましたが、予想通り医療を取り巻く環境は
年々厳しくなっております。
　その基本方針の一つに、「新しいニーズにも対応でき、安
心・安全で納得できる質の高い医療の実現・充実」を図る
ことが今回の改定の一つのビジョンとなっています。
　当院では開院以来 41年目を迎え「私たちは、患者様の
立場に立った医療を提供します」を基本理念に患者様と向
き合ってきました。診療報酬改定や医療制度改革等、国の
方針が病院にとっていかに厳しいものになろうとも当院の基
本理念は変わることなく質の高い医療を提供していきます。
　また、今年は地域や医療機関等の求める医療を継続して

提供し、連携を強化・推進していくことに加え、
昨年取り組んだクレドや BSC 等を浸透させ
ていき、チーム医療の推進や他職種連携によ
る取り組みの強化、業務の効率化・合理化を
図り、職員が働きやすい職場づくりに全力で
取り組んでいきます。
　本年も職員一同、地域の皆様に必要とされ
る医療を提供できるように精進してまいります。
　今年一年が皆様にとって素晴らしい年にな
りますよう祈念致します。

医療技術部部長　麻酔科部長　野 上  俊 光

　新年を迎え皆様のご健康と共に、すこやかな生活を願っ
ております。
　医療技術部とは放射線科・臨床検査科・臨床工学科・リ
ハビリテーション科・薬剤科・栄養科の6部門です。正確
な診断に欠かせない「放射線科」、全身状態や経過の把握に
重要な「臨床検査科」、医療機器の操作や管理をする「臨床
工学科」、術前・術後の運動機能改善に欠かせない「リハビリ
テーション科」、安全で適切な治療薬を供給管理する「薬剤
科」、生命維持に必須で入院中の楽しみともなる「栄養科」です。
　スタッフ一同、新しい知識や技術を日々取り入れながら、
皆様に充実した毎日を送っていただこうと、今年も努力を続
けて参ります。本年も安全・安心で、より高度な医療を提供
して参ります。

　10 月 21日（土）にザ・ニューホテル熊本にて 5 病院研
修会を開催致しました。5 病院研修会とは整形外科の急性
期医療を担う、高岡整志会病院 （富山）、竜操整形外科病
院 （岡山）、浜脇整形外科病院 （広島）、川嶌整形外科病
院 （大分）、成尾整形外科病院 （熊本） が合同で行う研修
会のことです。1985 年に 3 病院で立ち上げその後賛同す
る病院が集まり、毎年各県持ち回りで開催されています。
　各職種の9 部門分かれて熊本地震とそれぞれのテーマに

医局長　整形外科医師　矢 渡  健 一

　明けましておめでとうございます。
 医局長 矢渡です。成尾整形外科病院 40 周年の節目を越
え、この病院で仕事ができる事に深く感謝いたします。
 　ここ数年で、多くの方々の手術、診療に携わって参りま
した。痛感することはいかに多くのスタッフの皆様に助けら
れているかということ。確かに、病院という組織のなかで、
医師、医局はリーダー的立ち位置にあります。診療にあたり、
普段多くの指示等出しながら行っておりますが、我々が仕
事をしていく中、たくさんの方々に支えられています。
　40 年という歴史の中で、先達の先生方、スタッフの方々
が築き上げてこられたものの上に、さらに新たなものを重ね
ていく。これまでも、そしてこれからも一緒に働いてくれる
皆々様への感謝の意をもって。医師と他スタッフ、医師と患
者ではなく、“人と人として ”の関係の上に成立つ医療を心
掛けて参りたいと思います。それが我々の使命であり、また、
それが、痛みや不安を抱えて受診される患者様の笑顔に結
びついてくれればと。
　この一年が皆様にとって良きものとなりま
すように。どうぞ今年も宜しくお願い致します。

看護部長　若 杉  和 子

　明けましておめでとうございます。
　昨年は開院 40 周年という節目を迎える
に当たり、職員総会が開催され 4 部門から
BSC（バランススコアカード）の発表。それからクレド（ラ
テン語で約束・信念・信条を意味する）委員会の発足、病
院のシンボルマーク “ ロゴ ”も新しくなりました。（病院と
患者さん、スタッフ同士など、人と人との心の通い合いを
大切にする姿勢を表現しております。）
　10 月には高岡整志会病院（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）との連携病院で、「熊本地震から学び大災害
に備える」をテーマで、当院がホスト病院として、約 200
名の参加者で研修会を開催致しました。共通の目的を持つ
ことで、チームワークが良くなる、飛躍した1年でありました。
　私達看護部門は病院の理念に基づき地域の方々の期待と
信頼を頂けるように、心温かく、安全で質の高い看護実践
が提供できるよう日々取り組んでおります。スタッフ一人一
人が働きやすい、そして安心して働き続けられる職場、又
お互いに学び合い、人として成長できる環境を作っていきた
いと思います。本年もよろしくお願い申し上げます。

新年の
ご挨拶

て協議を行い、その後特別講演として「病院避難を経験し
て」と題し、阿蘇立野病院 理事長　上村 晋一 先生の講
演が開かれま
した。研修で
学んだ内容を
今後の医療提
供に活かし、
医療の質の向
上に努めて参
ります。

5病院研修会
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第144回 カラオケ大会　 10月10日（火）

　平成 29 年 11月12 日（日） 快晴に恵まれ 50 名

の方の参加のもと「患者会」が賑やかに開催されま

した。従来は 10 月頃に強い日差しのなか白熱するグランドゴルフが

行われていましたが、今年は心地よい陽気のなかハツラツと開催する

事が出来ました。ホールインワン賞も 2 人の方が取られる等、ボール

を追いかけ芝の上を元気に行ったり来たり! 「運動後のバーベキューは美味かー！」「あた、元気だったね？」と、食

事の合間も近況を報告し合ったり、入院中のエピソードで盛り上がったりと食事も好評で、大盛況でした。

　最後には全員でニッコリと集合写真 ! 参加した私達 24 名の職員も、患者様の笑顔を見れて楽しく過ごすことが出来

ました。今年も無事に「患者会」を終える事が出来て、参加して頂いた患者様や職員の皆様に感謝です。有難うござ

いました。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  連携室：高瀬、大久保、片桐

※患者会は当院で久重医師による人工関節置換術後の患者様を対象にした会です。

　平成29年12月2日（土）KKRホテル熊本にて、関連業者様、

職員総勢 230 名を超える当院の忘年会を開催しました。

　ゲストにトランプマンの中島弘幸さんをお迎えし、参加者全員を魅了するマジッ

クを披露していただきました。当院スタッフの余興も今年を象徴する趣向を凝ら

したもので大変見応えがありました。また、トランプマンの中島さんは熊本が大

好きでいつか復興支援に訪れたいとの思いから、翌日はボランティアで南阿蘇 3

箇所でマジックショーを披露されました。

　平成 29 年 10 月10 日（火）に第 144 回カラオケ大会を開催

しました。当初はなかなか参加者が集まらず、スッカラカンの大

会になるのではとヤキモキしましたが、開催日が近づくにつれ参加希望者打ち切りに

なるほどの人気イベントとなりました。

　大好きな嵐の曲や外国から感じた日本の心、演歌 !!また、キラキラ衣裳で治療中

も忘れ、振付バッチリで踊ったり、みなさん思い思いに気持ちよく楽しんで頂きました。

　次の日、腰の状態は大丈夫だったでしょうか…。ちょっぴり心配しました。

　平成 29年 11 月14 日（火）第 40 回健康教

室が開催されました。今回は介護保険についての

テーマで、当院のソーシャルワーカー片桐晶子が講演をおこないま

した。介護保険の基本的な仕組みから、対象となる年齢や特定疾患・

申請方法・介護度に応じたサービス内容など説明があり、参加され

た患者様（13 名程）も耳を傾けられていました。

　今後も患者様の興味のある内容を企画していきたいと思います。皆様のご参加ありがとうございました。

Event

Event

Event

Event

第7回 患者会　 11月12日（日）

第40回 健康教室　 11月14日（火）

第40回 忘年会　 12 月 2日（土）
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のお医者さんかか
りつけ

「なるお」の連携病院をご紹介します。

桜十字病院今回は
さん

私たちは「口から食べる」をあきらめません。
「口から食べる」を実現させるためには、嚥下の問題のみを解決しようとしてもうまく行

きません。お口の中、覚醒の状態、食べる姿勢や体力、食べる意欲などなど…全身が「口

から食べる」ことができる方向へ向かうことが大切です。そのため、私たちは多職種に

よるチームを立ち上げました。それぞれの専門的な立場から患者さまに向き合い、「口か

ら食べる」ためのアプローチを行ってまいります。

食べられるようになりました！

〒861-4173 熊本市南区御幸木部1-1-1
TEL.096-378-1111  FAX.096-378-1119
クチタベ入院のお問い合わせは TEL.096-378-1120（地域医療連携室）

口から食べるプロジェクト
ディレクターナース

KTSM実技認定者
建山 幸

KTバランスチャートを使用して、患者さまの強みと弱みが見え、良好な能力と
介入が必要な側面が分かります。それぞれの項目について各職種からの専門的

な検知から検討しクチタベプランを立案します。
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水上・市房庵なるお便り
　初めまして。支配人の西 仁史です。
　一昨年10月に「市房庵なるお」の支配人として着任いたしました。
　生まれは水上村で、高校までこの自然の中で育ち、東京の大学で大学駅伝を通して実業団に入り、陸上
漬けの生活を送ってきました。今までの陸上などの経験を通して、全国のアスリート達に水上村の素晴ら
しさを紹介したいと思い、水上村での仕事を決心しました。
　水上村には昨年 5 月にオープンしたスカイヴィレッジ、全国屈指の高地トレーニング施設があります。
そしてトレーニング後のアスリート達の疲れを癒すのに温泉宿泊施設・市房庵 なるおの温泉は療養泉効
果にもっとも適しています。これらを全国のアスリートに紹介し、水上村が多くのアスリート達で賑わう
活気づいた村になることを私は願っています。
　まだまだ着任して間もないので覚えることは沢山ありますが、多くの方と出会えるお仕事なので精一杯
楽しみながら頑張りたいと思います。
　アスリートの合宿以外にも一般のお客様のご宿泊もできますので、お気軽にご連絡下さい。

　昨年は様々な素晴らしい出会いがあった一年でした。その一年を振り返ってご紹介いたします。

1泊2食 10,000円より
   7,000円（中学生）
   5,000円（小学生）
素泊まり   6,000円
   3,000円（小・中学生）
   ［朝食のみ500円］
温泉入浴のみ 大人　410円
 子ども200円（小学生以下）
※全て税込　※ご利用可能日はご確認ください。

料　金

　昨年5月にオープンしたスカイビレッジで練
習後、多くのアスリート達が市房庵なるおに合
宿施設として宿泊されました。この紙面を借り
てお礼申し上げます。
●実業団3団体 ●高校陸上部7校 ●中学陸上部2校
合計12団体の監督及び関係者並びに205名の
アスリートの皆様ご宿泊有難うございました。

　7月には、水上村の自然とモ
ノづくりを親子で楽しむイベ
ントとして「親子で楽しむ感
動の夏休み」を実施しました。
杉材でテーブルといすを親子
で作り、虫取りなど水上村の
自然を満喫しました。

　秋には初めて企業の研修会・
懇親会・宿泊に当施設を利用
して頂きました。今回は病院
関係の団体様二組に、ご利用
頂きました。



　パラメディカルスタッフ主催の交流会第 2 弾

が開催されました。前回は 5 部門のみでの参加でし

たが、今回は全部門に参加を募り、人数も中身もパワーアップしました。

Dr.「開催してくれてありがとう」スタッフ「また行きたいです」などの

声もあり、好評のうちに幕を閉じました。参加してくださったみなさん

ありがとうございました。もちろんスケジュールの都合で欠席の方もお

り、今後も継続していくことで職場の絆を深めていきたいと思います。

パラ主
催レクリ

エーション

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。

GS お菓子の香梅
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野上俊光・本山和秀・永友利幸・金子知佳・早川香織・中島徳子・清島絵美・村本美里
池田　恵・澤村拓朗・岩下万恵・中野俊一・室中美保・佐藤佳奈・和田翔一・渡邉江身子 

外来診察医一覧表 平成30年1月15日現在

午

　前

田中佳代
（禁煙外来）

小林達樹
小林達樹

小林達樹
村上直也 小林達樹矢渡健一 久重雅由

土
午

　後
14：00～17：30

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 成尾政一郎 成尾政一郎成尾政一郎
浦門　操

久重雅由 久重雅由
村上直也
小林達樹 小林達樹 小林達樹 小林達樹 小林達樹 小林達樹 小林達樹

矢渡健一矢渡健一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）

野上俊光
（漢方内科）

野上俊光
（漢方内科）

村上直也 村上直也 村上直也村上直也
久重雅由

浦門　操 浦門　操 浦門　操 浦門　操

2週 3週 4週 5週

休診

午　前
受付時間
　※新患

8：30～12：00
8：30～11：00

午　後
13：30～17：00
13：30～17：00

診療時間 9：00～12：30

●当院の外来診療については「予約制」です。予約の患者さんをご来院順にご案内致します。
　予約がなくても診察は行いますが「待ち時間が長くなる」ことがございますのでご了承下さい。
●院長の再来診察（再診）は【完全予約制】です。予約外の場合は【担当医】が診察致します。
●初めてご来院の方（新患）も【専門外来】の場合は予約受付致します。
●午前の新患の方の受付時間は11：00までとなります。
●予定の担当医が学会等で出張の場合もございますので、ご来院前にご確認願います。
　　　⇨当日のご予約はお受けできない場合がございますのでご容赦願います。

「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30年春号予定です。お楽しみに!!

（6）  SEIRYO  vol.56


