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人は緊張したりすると手が震えたりします。特に人前で字を書いた
りするときなどに経験します。また手の他に首や足が震えたりする
こともあります。
自分で意識しないのに勝手に動くため不随意運動といわれます。不

震えの 話

しんせん

随意運動にはいろいろなものがありますが、多くは「振戦（震え）」
と呼ばれるものです。

寺本 仁郎

本態性振戦
振戦を起こす疾患は色々ありますが、最も多いのが本態性振戦です。本態性というのは原因が不
明であるということです。症状は震えだけで他には異常は認めません。精神的に緊張すると症状
が悪くなることなどから、興奮したときに働く交感神経が関係しているともいわれています。ま
た、家族や親類にも同じように本態性振戦の人がいる場合は家族性振戦ということもあります。
ほとんどが身体の左右両側に出現し、お酒を飲むと軽減するのも特徴の一つです。
本態性振戦は何か動作をするとき、例えば食事をするとき震えてうまく食べ
れない等の特徴があり、安静にしているときには出現しません。4 ～ 12Hz
の速さで、振戦では中程度の速さといわれています。人口の 2.5 ～ 10％に
見られ、高齢になるほど多く認められるようになります。日常動作に著しい
障害がある場合は薬物による治療、さらには手術などもありますが、いずれ
も副作用がありますのでかかりつけの先生とご相談ください。

パーキンソン病
そのほか震えを症状とする疾患にはパーキンソン病等があります。
パーキンソン病の震えは安静時に出現し、4 ～ 6Hz の比較的ゆっくりした振戦で随意動作では
キンソン病では体の動きが遅くなったり、筋肉が硬くなったりして歩行が困難になったりほかの
症状が加わってきます。原則は安静時に振戦は見られますが、動作時にも認められることもあり、

院長

本態性振戦と区別が難しいこともあります。

日常生活で困らなければ特に問題ありませんが、何か疾患が原因で震えが起こっている場合は治療が
必要となりますので、震えで日常生活に不自由するようでしたら是非医療機関で受診してください。

平成 27 年 3 月をもって、 水前寺とうや病院院長職を退任させていただくことになりました。 平成 22 年 4 月
に支えていただき大過なく過ごすことが出来たのかなと思っております。 色々な意味で自分自身勉強になり
ました。 昨年 1 月に受けた病院機能評価再審が印象深い出来事として残っております。 院長職を退任し、
肩の荷をおろしてもうしばらく清和会でお世話になることになりましたので、 よろしくお願い致します。
皆様、 ご協力いただき本当に有難うございました。

︵神経内科︶

に当院に勤めるようになり、 同年 10 月から病院長として、 仕事してまいりました。 約 5 年間、 周囲の皆様

仁 郎

退任のご挨拶

寺 本本本本本本
本

その他に甲状腺機能亢進症、肝臓病、アルコール中毒、薬物の副作用等でも震えます。

水水水 前 寺 と う
水
うう や 病 院

消失するといわれていますし、身体の片側から症状が出現することが多いといわれています。パー

平成 27 年 4 月より、老人保健施設 シルバーピア水前寺、水前寺とうや病院 （外来） を担当致します。
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ふるえと薬

知っててほしいな！

くすりの豆知識
47

【本態性振戦】
何らかの原因で中枢性、末梢性の脊髄運動神経や、交感神経の情報を

水前寺とうや病院

受けた骨格筋のβ2 受容体が過剰に興奮し、筋肉の運動のバランスが

薬剤部長 益山 貞隆

乱れることでふるえが引き起こされると考えられています。
また、ストレスが加わることで、副腎にある「副腎髄質」から交感神
経を通じて「アドレナリン」が放出されることにより、骨格筋のβ2

ふるえを伴う病気の治療
は主に神経内科です。

受容体が刺激されてふるえが強くなるためと考えられています。治療
には「β遮断薬」を使用して、骨格筋にあるβ2 受容体にアドレナリ
ンが届くのを防いで治療します。

今回は【本態性振戦】、
【パーキンソン病】、【薬の

【パーキンソン病】

副作用】の３つのふるえ

この病気は脳内でドパミンが不足し、自分の意思にかかわらずふるえ

と薬について記載します。

が起きるので、使われる薬にレボドパがあります。
ドパミン補充
レボドパは脳内で

ドパミン不足

ドパミンに変わる
レボドパ
服用

体内へ
レボドパ製剤

レボドパ
脳内へ

レボドパ

このレボドパが脳内のドパミンを増やすのですが、血液中にはレボド
パを分解する働きがある酵素が存在し、効果が短い薬です。治療が長
くなると、ウェアリング・オフというレボドパが効かない時間
「OFF」状態が 1 日に何度も出てくることがあります。この「OFF」
の時間を短くするために、
薬の副作用が原因でふるえ

①分解する酵素を阻害する薬を単剤または一緒に服用する。

が起こる代表的なものに喘

②薬剤量の増加や回数を増やす。

息治療薬がありますが、他

ことを行います。

にも起こる可能性のある薬

そのためパーキンソン病治療は薬の種類が多くなり、服用方法が複雑

がありますので、何かおか

になってきます。

しいと感じたら医師・薬剤

●ウェアリング ・ オフへの対応

師にご相談ください。

朝

昼

夜

調整

【薬の副作用】
喘息治療薬には、体内のβ受容体を刺激して気管支を広げ、呼吸を楽
にするものがあります。本態性振戦で記載のβ2 の遮断ではなく逆に刺
激することで、ふるえの原因となることがあります。
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看護部通信

回復期リハビリテーション病棟の取り組み

嚥下体操

回復期リハビリテーション病棟では︑毎

週水曜日の昼食前に︑病棟スタッフとリ

ハビリスタッフが合同で﹁嚥下体操﹂に

取り組んでいます︒これは食べる機能の

維持向上と誤嚥性肺炎の予防を目的とし

ており︑食べる動作に必要な筋肉をつけ

るため︑音楽に合わせて舌や口の周り︑

首を動かすなどの体操を行います︒患者

さまはスタッフが行う体操を模倣し体を

動かすなどの様子が見られ︑楽しそうに

参加されています︒

日から平成とうや病院より水前寺とうや病院へ異動し︑

年まで水前寺とうや

23

よろしくお願いします

１月

２病棟師長として勤務しています︒平成

病院で勤務していたので︑﹁戻って来たね﹂と声をかけてくれ

る方もいました︒しかし３年という時間

は様々な変化があり︑教えてもらいなが

ら取り組んでいます︒

また徒歩通勤となり︑以前は通勤途中の

木々や草花で季節を感じていたことを思

い出し︑今から楽しみにしています︒

13

2 病棟師長
ふ じたけ

藤 嶽 美香子

あ り がと
がとう
う
ござ いまし た
ございました
砂取５町内にお住いの長野次
うす

職員募集中
（正職員・パート）

看護師

私たちと一緒に働きませんか？

もろぶた

男さまより、臼と麹蓋等を寄

准看護師

贈していただきました。保存

介護福祉士

状態の良さから、大事に使わ

介護士

れていたご様子が窺えました。
いつまでも大切に使わせてい
ただきます。餅つき会での活
躍が今から楽しみです。

ブランクのある方もサポートします！

お問い合わせ
水前寺とうや病院

096-384-2288

詳細はホームページにて

とうや病院

検 索

URL http://www.tohya.or.jp/nurse
URL
htttp
h
p://www
w.t
.toh
ohya.o
oh
.o
or.
r.jp
jp/n
jp
/nur
urse

担当
事務部 穴見・松原

休日在宅当番医のお知らせ
平成 27 年 3 月 15 日（日）は、水前寺とうや病院が
休日在宅当番医（内科）です。
診療時間

９時〜 17 時
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水前寺界隈ば

あたたかい気候になり、お花見やお散歩、お出かけにいい季節となり
ました。

さる く

下図は車いすトイレのある施設を中心にした大まかな観光マップです。
こちらは「NPO 法人 UD くまもと」さんが情報提供されているサイト

Vol.25

車いす観光マップ

に掲載されています。お出かけになる際には、実際にホームページを
ご覧いただくと、より詳しい情報が掲載されています。とても分かり
やすく紹介されていますので、是非参考にされてみてください。

このコーナーでは清和会周辺のお店や
地域のサークルなどをご紹介しています。
今回は、 車いすの方がさるかれる （お出
かけされる） 際にきっと役立てていただけ
る 「車いす観光マップ」 をご紹介します。

「車いす」でまち歩き情報サイト「チェアウォーカーくまもと」
車いす観光マップ

車いす観光マップだけでな

URL：http://www.manyou-kumamoto.jp/chair-walker/map/

く、バリアフリーの観光ス
ポットやお食事処、観光

車いす観光マップ 熊本

検索

コースなども紹介されてい

「チェアウォーカーくまもと」

ます。また、実際に車いす

「UD くまもと は～とふる紀行」

で行かれた際の状況も写真
つきで掲載されています。

水前寺まつり 2015
が今年も開催されます
3 月 28 日（土）午前 10 時〜午後 9 時
29 日（日）午前 10 時〜午後 8 時

場所：水前寺成趣園一帯・
水前寺江津湖公園（旧熊本市水前寺体育館跡地）
【入場無料】

●水前寺成趣園をどり
●水前寺こいあかり

前夜祭

●水前寺にぎわい市

花見の宴

●参道おもてなし市

3/

夜間開園

●肥後古流お点前披露

27・28
(金)

(土)

水前寺こいあかり

●能楽殿ステージイベント

午後 6 時〜 8 時半

●縁日
●くまもと物産展
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（29 日は午後 8 時迄）

ほか
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シ ル バ ー ピア
ピア だ よ り
シルバーピア水前寺

入

シルバーピア水前寺

所

節分の日

入所・通所

シルバーピアグランド通り

特定施設

鬼は～外！
福は～～～内！！

２月３日は節分の日ということで、療養部入所の各フロア
で豆まきを行いました。
３階フロアには女の鬼、４階フロアには男の鬼が出現し、
入所者の輪の中に乱入。皆さん待ってましたと言わんばかり
に「鬼は～外！福は～内！」と大きな掛け声をだし、豆を投
げつけては鬼退治を楽しまれていました。ベッドサイドに鬼
が現れると「あら～よく来たね～」「変なパンツはいてる
ねー！」と、鬼がタジタジになるほど友好的で、握手をしな
がら笑顔する場面も見られていました。

知恵を絞って

レクリエーション頑張っています！

毎週水・土曜日には多職種協働の一環として作業療法士
（OT）と協力して行うレクリエーション「ＯＴレク」を行って
います。
高齢者レクリエーションには脳の活性化、リハビリ、他者と
の交流など様々な目的がありますが、療養部スタッフのみだと、
専門的な知識や技術を習得している職員が少なく、「何をしたら
いいんだろう」「どんなレクが喜ばれるのだろう」とマンネリ化
傾向にありました。そこで作業療法士と事前に話し合いをし、
助言を受けながら職員がよりよいレクが行えるよう、励んでい
ます。また終了後に良かった点、悪かった点などを話し合うこ
とで次のレクに向けての反省材料とし、より質の高いものが提
供できることを目標としています。
興味を引く話題、声の大きさ、盛り上げ方、時間配分…難し
いですが、入所者の方達の楽しそうな笑顔と一生懸命な姿は職
員の自信につながります。
医療法人清和会 地域交流誌 たいざんぼく
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シルバーピア
グランド通り

入居者さまにインタビュー！

ご趣味について教えてください！

シルバーピアグランド通りでは入居者さまそれぞれの生活スタイルを持って過ごされています。
そこで今回、趣味として日頃裁縫をされている入居者さまをご紹介します。

きっかけは？？
妹の薦めもあり、私のリハ
ビリも兼ね、以前から趣味
でしていたパッチワークや
裁縫など時間の空いている

木村 幸枝さま

時に部屋で作っています！

愛用のミシンと裁縫道具です

作品紹介
座布団

小物入れ

小銭入れ

椅子用に作りました！

紐を付けたり、ビーズを通したり

色と模様を変え布地を合わせ

時間がかかりましたが、

するところが苦労しました！

て作りました。

出来たときは感動しました！

シルバーピア水前寺

大人気！

お寿司の食フェア開催

デイケア ( 通所リハ）
通所リハビリの食フェアで、皆さまがとても
楽しみにされている「お寿司」。
全員に食べていただけるように、2 月と 3 月
に分けすべての曜日で開催します。
今回は板前さん、おか
みさんや、若旦那も登
場し雰囲気を盛り上げ
ています。
カウンター席を設置し、
おかわりを握ってもら
いました。「へい、お待ち」と威勢のいい声
が響きます。「おいしかったー」「食べ過ぎて
運動できません」と、大満足の声が、多く聞
かれました。

利用者さまの食事形態に合わせて、
一口サイズのお寿司もご用意しま
した。
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今後も、皆さまに喜んでいただけるような行
事を計画していきますので、お楽しみに！

第

回

日（金）、ホテル熊本テ

ルサにおいて、近隣の医療機関の先生方と

年２月

す）。ただその素 性 （
ど のよう にして生 まれ たの

のより密接な連携の構築を目指した「第２

平成

か？）はハッキリせず、 神秘性も花の魅力を引き立

回水前寺とうや病院 地域交流懇談会」を

野山の山桜が有名であったので名前を頂いたようで

てます。気に掛ける人は少ないですが、 ソメイヨシ

開催いたしました。

今回は、情報提供として、熊本市高齢者

支援センターささえりあ江津湖

は如何お過ごしでしょうか？九州では、私が子供の

が聞こえてきそうな季節となりましたが、 皆さま

みを発達させた植物です。従って増やす 手段は株

ナがあります。バナナも種子を作ることなく果肉の

似たような植物に食卓で馴染みの深 い食用バナ

いたしました。熱心にメモを取られる先生

ける医療との連携』と題した講演をご用意

永村美重

してしまいます。稀に種子も取れるようですが、発

子所長による『地域包括ケアシステムにお

す。葉桜 の時期 に実とおぼしきものは殆どが落 下

ノは花が咲いても、 種子で子 孫を残せない植物で

27

も見受けられ、地域包括ケアシステムへの

関心の高さが窺えました。

永村所長

講演をするささえりあ江津湖

その後の懇談も盛況のうちに終わり、連

携の関係がますます

強くなり、より満足

度の高い患者さまへ

の医療サービスの提

供につながることを

予感させる懇談会と

なりました。

当院概要の説明をする寺本
院長

08
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芽してもソメイヨシノにはならないそうです。
従ってソメイヨシノを増やすには、 元木の接木で

時分、桜は入学式のイメージでしたが、昨今は温暖

ローン）と考えられ、 ソメイヨシノ同様に伝染病被
して人気も高く、もしもの時に備えて美味で、病害

詩へシフトした感があります。
桜と言えば、 今ではソメイヨシノが主流です （開

虫に強い株を求めてフルーツハンターが世界を駆け

害で絶滅の可能性の高い品種です。バナナは果物と

花の標準木もソメイヨシノです）が、 江戸以前は山

巡っているそうです。
哺乳類でクローンと言えば、 １９９６年に誕生し

桜 が主 流 だったと思われます。山 桜 は花と葉 が同
花が散った後に葉がでるので、 とても美しく咲き誇

たクローン羊ドリーちゃんは一世を風靡しました。

○加速度的に進むクローン研究

ります。ソメイヨシノは江戸の染井村の庭師により

これは同時にヒトがどこまで自然の摂理に介入して

時に芽吹きますが、 御存知のようにソメイヨシノは

○神秘的な魅力を持つソメイヨシノ

分 けです。同 じ品 種 のバナナは遺 伝 的 に同 一 （
ク

薄命ではないですが、一度、伝染病が蔓延すれば、

に乏しく、病害虫に弱い側面を持っています。美人

にクローン（元木の分身）であり、 生物学的多様性

行われます。接木で増えたソメイヨシノは、 遺伝的

すべてのソメイヨシノに感染する可能性が高く、 種

水前寺とうや病院で
毎月開催している
土曜健康サロンの
内容を連載しています

絶滅の危険性とも背中合わせの花なのです。

種子と
種子
と
クローンと
ク ロー ン と
2025 年

育成され、 広められた品種です（ヨシノは奈良の吉
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日増しに暖かさが増し、桜の蕾のカウントダウン

けんこう

松永副院長の
化のためか？開花が早まり、 職場の送別会の風物

さろん

良いのか？と生命倫理への警鐘を鳴らし、今でも議

○２０２５年問題の解決のために
さて今から 年先の日本、２０２５年は団塊の世

登場します。不老不死の薬を求めるのは、 いつの時

バイオハザー ドにも度 々 主 人 公 アリスのクロー ンが

る題目です。日本のゲー ムソフトをモチー フとした

ヒトのクロー ンは以 前 よりＳＦ映 画 で扱 われてい

福 祉 分 野 では〝２０２５年 問 題〟として関 心 の高

るにはマンパワー、費用負担に無理があり、医療 ・

転 じています。少 数 の若 者で多 くの高 齢 者 を支 え

ます。加えて出生数は減少し、 既に人口は減少に

代が後期高齢者となり、老年人口はピークを迎え

論が絶えません。

代も同じで、クローン研究（または再生医療）
は医学
い話題です。問題は、後

年なのに、未だにどのよ

界の大きなテーマの一つです。
以前は卵細胞 （胚性幹細胞； ＥＳ細胞）を用いた

うにすれば、 上手に解決できるのか？答えが出て

細胞 （ｉＰＳ細胞、 名前はアップル社の爆発的に売

賞した山中伸弥先生が２００６年に人工多能性幹

は倫理的問題もクリアされ、 格安で自分の皮膚細

空想の世界ですが、極度の少子高齢化の近未来

いない事です。

れた携帯音楽プレーヤーｉＰｏｄに準えて命名され

胞を用いて自分のクローンを作ってくれる iClone
会
社が存在し、 孫悟空ではありませんが、 若い自分

マは少 し込 み入 った内

ました）の導入に成功してからは、 研究も一変し、

昨 年 は、ｉＰＳ細 胞 から網 膜 色 素 上 皮 細 胞を作

容 になってしまいまし

（
クローン）が年老いた自分を介護する世界かもし

製し、 加齢黄斑変性症患者への移植が世界初の臨

たが、 ソメイヨシノ下

加速度的に進むようになりました。ｉＰＳ細胞は、

床応用 （
ヒトへの応用）として話題となりました。そ

で花見をしながら２０

れません。このような発想が生まれる根底には、日

してもう一つＳＴＡＰ細胞 （刺激惹起性多能性獲得

２５年 問 題 を 考 え る

ＥＳ細胞と異なり、 ヒトの皮膚からでも心筋細胞

細胞）も話題の中心でした。これは細胞にある種の

話 の〝種 子〟に な れ

国立国会図書館ウェブサイトより

本の少子高齢化の深 刻さがあります。今回のテー

研究が主流でしたが、 ノーベル医学生理学賞を受

10

や神経細胞を作り出せるところが画期的です。

ストレスが加わると再び他のあらゆる細胞へ変身可

ば幸いです。

じゃっきせい

能 な細 胞 に生 まれ変わるとす る現 象です。ヒトも
含めて進化は何らかのストレスに抵抗する力が原動
力と考えられているので、 アイディアとしては非常
に面白いものでしたが、 ニュースで報道されている結
果となってしまい残念です。
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間に合うかな？ さあ、左右の絵には間違いが７つ。見つけてみてください！

間違い探し

今日は入学式。ピカピカの新入生たち、そろそろ式が始まる時間のようですが、

！
じ！
んじ
れん
ち
ゃれ
ちゃ

10

私たちは、とうや病院グループの基本方針に基づき、保健・
医療・福祉が一体となった、質の高い医療および介護サー
ビスを提供し、開かれた病院・施設として地域の皆さまが
高齢になっても安心して過ごしていただけるよう、信頼さ
れる病院・施設を目指します。

若葉校区

特定施設シルバーピアグランド通り内

TEL.096- 284-1025

若葉校区サロン

2 月 24 日 ( 火 ) 若葉校区サロンにて、水前寺とうや病院 薬
剤科 益山薬剤部長の講話と、シルバーピア水前寺 通所リハビ
リ 佐田理学療法士・岩下理学療法士２名による健康体操の指
導を行いました。
講話では、『お薬の正しい服用法』と題して、ジェネリック
医薬品（後発医薬品）の説明や選び方など身近なお話があり、
参加された方はうなずきながらしっかり耳を傾けられていまし
た。講話の中で、「複数の医療機関で薬をもらっている時は、服用している薬の最新の内容が分
かるものを常に持ち歩き、いつでも医師に見せられるようにしておくこと」が重要で受診時には
必ず、お薬手帳を医療機関に提出することを勧められました。また、服用していないお薬がある
ようなら、服用していないことを医者に知ってもらわないと、効いていないと思われ強いお薬が
処方される可能性があり、必ず医者に相談することが大切だと話されました。
益山薬剤部長の講話の後は、理学療法士２名が、手や指
を使い『脳トレーニング』を行いました。足をさすりなが
ら右手と左手で違う動作を行う【トントン・スリスリ】な
どがあり、右手と左手が同じ動作になったり、片手が上に
上がったりと時々笑い声が上がり和やかなトレーニングに
なりました。

さて、
あなたはできますか？

Let’ s challenge ！

トントン・スリスリ

この動作が上手くできない人、苦手な人

①椅子に座り、両手を太ももの上

ほど前頭葉が強く活性化します。上手く

に。右手はグーで太ももを上下

できない人こそ効果があると思って、前

②次に左右の動きを入れ替え、左
手は太ももを上下にトントン叩
き、右手は前後にスリスリさせ
ます。
慣れてきたら、スピードアップし
てみましょう。

向きな気持ちで取り組んでください。
スリスリ

前後にスリスリさせます。

トントン

にトントン叩き、左手はパーで

簡単そうですが、やってみると案外難し
いもの。このように、できそうでできな
いことができると、脳の線条体という部
分が刺激されて快感物質ドパミンが分泌
されます。その結果、快感を伴って、脳
が覚せいし、やる気が生まれます。

医療法人清和会 地域交流誌 たいざんぼく
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在宅ステーション水前寺

「気軽に相談できる事業所」

居宅介護支援事業所

を目指します

特定施設シルバーピアグランド通り内
所長

TEL.096-384-3119

佐田 悟

日々、ご利用者の相談をお受けしていますが、
近隣の方がどの位いらっしゃるのかを調べてみ
ました。その結果、当事業所利用者全体の 39％
の方が水前寺界隈にお住まいということが判り
ました。
いかに近隣の方々が「身近な相談窓口」として
頼りにしてくださっているかを知ることができ、
とても嬉しく思います。
地域の健康教室（サロン）、老人会、例会等の際には、是非お声か
けください。介護保険のことや認
当事業所におけるご利用者居住地の割合

知症について、老後の生活に不安

相談内容

があるなど何でもご相談やご連絡

例えば・・・

その他

お待ちしております。

32%

今後も介護を必要とされる方々が

・介護保険の申請を頼みたい
水前寺界隈
39%

在宅において安心して安全な生活

4% 新生町
出水
4%
湖東
4% 大江
国府 帯山
5%
6%
6%

を送っていただくためのお手伝い
ができるよう、お気軽にご相談し
ていただけるような事業所を目指

水前寺
上水前寺
水前寺公園

・介護方法など介護相談
・健康相談
・福祉相談
など

して行きたいと思います。

清和会データ
外来

延べ患者数

4,637 人

71.9 人）
（一日平均
延べ患者数
11,843 人

在宅復帰率は、平成 年 月～平成 年 月を算定基礎としています

（平成 26 年 11 月～平成 27 年 1 月）

水前寺
（一日平均 128.7 人）
とうや
病院 入院 在宅 地域包括ケア病床 89.3 ％ 26
復帰率 回復期リハ病棟

66.7 ％
一般病棟平均在院日数 16 日

シルバー 入所
ピア
水前寺 通所
居宅

在宅
ステー 訪問
看護
ション
水前寺 訪問
介護

延べ利用者数
（一日平均

6,141 人
3,502 人

延べ訪問人数

433 人

（一日平均
延べ訪問人数
（一日平均

44.9 人）
565 人
6.7 人）
2,834 人
30.8 人）

水前寺とうや病院は、平成 26 年 9 月より、
土曜日午前の外来診療を開始致しました。

8

66.8 人） 27

延べ利用者数
（一日平均
計画件数

土曜診療を始めました

診療時間
受付時間

9 ： 00 ～ 12 ： 00
8 ： 30 ～ 11 ： 30

１

間違い探しの答え

担当医につきましては、外来受付またはお電話
にてお尋ねいただくか、水前寺とうや病院の
ホームページにてご確認ください。

次号のたいざんぼくは

右より）猫のしっぽ、右から 5 番目の花びら

平成 27 年 5 月 10 日発行予定です。

の向き、中学生の女の子の右耳・制服のリボン、

ご意見・ご要望・ご感想などございましたら、どんなこと

中学生の男の子の学ランの丈、校舎の時計、

でもお気軽にお寄せください。

小学生の男の子の髪の毛

〈発行日〉平成 27 年 3 月 10 日 〈発行〉医療法人清和会（水前寺）広報部会
TEL.096-384-2288
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E-mail:seiwakai@tohya.or.jp

水前寺とうや病院
診療科目

内科・呼吸器内科・循環器内科・消化器内科・神経内科・リハビリテーション科

受付時間

午前 8：30 ～ 11：30 午後 13：00 ～ 17：30

診療時間

午前 9：00 ～ 12：00 午後 13：30 ～ 18：00

お問い合わせ・外来予約は

096-

月

火

水

木

寺本 仁郎

福田 安嗣

土

福田 安嗣

外村 洋一

呼吸器内科・内科 循環器内科・内科 循環器内科・内科 消化器内科・内科 呼吸器内科・内科

中西 美智子

松永 敏郎

外村 洋一

循環器内科・内科 呼吸器内科・内科 呼吸器内科・内科

松永 敏郎

濱本 淳二

松ヶ迫 貴
長谷川 智子
山邊 博

松ヶ迫 貴

松ヶ迫 貴

エコー

松ヶ迫 貴

松ヶ迫 貴

中西 美智子

理念
ＩＤＥＮＴＩＴＹ（個人）の尊重
～ＦＯＲ ＹＯＵ あなたのために ～

基本方針

神経内科・内科 呼吸器内科・内科

立石 秀彦

内視鏡

１.私たちは、すべての職種において、基本理念の理解
と実践に情熱を持って取り組み、患者さまの権利と
意思を尊重し、真の利用者中心のチーム医療および
ケアを提供します。

濱本 淳二

（第１・３・５週）

２.私たちは、保健・医療・福祉が一体となった、質の
高い医療および介護サービスを提供し、開かれた病
院・施設として地域の皆さまが高齢になっても安心
して地域で過ごしていただけるよう、信頼される病
院・施設を目指します。

依光 里香

中西 美智子

予約制

呼吸器内科・内科 呼吸器内科・内科 神経内科・内科 消化器内科・内科

内科

午後

金

呼吸器内科・内科 循環器内科・内科

担当医

午前

4 月以降の予定につきましては、窓口にお尋ねいただくか、ホームページにてご確認ください。

呼吸器内科・内科 神経内科・内科

東野 裕司

中西 美智子

循環器内科

内科

内科

熊本大学

依光 里香

依光 里香

禁煙外来
予約制

寺本 仁郎

松ヶ迫 貴

呼吸器内科・内科 呼吸器内科・内科

中西 美智子

立石 秀彦

整形外科

内科

整形外科

森 修

依光 里香

森 修

中西 美智子

松永 敏郎

熊本県
青年会館

駅

北水前寺五差路

前

水

シルバーピアグランド通り
在宅ステーション水前寺

北水前寺

３.私たちは、常に日々の研修、研鑽に励み、技術と知
識の習得に努めるとともに、地域の医療機関・施
設・事業所との連携を図り、地域の皆さまに密着し
た安全で質の高い保健・医療・福祉サービスを提供
します。
４.私たちは、良質な医療サービスを提供するために健
全なる経営活動を行い、安定した経営基盤を構築し
ます。

至 熊本

●診察券に記載されている予約日をご確認の上、ご来院ください。
●ご質問や気になることはお気軽にご相談ください。
●企業様の健診も行っております。●産業医お引き受けいたします。

寺

患者さまの権利

I.C.

１．公平で適正な医療を受ける権利
２．医療上の情報、説明を受ける権利
３．十分な説明のもと自分自身の治療
を決定する権利
４．プライバシーが保障される権利
５．個人の尊厳が保障される権利

競輪場通り

サ二—

国府電停

〒862-0950

水前寺とうや病院
シルバーピア水前寺

水前寺本町（水前寺とうや病院前）
最寄の 北水前寺 （熊本県青年会館前）
バス停
北水前寺 （北水前寺五差路付近）
市電 国府電停または水前寺公園電停
ＪＲ

熊本
工業
高校

水前寺駅

徒歩 ０分
徒歩 ３分
徒歩 ３分
徒歩 10 分
徒歩 12 分

老人保健施設

シルバーピア水前寺

県庁

水前寺とうや病院
併設

熊本市中央区水前寺５丁目２－２２

E-mail:seiwakai@tohya.or.jp

特定施設

グラウンド通り

水前寺公園

…バス停

東バイパス

熊本市営
競輪場
水前寺
競技場
水前寺
野球場

水前寺本町

ガスト

ローソン

熊本銀行
水前寺支店
松屋本館

土曜午後・日曜・祝日

384-2288

【外来担当医師表】 平成 27 年 3 月 10 日現在
内科

休診日

ホームページ http://www.tohya.or.jp

384-3399

096-

〒862-0951 熊本市中央区上水前寺 1 丁目 6-5
096-386-0020

シルバーピアグランド通り（サービス付き高齢者向け住宅）
シルバーピア
グランド通り
施設内

在宅
ステーション
水前寺

居宅介護支援事業所

096-384-3119

訪問看護支援事業所

096-384-5580

訪問介護支援事業所

096-384-2771

地域交流推進室

096-284-1025

平 成 と う や 病 院
診療科目

内科・呼吸器内科・循環器内科・消化器内科・神経内科・リハビリテーション科

受付時間

午前 8：30 ～ 11：30 午後 13：00 ～ 17：30

診療時間

午前 9：00 ～ 12：00 午後 13：30 ～ 18：00

お問い合わせ・外来予約は

096-

379-0108

〒862-0963

休診日

土曜・日曜・祝日

熊本市南区出仲間８丁目２－１５

