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基本理念
Our Philosophy

社会医療法人ましき会は、患者さんとそのご家族に対し、
最善のプロフェッショナルサービスを提供し、 
精神科医療の責任ある担い手として、
地域の医療・福祉・文化に貢献します。

患者さんの権利と義務
Patient Rights And Obligations

1. すべての個人情報は守られます。
2. 医療上の情報について十分な説明を受けることができま

す。
3. 医療行為について自ら選択することができます。
4. ご自身の負担で、他の医療機関の医師の意見を聞くことが

できます（セカンドオピニオン）。
5. いかなる場合も人格的に尊重され、平等な医療を受けるこ

とができます。
6. 適切な医療のために必要な情報を伝え、主体的に治療に参

加してください。
7. 病状の改善及び共同生活を維持するため、規則や指示を

守ってください。
8. 医療にかかった費用を支払う義務があります。

職員の倫理
E t h i c s  O f  S t a f f

1. 益城病院の基本理念・行動指針を自己の行動規範とします。
2. 医の倫理を踏まえ、患者さんの権利を尊重し、希望のもてる

医療を行います。
3. 仕事に誇りをもち、全ての患者さんに公平・平等な医療を行

います。
4. 質の高い医療を提供するため、自己啓発に努め、自身の健

康増進に努めます。
5. 温和で謙虚､協調と礼節を重んじ､患者さんや地域からの信

頼を得るよう努めます。

5つの誓い
Five Oath

1. 私達は、精神科医療を通じて社会貢献に努め、社会医療法
人としての公益的使命を果たします。

2. 私達は、こころを病む人々に対し、尊厳を損なうことなく、
心身の健康づくりに努めます。

3. 私達は、こころを病む人々が、地域で安心して暮らせる環境
づくりに努めます。

4. 私達は、お互いの立場を尊重し、働きがいのある職場づくり
に努めます。

5. 私達は、医療の質を高めるため、日々、自己研鑽に努めま
す。
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　私は、この度10月1日付でましき会の経営統括本
部に専任することになりましたが、創立70周年に
あたり、これまでの経営企画部門の変遷を振り返っ
てみました。
最初は現理事長が1991年頃に設置した企画広報室
が、その先駆けだったように思います。患者さんの
療養環境改善のため、鉄格子のあった旧病棟の改築
に取りかかり、施設基準取得や地域行事、広報など

「益城病院マスタープラン」の進度管理を行いまし
た。その後、院内メール構築や電子カルテ導入など
のIT化が進むにつれ、医療情報室がプロジェクトの
主体となっていきました。
　社会医療法人移行後の2014年頃には、将来ビ
ジョンプロジェクトチームが発足。８軸※からなる
中長期の「将来ビジョン」を策定し、その進度管理が
経営管理室に委ねられました。2015年には創立65
周年記念事業、宿泊型自立訓練事業所コスモの開
設、病棟改修計画等の将来ビジョンが少しずつ実行
され始めていましたが、翌2016年4月の熊本地震

によりすべて中断されました。病院の被害は甚大で
したが、土地取得の目途が立ち新築移転が決定する
と、益城病院復興計画「PLAN2020」が練られ、病棟
のユニット化や災害拠点病院対応の設備等、これま
でになかった機能が整備されることとなりました。
　2019年5月に新病院への移転を終え、1年後の
2020年4月に、新たに経営統括本部が創設されま
した。社会福祉法人の統括による連携強化、資源の
有効活用、経営戦略を総合的に企画する部門で、理
事長と事務職を中心に構成されています。当面は宮
﨑室長を中心に、将来ビジョンや各プロジェクトの
進度管理と経営効率化を図りますが、両法人を支え
る人材育成も兼ねた重要な部門となります。
　まずは、柔軟で自由な発想と、難局を物ともしな
い皆さんのタフな精神力を頼りに、少しの間お手伝
いさせていただければと思いますので、どうぞよろ
しくお願い致します。

経営統括本部長　浦橋 一秀

経営統括本部
創設にあたって

※8軸とは  ①急性期治療  ②認知症治療  ③社会復帰病棟  ④重度慢性病棟 
　⑤在宅診療・地域生活支援  ⑥外来診療部門  ⑦職場環境  ⑧患者満足

経営戦略室メンバー
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　齢70を人の世では
古稀と呼ぶ。由来は、
唐時代の詩人杜甫の

「人生七十古来稀なり｣
から。もっとも杜甫は
大 酒 飲みだったよう
で、冒頭の詩は「酒債
は尋常行く処にあり
…」から続く。「酒代の
ツケはいたる所にある

が、七十歳まで生きる者はまれなので今のうち
に飲んでおこう」という訳とある。自分は酒は
好きではないが、酒を飲む人は嫌いではない。
記憶の断片の多くは彼らとともにある。

　益城病院の創始者である犬飼勝通の古稀
祝いを憶えている。慣習では6月に行うとされ
ているので、おそらく1990年6月のことだった
ろう。髪の翁は下戸で、飲めない酒を口にする
と髪の付け根までピンク色に染まっていた。
1月10日生まれで、翌年の新年会では｢百万本
のバラ｣が流れる中、職員一人ひとりから白い
バラを手渡されて祝福されたが、その半年後、
70歳でみまかった。

　2018年の日本人男性の平均寿命は80.98
歳、女性が87.14歳という。近年、自立した生活
を送れる期間を「健康寿命」と呼ぶが、男性
72.14歳、女性74.79歳とされる。単純計算で
は、何らかの介助が必要とされる期間は男性で
8年、女性で13年ほど続くことになる。生保業
界ではこれを新たな商機とみており、いかに健
康寿命を延ばすかが国策にもなっている。いず
れにせよ、健康で文化的な生活を送れる期間は
それほど長くはなく、杜甫の人生訓は別にして
も、やり残すことがあってはならないと思う。

　酒の味も知らない18歳の頃出会ったS君と
は、50年経った今も付き合いが続いている。大
阪で仕事をしていた23歳の頃の同僚Y氏とは、
今でも上京のたびに会っている。なぜか二人と
も、初めての店に行った時にはドリンクサービ
ス券を手にしていた。25歳で医学部に入学した
時、水泳の体力測定で息が上がっていた男がい
て、「まじめにやる奴がいるか」と途中でさぼら
せた相手が、後に自らを「水酉庵酔狂居士」と名
乗った、かのM先生である。友も酒も時間や歳
を忘れさせ、その時々の情景を回想させてくれ
る。新型コロナ禍以降は友とも花鳥風月とも縁
が遠のき、時間だけが矢のように過ぎてしま
い、決して健康とは言えないでいる昨今である。

健康寿命 ～益城病院70周年に想う～

理事長　犬飼 邦明

つながる こころと心
\\ 益城病院は地域の皆様と共に歩み続け、おかげさまで70周年を迎えました //

特集―益城病院創立70周年記念事業
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委員会メンバー集合写真

70周年記念事業にあたり、今回初めて多職種メンバーによる委員会を発足しました。患者さんやご家
族、地域の方 と々一番近い立ち位置にあるスタッフに、様々なアイデアを出してもらうことが目的です。

委員会発足

益城病院ホームページ内に70周年記念専用
ページを作り、イベント情報などの発信がで
きるようにしました。

ホームページに記念コーナーを設置

益城病院
「70周年記念特設サイト」
URL https://www.mashiki.jp/70th/

70周年記念エンブレムを
配した旗を製作し、正面玄
関に掲げました。記念品と
して職員向けに制作したブ
ルゾンにもプリントし、長
い歴史をアピール。

70周年記念エンブレムの制作

2019年12月にメンバーの初顔合わせを行い、その後、毎月1回委
員会を開催しました。15人のメンバーをA・B・Cの3チームに分け、
それぞれ職員向け、患者さん向け、地域の方々向けのイベントを
検討し、委員会で内容を共有していく形をとりました。たくさんの
面白い企画をいざ形にしようとした矢先、新型コロナウィルスの影
響により、予定していたり進行中だったイベントが全て頓挫してし
まいました。それでもできることをやっていこう！ということで改め
て様々なアイデアを出し合い、実現に向けて取り組んできました。 第1回打ち合わせ風景

委員会会議

患者さんと地域の目線に立った
実行委員会の取り組み
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画：デイケア科　原　悠里子

益城病院初のマスコットキャ
ラクター。職員からデザインを
募集し、26案の中から「ましま
る」が選ばれました。精神科病
院の垣根を低くし、親しみを
持ちやすくして、患者さんや地
域との交流を深めるために誕
生しました。

“ましまる”のLINE
スタンプができま
した。クリエイター
ズスタンプで“まし
まる1”か“益城病
院”で検索してみて
ください。

LINEスタンプリリース

「ましまる」
 誕生！

誕生日：7月7日　
好きな食べ物：風のテラスのまっふる・マシュマロ。
好きなこと：走るのが好きだけど、すごく遅い。
口癖：つい語尾に「まる」をつけてしまう。（「わかったまるー」とか）。
チャームポイント：お尻に病院のロゴマークが入っていて、職員のポロシャツとお揃い。
性格：優しくてちょっとドジっ子さん。守ってあげたくなる存在。
親友：犬飼理事長。
憧れてる人：くまモン。

「ましまる」プロフィール

特集―益城病院創立70周年記念事業
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まっふるセット￥500（税込）

病院内にあるカフェ＆ギャラリー「風のテラス」で、新メニュー
「まっふる」を発売。パン工房「まりも」とのコラボレーションに
よって、まりもの美味しいパンを風のテラスでホットサンド機に
挟んで提供するオリジナル商品が誕生しました。3種類の味から
選べて、エンブレムやましまるの焼き印が入った「まっふる」は職
員にも大好評です。

新メニュー「まっふる」の販売

元々は患者さんご家族や地域の方々向けに、病院や病気につい
ての講演会や講習会を考えていましたが、新型コロナウイルスの
影響で開催が困難になってしまいました。そこで、youtubeで各
部署の特色を活かした動画配信を行うことになりました。栄養
科では、火を使わない簡単な料理の動画、作業療法室からは手
の運動にもなる消臭剤の作り方などをご紹介しています。

Youtube動画の配信

創立60周年時には枝垂桜を各地に寄贈するなど、メセナ事業を
行いました。今回は、新病院前にできた「益城病院」バス停にベ
ンチを寄贈しました。

メセナ事業

youtubeチャンネル
「益城病院」
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“ましまる”のLINE
スタンプができま
した。クリエイター
ズスタンプで“まし
まる1”か“益城病
院”で検索してみて
ください。

LINEスタンプリリース

「ましまる」
 誕生！

誕生日：7月7日　
好きな食べ物：風のテラスのまっふる・マシュマロ。
好きなこと：走るのが好きだけど、すごく遅い。
口癖：つい語尾に「まる」をつけてしまう。（「わかったまるー」とか）。
チャームポイント：お尻に病院のロゴマークが入っていて、職員のポロシャツとお揃い。
性格：優しくてちょっとドジっ子さん。守ってあげたくなる存在。
親友：犬飼理事長。
憧れてる人：くまモン。

「ましまる」プロフィール

特集―益城病院創立70周年記念事業
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厚生労働省が行った最近の調査では、うつ病の有
病率は6.7％であり、15人に1人が生涯に１度はう
つ病にかかる可能性があると考えられます。誰に
とっても身近な病気であると言えます。

「第2回 うつ病」

心の病気や不調など、私たちにとって身近な
問題について、精神科の専門医がアドバイス！

医局　渡邊 鮎子

こころ
相談室

Q1
最近うつ病についてよく耳にしま
すが、かかる人は多いのですか？

うつ病の症状は多彩で、こころだけでなく、からだ
の症状が現れる場合があります。
こころの症状：気分の落ち込み、泣きたくなる、今
まで好きだったことが楽しめない、何をするにも
おっくうになる、集中力や判断力の低下、イライラ
する、根拠もなく自分の責任だと思う、消えてなく
なりたいと感じる…など
からだの症状：眠れない、だるい、食欲がない、肩こ
り、頭痛、めまい、動悸、便秘、下痢…など

Q３
うつ病の症状について
教えてください。

うつ病の原因や発症メカニズムは、まだはっきり
分かっていませんが、脳の中で、感情をコントロー
ルしている物質(神経伝達物質)のバランスが崩れ
てしまうことが原因の1つだと考えられています。
また、うつ病の発症にはもともとの性格や考え方
の傾向、あるいは環境(ストレスの状態)なども深く
関わっていると言われています。

Q４ うつ病の原因や発症のしくみは？

うつ病は気持ちの問題ではないため、気力で解決
できるものではありません。治療が必要な病気で
す。治療の基本は休養とお薬です。良くなったり悪
くなったりを繰り返しながら、徐々に快方に向か
うのが一般的です。あせらず長期戦の構えで治療
を受けましょう。

Q５
うつ病は時間がたてば自然に
治りますか？

死にたい、消えてなくなりたいという思いにから
れるというのも、うつ病の症状の一つです。その気
持ちを家族や主治医に話してみることが大切で
す。周囲の人は、病気であることを理解し、家事な
どの日常生活の負担を減らしてあげるよう努めて
ください。患者さんは怠けているわけではないの
で、無理に頑張らせようとするのはよくありませ
ん。適度に声をかけ、普段どおりに接し、患者さん
のありのままを受け入れるようにしましょう。い
つもと違う気になる変化があるときは、すぐ主治
医に相談して下さい。

Q6
本人や周囲の人が一番気を
つけるべきことは何ですか？

こころやからだの不調は日常生活でよく経験する
ことです。一時的で日常生活に支障をきたさない
気分の落ち込みは、うつ病とは言いません。いつま
でたっても気持ちが沈んだまま回復せず、苦しい
状態が続く(２週間以上)場合は、うつ病の可能性が
疑われます。

Q２ 気分の落ち込みとうつ病の違いは？
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　簡単に作れて美味しく、お年寄りや病気の方も食べやすく
           栄養バランスのいいメニューを管理栄養士がご紹介します！

けんこうup⤴レシピ

1.からだが温まる　
とろみで料理が冷えにくく温
かい状態で食べられます。
2.喉を通りやすくなる
加齢などで喉につかえやすい方
でも、つるりと飲み込みやすい。
3.食べすぎ防止
とろみでボリュームが増して
満足感があります。
4.旨みを活かして減塩に
味が絡みやすいので、少量の調
味料でも美味しくできあがり
ます。

「とろみ料理」というと、片栗粉を使ったあんかけのような料理を思い浮かべますが、
今回は素材の粘りを利用し「とろみ」をつけるレシピなので手軽に作れます。

里芋　　4～5個
玉葱　　1/4個
ベーコン（ハーフ）　2枚
牛乳　　　300ml
塩　　　   少々
コショウ　少々
サラダ油　小さじ1
とろけるチーズ　適量
パン粉　　適量　　

<作り方>
❶　里芋は皮をむき、5ｍｍ程度の薄切りにする。
     玉ねぎも薄切りにする。ベーコンは短冊に切る。
❷　フライパンにサラダ油を熱し、玉ねぎを加えて   
      透明感が出るまで中火で炒める。
❸　里芋、牛乳、ベーコンを加えて弱めの中火で煮
      る。里芋が柔らかくなり、とろりとしてくるま
      で煮詰めたら、塩・コショウで味を調える。
❹　耐熱容器に入れ、チーズとパン粉をかけてオー
      ブントースターで焼き色がつくまで焼く。

・煮物をする時など、ぬめりを取り去りますが、ここではそれをいかします。
・ホワイトソースを使わないので、カロリー控えめのヘルシーグラタン！

材料
（2人分）

里芋と玉ねぎの甘さ、ベーコンやチーズのうま味が
あり、とっても美味しいです。簡単に作れそうなので
子どもにも食べさせてあげたいと思いました。　

小崎 裕子（D病棟）

～広報委員＊食レポ！～

「とろみ料理」のいいところ！

厚生労働省が行った最近の調査では、うつ病の有
病率は6.7％であり、15人に1人が生涯に１度はう
つ病にかかる可能性があると考えられます。誰に
とっても身近な病気であると言えます。

「第2回 うつ病」

心の病気や不調など、私たちにとって身近な
問題について、精神科の専門医がアドバイス！

医局　渡邊 鮎子

こころ
相談室

Q1
最近うつ病についてよく耳にしま
すが、かかる人は多いのですか？

うつ病の症状は多彩で、こころだけでなく、からだ
の症状が現れる場合があります。
こころの症状：気分の落ち込み、泣きたくなる、今
まで好きだったことが楽しめない、何をするにも
おっくうになる、集中力や判断力の低下、イライラ
する、根拠もなく自分の責任だと思う、消えてなく
なりたいと感じる…など
からだの症状：眠れない、だるい、食欲がない、肩こ
り、頭痛、めまい、動悸、便秘、下痢…など

Q３
うつ病の症状について
教えてください。

うつ病の原因や発症メカニズムは、まだはっきり
分かっていませんが、脳の中で、感情をコントロー
ルしている物質(神経伝達物質)のバランスが崩れ
てしまうことが原因の1つだと考えられています。
また、うつ病の発症にはもともとの性格や考え方
の傾向、あるいは環境(ストレスの状態)なども深く
関わっていると言われています。

Q４ うつ病の原因や発症のしくみは？

うつ病は気持ちの問題ではないため、気力で解決
できるものではありません。治療が必要な病気で
す。治療の基本は休養とお薬です。良くなったり悪
くなったりを繰り返しながら、徐々に快方に向か
うのが一般的です。あせらず長期戦の構えで治療
を受けましょう。

Q５
うつ病は時間がたてば自然に
治りますか？

死にたい、消えてなくなりたいという思いにから
れるというのも、うつ病の症状の一つです。その気
持ちを家族や主治医に話してみることが大切で
す。周囲の人は、病気であることを理解し、家事な
どの日常生活の負担を減らしてあげるよう努めて
ください。患者さんは怠けているわけではないの
で、無理に頑張らせようとするのはよくありませ
ん。適度に声をかけ、普段どおりに接し、患者さん
のありのままを受け入れるようにしましょう。い
つもと違う気になる変化があるときは、すぐ主治
医に相談して下さい。

Q6
本人や周囲の人が一番気を
つけるべきことは何ですか？

こころやからだの不調は日常生活でよく経験する
ことです。一時的で日常生活に支障をきたさない
気分の落ち込みは、うつ病とは言いません。いつま
でたっても気持ちが沈んだまま回復せず、苦しい
状態が続く(２週間以上)場合は、うつ病の可能性が
疑われます。

Q２ 気分の落ち込みとうつ病の違いは？
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精神科に特化した訪問看護ステーションで
す。医師の指示のもと、心身の問題や生活の悩
み、今後の暮らし方などの不安や困り事につ
いて利用者やご家族とともに考え、在宅生活
に必要なアドバイスやケアを行っています。

Q1
訪問看護ステーションではどんな
仕事をしているの？

病気や障害を持ちながら地域生活を送る上
で、訪問看護の役割は大きいと思います。利用
者が地域で暮らす中で、安定した治療や快適
な生活が続けられるよう寄り添い、サポート
することを使命としており、支援スタッフと
力を合わせながら、安全で効果的な訪問看護
を行います。

Q2
訪問看護の使命と役割は？

今まで積み上げてきた様々な人との信頼関係を大切にし、質の高いケアを提供するため
に切磋琢磨し、スタッフと共に励んでいきます。そして、今後も利用者から選んでいただ
けるステーションを目指したいと思います。

入職当時から感じていた職場の家庭的な雰囲気は、今も変わらず受け継がれており、そ
のことをとても嬉しく誇りに思っています。また、益城病院には複数の関連施設があり、
多くの専門スタッフが働いています。ステーションは、院内にあり、さまざまな事をいつ
でも相談できる環境が強みです。日々、訪問看護を行う中で困難に遭遇することもあり
ますが、そんな時、スピーディーに専門スタッフに相談できることを、とても頼もしく感
じています。

Q3 益城病院の訪問看護について感じることは？

Q4 これからどんなことを目指したいですか？

第2回　

訪問看護ステーション

科長  豊永 宜子
 

メディカルのお仕事
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看護師  口石 さつき
 

スペシャリストのたまごに
聞きました！
第2回 訪問看護ステーション

益城病院に入職して感じたこと、
病院の魅力は？
アットホームな職場です。患者さんのみならず、
職場での心のケアもできるスタッフが多くいる
ことが魅力だと思います。

訪問看護で心がけていることは？
利用者さんが主体となり、セルフケア能力を維
持・向上できるよう支援することです。看護師の
性(さが)で、すぐに援助・解決をしたくなりま
す。しかし、基本的なことができるように見守
り、できることを伸ばし、できないことの支援を
することが、地域で生活するうえで大切だと
思っています。

仕事の目標やこだわりについて
聞かせてください。
多職種との連携を大切にし、利用者さんとご家族が
地域の中で安心して生活できるよう支援しています。

やりがいを感じるのはどんな時？
訪問看護では、利用者さん、ご家族など１人１人と密接に関わり、じっくりと思いを聴いています。その方の
思いや悩み、願いなど様々なことがらに触れることができます。また、在宅生活をどう支えていくか、チーム
の一員として関われることにやりがいを感じています。

仕事で悩んだときは、どうしていますか？
上司・同僚に相談しています。すぐに相談できる職場環境があり、悩みを親身になって聞いてもらっていま
す。また、的確なアドバイスがあることも、安心して仕事ができる一因です。

人生設計や今後の夢について、どうぞ。
精神科や訪問看護の経験もなかったため、同僚の看護師から学ぶことが多くあります。日々経験し、新しい情
報や専門知識を吸収し、生かしている毎日です。少しでも患者さんの日常生活が支障なくできるように、頼れ
る人になれたらとの思いがあります。

Specialist
精神科に特化した訪問看護ステーションで
す。医師の指示のもと、心身の問題や生活の悩
み、今後の暮らし方などの不安や困り事につ
いて利用者やご家族とともに考え、在宅生活
に必要なアドバイスやケアを行っています。

Q1
訪問看護ステーションではどんな
仕事をしているの？

病気や障害を持ちながら地域生活を送る上
で、訪問看護の役割は大きいと思います。利用
者が地域で暮らす中で、安定した治療や快適
な生活が続けられるよう寄り添い、サポート
することを使命としており、支援スタッフと
力を合わせながら、安全で効果的な訪問看護
を行います。

Q2
訪問看護の使命と役割は？

今まで積み上げてきた様々な人との信頼関係を大切にし、質の高いケアを提供するため
に切磋琢磨し、スタッフと共に励んでいきます。そして、今後も利用者から選んでいただ
けるステーションを目指したいと思います。

入職当時から感じていた職場の家庭的な雰囲気は、今も変わらず受け継がれており、そ
のことをとても嬉しく誇りに思っています。また、益城病院には複数の関連施設があり、
多くの専門スタッフが働いています。ステーションは、院内にあり、さまざまな事をいつ
でも相談できる環境が強みです。日々、訪問看護を行う中で困難に遭遇することもあり
ますが、そんな時、スピーディーに専門スタッフに相談できることを、とても頼もしく感
じています。

Q3 益城病院の訪問看護について感じることは？

Q4 これからどんなことを目指したいですか？

第2回　

訪問看護ステーション

科長  豊永 宜子
 

メディカルのお仕事
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研 修 　 院 内 勉 強 会

年末に中国で発生した新型コロナウイルス
による感染症は、今も世界中で感染拡大を続

けています。幸い、現在のところ院内感染発生数は
ゼロの状態を継続できており、患者さんやご家族
をはじめ、皆様のご理解とご協力に深く感謝申し
上げます。益城病院における取り組みの一部を紹
介いたします。
　当院では、今年2月に院内感染対策本部を設置
し、“持ち込まない・持ち込ませない・持ち出さな
い”をスローガンに、当院を訪れるすべての方と入
院患者さん、職員を守るため、一丸となって感染防
止に取りかかりました。
　“持ち込ませない”ため、正面玄関の前にテント
を設営し、来院する全ての方に、自動検温装置によ
る体温測定と問診表の記載を行っています。夏の
猛暑には扇風機を置くなど皆でアイデアを出し合
いながら、現在も、様々な部署の職員が30分交代で
感染リスクの高い方のトリアージを行っていま
す。熱がある方は、自家用車もしくは発熱者テント
で待機していただき、その後、感染対策を整えた救
急外来で診察が行われます。接触防止の観点から、
お薬は施設管理職員が製作した薬剤渡しコーナー
から渡すか、感染防止策を行った薬剤師が車まで
届けています。

　職員が“持ち込まない”取り組みとしては、出勤
前と勤務前の検温、セルフチェック表の確認、訪問
診療や訪問看護前後の消毒の徹底、会議や研修の
モニター開催などがあります。“持ち出さない” た
めには、入院者と通所者の接点を作らないよう通
路や時間を分離したり、活動制限（人数、内容、時間
の変更）を行い、病棟のゾーニングの工夫、メン
バー同士の接触を避けるためのスクリーン設置な
ども心がけています。また、陽性者発生時のシュミ
レーションにも力を入れています。
　現在、面会制限も継続中ですが、患者さんの最大
の楽しみを大切にしたいとの思いから、タブレッ
ト面会をいち早く取り入れました。タブレット越
しではありますが、患者さんとご家族がお互いの
元気な様子を確認できる有意義な時間であり、面
会者の笑顔に、私たちも救われるものがあります。
　いまだに、いつ終わるとも知れない新型コロナ
ウイルス感染症。ウイルス対策に気を張りながら、
安心して治療に専念できる環境を提供しなければ
なりません。今後も、感染状況を注視しながら対策
を行っていきます。
　引き続き、皆様のご協力をよろしくお願いしま
す。

C病棟副病棟長　
森下 あずさ

益城病院の新型コロナウイルス感染症対策
～持ち込まない、持ち込ませない、持ち出さない～

昨

総合受付と薬局受付

院内感染対策会議

正面玄関の検温

外来受付と待合室
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研 修 　 院 内 勉 強 会

法人理事　田中洋子

　新型コロナウイルス感染予防のため自粛を余儀なくされている日々ですが、こんな時だからこそ癒しを
提供したいと、感染予防対策を講じながらオープンしています。
　７月は、「伊東浩一アクリル画の展示」を開催しました。琳派に魅せられているという画伯には光琳梅
に金彩の月にちなんだ作品が多く、たくさんの方が来場され、「ほっ
こりします」の声が聞かれました。8月は「県立第二高校美術科の
38名の生徒による俳句・絵画展」で、若さ溢れる作品の数々に、
来場者から「ついつい笑顔になりますね」との声。9月は地域の公
募展で、「採花押し花
グループ」と「つわ
ぶき工房」の作品展
を開催いたします。
　なお、10月は周年
行事に伴う企画の予
定でしたが、新型コ
ロナウイルス対策に
伴い、年内は蔵品展
示をしてまいります。

院　内

4月
1～17日 新人研修

20～25日 院内感染全体研修

6月 11日～9月1日 九州看護福祉大学看護学科精神看護実習指導者研修会

7月
15日 医療ガス研修会

31日 認知症対応強化勉強会

8月
24,25～28日 行動最小化、精神保健福祉法、個人情報保護法研修会

28日 認知症対応強化勉強会

9月 4日 院長倫理講話

院　外

該当なし

年末に中国で発生した新型コロナウイルス
による感染症は、今も世界中で感染拡大を続

けています。幸い、現在のところ院内感染発生数は
ゼロの状態を継続できており、患者さんやご家族
をはじめ、皆様のご理解とご協力に深く感謝申し
上げます。益城病院における取り組みの一部を紹
介いたします。
　当院では、今年2月に院内感染対策本部を設置
し、“持ち込まない・持ち込ませない・持ち出さな
い”をスローガンに、当院を訪れるすべての方と入
院患者さん、職員を守るため、一丸となって感染防
止に取りかかりました。
　“持ち込ませない”ため、正面玄関の前にテント
を設営し、来院する全ての方に、自動検温装置によ
る体温測定と問診表の記載を行っています。夏の
猛暑には扇風機を置くなど皆でアイデアを出し合
いながら、現在も、様々な部署の職員が30分交代で
感染リスクの高い方のトリアージを行っていま
す。熱がある方は、自家用車もしくは発熱者テント
で待機していただき、その後、感染対策を整えた救
急外来で診察が行われます。接触防止の観点から、
お薬は施設管理職員が製作した薬剤渡しコーナー
から渡すか、感染防止策を行った薬剤師が車まで
届けています。

　職員が“持ち込まない”取り組みとしては、出勤
前と勤務前の検温、セルフチェック表の確認、訪問
診療や訪問看護前後の消毒の徹底、会議や研修の
モニター開催などがあります。“持ち出さない” た
めには、入院者と通所者の接点を作らないよう通
路や時間を分離したり、活動制限（人数、内容、時間
の変更）を行い、病棟のゾーニングの工夫、メン
バー同士の接触を避けるためのスクリーン設置な
ども心がけています。また、陽性者発生時のシュミ
レーションにも力を入れています。
　現在、面会制限も継続中ですが、患者さんの最大
の楽しみを大切にしたいとの思いから、タブレッ
ト面会をいち早く取り入れました。タブレット越
しではありますが、患者さんとご家族がお互いの
元気な様子を確認できる有意義な時間であり、面
会者の笑顔に、私たちも救われるものがあります。
　いまだに、いつ終わるとも知れない新型コロナ
ウイルス感染症。ウイルス対策に気を張りながら、
安心して治療に専念できる環境を提供しなければ
なりません。今後も、感染状況を注視しながら対策
を行っていきます。
　引き続き、皆様のご協力をよろしくお願いしま
す。

C病棟副病棟長　
森下 あずさ

益城病院の新型コロナウイルス感染症対策
～持ち込まない、持ち込ませない、持ち出さない～

昨

総合受付と薬局受付

院内感染対策会議

正面玄関の検温

外来受付と待合室

第二高校展伊東浩一展 山水図
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病院見学（玉名病院4名）

 九州中央リハビリテーション学院長期実習（1名）

ルーテル学院大学精神保健福祉士実習（1名）

 熊本学園大学精神保健福祉士実習（1名）

熊本総合医療リハビリテーション学院長期実習（1名）

ワダ フユキ

和田 冬樹
2020/6/2

医局

医師

❶読書・映画鑑賞
❷犬飼先生や松永先生を前から存じ上げ

ておりICTを利用したチーム医療、進取
の気風に溢れていることRebornした新
病院建築に惹かれたからです。
❸できるだけ早く電子カルテや病院システ

ムに馴れたいと思っておりますので宜し
くお願い致します。

フリガナ

氏　名
入職年月日

所　属
職　種

❶趣味・特技

❷志望理由

❸ひとこと

スギハラ セツオ

杉原 節保
2020/6/22

リハビリテーション科
理学療法士

❶読書
❷以前からのご 縁でお

声がけいただき、微力
ではありますがＰＴと
して貢献したいと思い
ました。
❸今回も非常勤ですが、

約７年ぶりに関わらせ
ていただきます。

クラタ ケイコ

藏田 恵子
2020/9/1

居宅介護支援センター

ケアマネージャー

❶小さな庭で花を育て
ること
❷在宅で生活される方

の力になりたいと思っ
たから。
❸明るく笑 顔で頑張り

ます。よろしくお願い
します。

マシマル

ましまる
2020/7/7

益城病院

癒し

❶走るのが好き(だけど
すごく遅い)
❷患者さんやご家族、地

域の方から職 員まで
癒しを与える存在にな
りたいと思ったからま
るー。
❸みんなに可愛がっても

らえるように精いっぱ
い頑張るまる！

9月3日に旧益城病院解体の神事が行われ、解体工事が始まりました。利用者や近隣の皆様には、たいへん
ご迷惑をおかけしております。創立70周年にあたり、多職種で構成された委員会が盛り沢山のユニークな
アイデアを出して記念事業を進めてきました。思い出深い旧病院は、先輩から受け継いだ精神科医療の学
びの場でした。新病院では益城イズムを後輩へ引き継ぎ、「これからの精神科医療」を目指します。

（広報委員：井上 さとみ）

職 員 往 来
2020年4月2日～2020年9月1日

新しい職場でがんばっています。よろしくお願いします。

編集後記編集後記

区  分

外来患者延人数

（うち新規患者人数）

平均外来患者人数

新入院患者人数

退院患者人数

在院患者延人数

平均入院患者人数

平均在院日数（単位:日）

2,084

39

83.4

27

27

6,150

198.4

227.8

2,803

69

112.1

35

32

6,047

201.6

180.5

５月 ６月

3,050

70

117.3

34

34

6,405

206.6

188.4

2,895

54

111.3

34

29

6,385

206.0

202.7

７月 ８月

1日

11日

27,29日

22～7月6日

10日

24日

入社・辞令式、院長就任式

 停電時の非常用設備点検

職員レントゲン集団検診

職員一般検診

 職員感謝の夕べ

病院等行事
2020年４月～８月

外 

　来

入 

　院

診療実績 単位：人 実習生受け入れ実績

⬆田園から新旧病院を臨む

４月

７月

８月

６月

７月

８月

９月

６月

５月

宿泊型自立訓練事業所「コスモ」火災想定避難訓練

Information
お知らせ

『ひろやすクリニック』に10月1日から内科の津野田洋一郎先生を迎えました。
診療科としては内科、消化器内科、循環器内科です。
受診される際は事前にお電話（096-286-3636）にてご相談ください。

県道高森線4車線化拡張工事に伴い、
ひろやすクリニック等への駐車場出入りが大変わかりにくく、混雑する場合がございます。
ご不便をおかけしますが、どうぞよろしくお願いします。

2020年9月～2021年3月に旧益城病院の解体工事が行われます。
解体工事における騒音や振動、工事車両等の往来によりご迷惑をおかけしますが、
どうぞよろしくお願いします。
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特
集

　益
城
病
院
創
立
70
周
年
記
念
事
業

〒861-2232
熊本県上益城郡益城町馬水123

付属施設
■熊本県認知症疾患医療センター

■高齢者グループホーム「ふるさと」

■指定相談支援事業所「アントニオ」

■訪問看護ステーション

■居宅介護支援センター

■就労継続支援Ｂ型事業所「ましきの風」
　パン工房「まりも」、清掃・洗濯作業「クリーンサム」

　軽作業 「あひるのしっぽ」、軽食・喫茶「風のテラス」

■宿泊型自立訓練事業所「コスモ」

■育児室「あんふぁん」

■犬飼記念美術館
　「こころと心のミュージアム」

■ひろやすクリニック　内科・消化器内科・循環器内科

　熊本県上益城郡益城町惣領1530
　TEL 096-286-3636

■特別養護老人ホーム 花へんろ

　熊本県上益城郡益城町惣領1670
　TEL 096-287-8706

■養護老人ホームAKAI花へんろ

　熊本県上益城郡益城町赤井1800
　TEL 096-286-2075

関連施設

精神科・心療内科・小児科・歯科

外来電話受付時間（月曜～金曜）
午前 9：00～12：00　午後 13：30～17：00

検索益城病院

表紙撮影：阿蘇品直文　　発行：社会医療法人ましき会  益城病院  広報委員会 発行日：2020年10月1日
表紙タイトル：Ｗｅｌｌ（うぇる）　“植える”にちなみ地域に根を張り、健やかな生き方をサポートしたいという願いを込めています。

花へんろ

ひろやすクリニック

グランメッセ熊本

ましき野入口

セブンイレブン

犬飼記念美術館（こころと心のミュージアム）

セブンイレブン

県庁

九州自動車道　益城熊本空港ICより車で約5分／阿蘇くまもと空港より車で約15分／JR熊本駅より車で約40分
産交バス木山線中惣領バス停で降り、旧益城病院ロータリー発の益城病院行きシャトルバス（無料）をご利用いただけます。
シャトルバス発車時間　8:10、9:15、10:30、11:30、13:30、14:30、15:30、16:30（※2020年7月時点の運行時間）

セブンイレブン

コスモ

益城熊本空港 IC
熊本益城大津腺

小
池
竜
田
線

益
城
菊
陽
線

熊本高森線

桜木東小学校

桜木中学校

九
州
自
動
車
道

235

36

28

陸上自衛隊
健軍駐屯地

232

熊本市電

東
バ
イ
パ
ス

健軍電停

57

GS
GS

惣領神社

惣領郵便局

096-286-3611

Facebookは
こちらから▶

ホームページは
こちらから▶


