


 新年あけましておめでとうございます。   

 平成27年を迎え新年の挨拶をさせていただきます。 

 当院は、昨年より病床数が39床増え合計399床となりました。それに

伴い新たに地域包括ケア病棟を新設致しました。より一層地域に貢献、

信頼される病院をめざし努力してまいる所存です。 

 さて、今年は大変嬉しいことに、消化器内科医を含め数名の医師が入

職されます。各々の診療科（消化器内科、消化器外科、整形外科、脳外

科、循環器科、呼吸器、神経内科、腎臓内科、泌尿器、眼科、耳鼻科、

放射線科、リハビリテーション科、健診部）がより専門性を発揮し患者様を診療できるものと期待し

ております。また、しばらく閉鎖していた歯科も再開予定です。このように今年は、西日本病院の更

なる飛躍の年にしていきたいと思っております。今後とも皆様のご支援とご協力の程何卒宜しくお願

い申し上げます。 

 付記、超高齢化社会を迎え認知症の増加が社会問題となっています。そこで最後に一つ神経内科医

の私から耳寄りな情報をお教えします。パーキンソン病の初発症状が嗅覚障害（臭いがわからない）

であることは神経内科医の常識ですが、最近パーキンソン病の類縁疾患であり、かつ認知症の原因疾

患のびまん性レビー小体病も初発症状が嗅覚障害であること、さらに驚くべきことはアルツハイマー

型認知症の初発症状も嗅覚障害であることが分かってきました。家族で最近どうも臭いが分かってな

いんじゃないかと思われる方がおられましたらぜひ注意深く観察し、心配なら早く専門医を受診させ

てください。認知症は発症早期に治療することが最も重要です。 
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新年明けましておめでとうございます。 

 皆さまにおかれましては、健やかに新年を迎えられたことと存じま

す。新しい年が皆さまにとって素晴らしい年でありますようお祈り申し

上げます。 

 当院は、昨年10月より、360床から399床のケアミックス病院となり、

さらに皆さまのお役の立てるよう日々研鑽しているところであります。 

 私達看護部職員は、「あたたかく、心の通う看護・介護を目指し、地

域に貢献する。」を理念とし、地域の皆様が安心して健康に生活して頂けるよう、お一人お一人の 

看護部長 蓑田純子 



気持ちを受け止め、出会いの瞬間を大切に健康への支援・看護を行っていきたいと考えておりま

す。超高齢社会を迎え、「地域包括ケア」の時代と言われております。皆様が、住み慣れた地域で

安心して生活していただけるよう、お手伝いをしていきたいと思います。 

 今年は羊年です。羊は群れで生活し、とてもチームワークの良い動物です。西日本病院でも、職

員がチーム一丸となって「治し、支える医療」を実践していきたいと思います。 

 平成26年 4月より西日本病院へ赴任させて頂きました。早いもので、ま

もなく1年が過ぎようとしておりますが、新任の挨拶と、赴任しての西日本

病院の印象を綴らせて頂きます。まず挨拶ですが、西日本病院においても

「1人でも多くの患者さんを笑顔にしたい」と考えています。その為に、医

療のみならず、様々な方法で叶えられる様に日々努力していきたいと思いま

す。（御迷惑をおかけする事もあるかと思いますが、その時は優しく見守っ

て下さい･･･）また、西日本病院に赴任して感じた事は、「挨拶」です。職員

同士のみならず、「挨拶」があふれる病院は笑顔も増えると思います。その

ような西日本病院の一員として、自分の理念、目標に向かって励んでいこうと思いますので、宜しく御願

い致します。 

外科 岡村 茂樹 先生 

 平成26年9月からリハビリテーション科に入職させて頂きました山上二

郎です。元来は麻酔科で医師になり麻酔科助手もしていましたが、多忙に伴

う体調不良や他に学びたいことが他にあったため、久留米大医局を離れて天

草の病院まで漢方の勉強に行ったりしていました。その後、漢方は一応、国

際中医師資格を取るまでになりましたので、一旦お休みさせて頂きました。

しかし、そのうち病院側からの要望があれば趣味程度には行うかも知れませ

ん。 

 入職後は特にリハ科の平先生に可愛がって頂き、色々お教え頂きました

が、理事長から「勉強は自分でするもので、教えてもらうものではないよ」と御指導頂きましたので、でき

る限り自分で勉強して判らない所は教えてもらったり、研修に参加したりしながら、今現在、リハ専門医を

目指しています。一応3月5日のリハ認定臨床医試験を目指して勉強中です。   

 また、他科の先生方にも可愛がって頂き、様々な御指導頂き非常に感謝しております。患者さんは勿論で

すが病院や先生方，スタッフの皆の力となれるよう頑張りますので今後ともよろしくお願いいたします。 

リハビリ科 山上 二郎 先生 



 新入職の皆さん！このたび新入職員として、医療法人財団聖

十字会に迎えられたことを大変嬉しく思います。聖十字会を代

表して心より歓迎申し上げます。本当によくいらっしゃいまし

た。本日、皆さんは聖十字会の大切なメンバーとして新しいス

タートをきられるわけであります。 

 

 私は今日から聖十字会の理事長をおおせつかりました桑野信

彦（くわのみちひこ）と申します。末永英文前理事長の強力な

リーダーシップのもとに発展してきている“聖十字会”をバトンタッチして私は非常に緊張し

ております。3月31日まで聖十字会の西日本リハビリテーション学院の学院長職でありまし

た。昨日は大学の研究室で9：00まで“がん治療”の論文を書いておりました。医療の分野

は全くの素人であります。皆さまと全く同じスタートラインにならぶことは幸せであります。

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

全くの素人の私から専門的なことを特に申しあげることはございません。それで“聖十字

会”での医療に対する私の夢と皆様への期待を申しあげて今日のごあいさつにかえたいと思

います。 

 

 地域医療の中核病院として求められている“聖十字会”では、患者さんがそして地域住民の

方が、“病を治し健康になりたい”という気持ちを十分満足できる“医療の場”を皆さんにつ 

理事長 桑野信彦 

 平成27年4月1日（水）に、西日本病院新館講堂で平

成27年度 聖十字会 合同入職式が開催されました。 

 今年の新入職者数は、西日本病院44名、聖ヶ塔病院

17名の聖十字会としては合計の61名となりました。 

 辞令交付後に、桑野新理事長から新入職者に訓示があ

り、社会人として決意を

胸に、新たな一歩を踏み

出しました。最後に新入

職者の代表が、患者さまの気持ちに立って、それぞれの仕事に取り

組み、医療人として頑張っていきますと誓いの言葉として決意表明

がありました。 

↗ 



くってもらうことだと思います。当たり前のことですが、“聖十字会でみてもらってよかった

なあ。病院の皆さんは本当に一生懸命に患者の自分のことを親身になってみて下さっているな

あ。”と思ってもらうことであります。 

 

聖十字会で今日から頑張っていかれる医師、薬剤師、看護師、セラピスト、事務専門職員、

その他医療に従事される皆様に３つのお願いがあります。 

 

1.  経験や専門性において様々なバックグラウンドを皆様お持ちでしょう。どうぞ“聖十字

会”で各々の分野でのUp-to-Dateの知識の吸収も含め“日々学ぶこと”を継続して下さ

い。聖十字会の専門性の異なる各々のグループで勉強会や研究会を定期的に開かれること

もいいと思います。そして、聖十字会での魅力ある医療への取組みについては、大小をと

わず、外に向かってどんどんプロパガンダして下さい。地域の聖十字会への期待は一層大

きなものになると思います。 

2.  “チーム医療”の重要性は日本の全ての病院で昔から今日までずっと強調され続けてき

ています。しかし、本来の姿でうまく実践されているところは多くはないのであります。

皆様お一人お一人は、自分の専門性いわゆる“個のパワー”を磨かれるとともに、互いに

専門を超えて助け合う“チームパワーの向上”を目ざしていただきたいと思います。垣根

をとっぱらった遠慮のない本音の意見を出し合う本物の“チーム医療”を“聖十字会”で

発展させて下さい。お願いいたします。 

3.  病める人と顔と顔で向き合うとともに、病めるヒトに役立つ新しい医療や医学を皆様お

一人お一人がそしてチームとして自分たちのものにできれば、他にないユニークな医療を

“聖十字会”から発信することができると思います。“聖十字会”でどれだけのいいもの

を皆様お一人お一人が出していくかが皆様の“力”であり、“努力”であります。その結

果、一層の発展が確実にこれから期待できるのであります。 

 

 まとめます。“汗を流して働いてはじめて自分が進歩する”ことは私の毎日のモットーであ

ります。皆様お一人お一人“汗を流して今日からの明日からの自分をかえて下さい！”“You 

can change with sweat” ここに列席の聖十字会のリーダーの方々は、それに十分答え

て、皆さんとともに汗をともに流して道を拓いて下さることを確信しています。 

 

 最後になりましたが、本日の“聖十字会”での新鮮なお気持ちでの新しいスタートをこれか

らもずっと忘れずに、頑張って下さい。皆様のご健康でのご活躍を、心から楽しみにしている

ことをお伝えし、私の歓迎の言葉とさせていただきます。 



 末永理事長が学会長を務めた第22回日本慢性

期医療学会(テーマ「最期まで満足する介護・看

護・医療」）が、11月20日・21日の２日間に

わたり、市民会館と国際交流会館で開催され

た。、全国から医師、看護師、セラピストなど

約2,000人が集まりました。応募演題数も６０

０を超え、成功裡に終了しました。スタッフ

は、西日本病院と聖ｹ塔病院で170名が担当

し、全員の活躍で無事終了しました。どうもお

疲れ様でした。 

１．末永学会長のコンセプト 

 末永学会長が、この学会を引き受ける時に、

これまでのマンネリ化した学会を排除して「ス

タッフによる手作りの学会」を開催しようとい

うコンセプトで準備が始まりました。 

 

２．基調講演、記念講演のプログラム 

 開会式の後、基調講演に熊本大学名誉教授吉

田道雄先生の「医療おけるコミュニケーション

スキル」に始まり、「バカの壁」の本を出版

し、TVでも活躍されている東京大学名誉教授 

養老孟司先生の記念講演「自分の壁」、田島文

博先生の「リハビリテーションの基礎講座」、

女子プロゴルファーの宮里藍さんの父親 宮里

優さんなど、講演４題、シンポジウム４題など

慢性期病床の諸課題について、熱い論議が交わ

されました。特に一般演題の発表では、活発な

質問があり、医療従事者の情報交換の場となり

ました。 

３．学会長講演 

 今回は、慢性期医療学会で初めての会長講演

もあり、末永学会長が「私の考える理想の最

期」を講演され注目を浴びました。内容は、最

近の医療の現場は、老化・老衰と病気を混同し

てしまっているのではないかと、終末期医療の

在り方について、一人ひとりがしっかりと考え

る 時 に き て い

る と し、元 気

な 間 に 自 分 の

死 に つ い て 家

族 と 話 し 合 お

う と 問 題 提 起

をされた。 

 

４．学会を終わって 

  学会は大成功でした。この成功の原因も各会

場・各係の責任者が各スタッフをまとめて、責

任をもって運営されたからだと思います。むし

ろ、私達の本部運営が、二転三転し大変ご迷惑

をおかけしましたことを深くお詫びします。し

かし、大きなトラブルもなく、無事済んだこと

でほっとしています。  閉会式ではくまモンと

学会長のコラボレーションもあり、末永学会長

のいかにも満足された柔和な顔が印象的でし

た。12月４日に開催された慰労会も、疲れが吹

き飛ぶような盛り上がりでした。 



栄養部の理念である、『心の通う食事を提供し、患者様の健康の維持・回復に努める』をス

ローガンとして、患者様に食事の時間を楽しみにしていただくとともに早期治療回復に貢献でき

るよう、栄養部一丸となって頑張ります。 

 

 

発行者：栄養部 

 約3か月間の工事期間を経て、平成26年10月1日、新しい厨房が完成しました。新しい厨房機

器も導入し、これまで以上に衛生的でかつ美味しい食事の提供が可能となりました。 

＜10月1日 引越祝膳＞ 

平成26年10月に行った適温調査

では、昨年と比較し、温度の面で

約16％満足度が向上していまし

た。 



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

総合内科
平

池原
有馬
池原

住江
渡辺

定永
山上

有馬
池原

有馬
山上

平(再診のみ)

菅
天野

定永
天野

山本
佐田
菅

渡辺
佐田

担当医
総合診療

第1週 有馬 , 菅

第2週 平 , 熊大

第3週 大村 , 山上

第4週 熊大

第5週 担当医
内

科

消化器科 池原 池原
住江(肝)

渡辺(消化管)

住江(肝)

渡辺(消化管)

池原
久保

池原
久保

住江
天野

住江
恵美
天野

渡辺
佐田

渡辺
佐田

代謝内科
松村
(熊大)

松村
(熊大)

山田

(熊大)
山田
(熊大)

呼吸器科 大村 大村 大村 島津 大村

循環器科 鈴木 鈴木
谷岡
山本

山本
小須賀健

福井
福井

山本
小須賀智

山本(4月中)

小須賀智

鈴木
稲毛

稲毛 第2週 山本

血液内科 松野

神経内科 有馬 有馬 米村 有馬/菅 有馬 有馬 菅 菅 菅 菅

脳卒中内科 定永 定永

健診 外村 外村 木村 外村 外村 外村 木村 第2,4週 外村

脳神経外科 木村 木村

外科 岡村 手術 兼田 手術 手術 手術 岡村 手術 兼田 手術 担当医

整形外科

高田
偶数週：末永
奇数週：住吉

担当医(九大)

担当医
(九大)

高田

末永
住吉：予約のみ

骨粗鬆症
及び新患

住吉

住吉

末永
住吉：予約のみ

手及び新患

高田

住吉

高田

末永

病棟回診

住吉

高田
末永：予約のみ

脊椎・ﾘｳﾏﾁ
及び新患

末永

第1週 住吉
第2週 和田山
第3週 末永
第4週 高田
第5週 休診

リハビリテー
ション科

山上 平 平 平 山上

皮膚科 久留米大 久留米大 休診 休診 休診 久留米大 休診 休診 休診 休診 休診

眼科
荒金
川野

荒金
川野

荒金
川野

手術
荒金
川野

川野
荒金
川野

手術 荒金 荒金 担当医

泌尿器科 清崎 清崎 中神 休診 清崎 清崎 休診 休診 中神 休診 休診

耳鼻咽喉科 伊藤
嚥下外来

(予約制)
伊藤 休診 伊藤

補聴器外来

(予約制)
伊藤 手術 伊藤 休診

熊大
(伊藤)

放射線科 石井
石井
浪本

石井
石井
平井

石井 石井
石井
河中

石井 石井
石井

山下(第4週)

歯科 羽生 (予約) 羽生 (予約) 羽生 (予約) 羽生 (予約) 羽生 (予約) 休診

内視鏡
渡辺
住江

渡辺
住江

池原 池原

渡辺 渡辺 池原 池原

住江 住江
渡辺
住江

第1,2,3週 貫 (九大)

第4,5週 江崎 (九大)

第1,3,5週 永田(九大)

第2,4週 鷲尾(九大)

透析 中神 中神 中神 中神 中神 中神 中神 中神 中神 中神 熊大


