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さて︑２０２２年は︑団塊の世代︵１９４７年~４９年生まれ︶が
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て

歳以上となり︑さらに比率が高まります︒支え手である現役世代の負担増への対応︑国家財

革の方針﹂に則って昨年の６月４日に成立した医療制度改革関連法によって︑２０２２年

月か
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◆各施設長新年の挨拶
◆地域支援センター・看護部総師長
阿梨花病院大津 院長新年の挨拶
◆診療日程
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ものが皆様にも芽生えてきたのではないでしょうか︒しか

させていただきます︒本年も宜しくお願い申しあげます︒

最後に皆様のご健康とご多幸を祈念して︑新年の挨拶と

いいたします︒

る部分や︑改善してほしいところは︑遠慮なくご進言お願

寄与できるように努力していく所存です︒何か不足してい

す︒病院としては︑今後も皆様の健康福祉の増進にさらに

対応等︑様々な変化に柔軟に対応を進めつつも︑地域の皆様に地域での生活を安心して継続して

中心とした医療・介護・福祉施設を宜しくお願い申し上げます︒

本年も︑医療法人社団坂梨会の阿蘇温泉病院・阿梨花病院大津を

年は︑更なる一歩を踏み出し︑飛躍を目指したいと考えております︒

盤を整えるため︑一昨年８月に阿梨花病院大津に新棟を増築して運用を開始しておりますが︑本

また︑医療法人社団坂梨会は︑阿蘇と大津・菊陽の両地域を視野に入れたサービス提供体制の基

常に工夫・努力を重ね職員一丸となって邁進していく所存でございます︒

し今年こそ収束の年になってくれるように願いたいもので

仮になにかあっても︑耐え抜くことができる自信のような

していると思われます︒もちろんまだ安心はできませんが︑

できるまじめな国民性が現在の感染コントロールを可能に

す︒日本ではワクチン接種率の高さとともに︑自粛を持続

できてから︑少し明かりが見えてきたような兆しがありま

ながら︑過ごしてきたわけですが︑新型コロナワクチンが

あげます︒皆様も︑我々病院職員も不自由な生活を我慢し

は︑昨年はクラスター発生もなく過ごせたことに感謝申し

ございました︒幸い︑皆様のご協力もあり︑当院に於いて

さて昨年も一昨年と同様に︑コロナに明け暮れた１年で

がっていらっしゃればうれしく思います︒

いかがお過ごしでしょうか︒お雑煮などをおいしく召し上

みなさま︑新年あけましておめでとうございます︒

阿蘇温泉病院
院長 横山 芳樹

新年の御挨拶

発行

頂くために︑サービスの質を下げることなく︑より質の高いサービスを提供し続けていけるよう︑

医療法人社団坂梨会においては︑新型コロナウィルスへの対応・医療行政による制度変更への

ます︒

ら高齢者の自己負担割合が引き上げられる等︑本年は医療行政においては様々な変化の年となり
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政への医療費の負担軽減が必要であることから︑一昨年に閣議決定された﹁全世代型社会保障改

75

の人口が総人口の２割近くに迫る年と言われており︑３年後の２０２５年には団塊の世代がすべ

75

不便や検温等の御手間をおかけしておりますが︑日頃から御理解・御協力頂き感謝申し上げます︒

対策を最優先にしていることから︑受診される地域の皆様や御家族の皆様には入館制限による御

の様々な環境整備・体制整備︑地域の皆様へのワクチン接種体制の整備を行っております︒感染

坂梨会の阿蘇温泉病院・阿梨花病院大津︑及び︑関連の介護施設では︑施設内の感染対策のため

昨年は︑一昨年に続き新型コロナ一色の１年でした︒医療法人社団

お慶び申し上げます︒

基本理念

※
「そとがき」
外輪山を意味
する古い言葉
です。

皆様におかれましては︑お健やかに新しい年をお迎えのことと

２０２２年 新年明けましておめでとうございます︒

年頭の所感
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新年にあたって
介護老人保健施設

愛・ライフ内牧
施設長 許斐 康熙
明けましておめでとうございます︒
コロナ禍に振り回された一年でしたが︑皆様

謹賀新年
有料老人ホームみずあさぎ
デイサービスセンター宝泉郷
施設長 上野勉
「今年はタイガーマスク精神で」
新年あけましておめでとうございます︒

新年のご挨拶

社会福祉法人 蘇峯会
ケアハウス 茶寿苑 施設長 龍華 孝好

新型コロナウイルス感染症の蔓延で前々年度に続

き２０２１年も大きな影響を受けました︒

新たな年を迎えましたが︑今なおウイルスの猛威は

はじめ一般の方々へのワクチン接種でやや落着

猛威を奮ったコロナウイルスも医療従事者を

がします︒最近︑阿蘇市でもここ数ヶ月間コロ

ロナが終息しますように！﹂の内容を書いた気

がいつもより早い気がします︒昨年は﹁新型コ

も色々の制限で生活を強いられている方もおられま

入居者の皆様にはご家族様との面会の制限や他に

ン﹂が流行しています︒

やっと沈静化したかと思ったら︑変異株﹁オミクロ

衰えることなく我々の暮らしを直撃しています︒

きを見せて来たかと思われます︒ところが南ア

ナ感染者﹁ゼロ﹂が続いており︑終息したかな？

す︒一人一人が﹁感染しない﹂
﹁感染させない﹂行

もう一年たったのか？と何故か分かりません

フリカから発生した新型コロナウイルスの新た

という気分になりますが︑世界では新種オミク

いかがお過ごしでしょうか︒

な変異株﹁オミクロン株﹂があっという間に全

ロン株が猛威を振るっており︑やっぱり終息し

変異株の脅威は続くようです︒南アフリカやナ

﹁オミクロン株﹂のような新型コロナウイルスの

としても︑接種の進まない国や地域が多ければ

ながら正体を明かさずに子供達を支援する姿は

い頃よくテレビで見ていました︒プロレスをし

だすのは﹁アニメタイガーマスク﹂です︒小さ

今年は寅年です︒寅といえば私が一番に思い

本年もどうぞよろしくお願いします︒

たし新年のご挨拶とさせていただきます︒

今年が皆様にとって良き年となりますよう祈願い

フ一同気配り︑心配りをモットーに頑張ります︒

よかったとお声かけを頂くように︑これからもタッ

よう今後も心がけてまいります︒茶寿苑に入居して

ことができますように微力ながらお手伝いができる

入居者の皆様が充実した明るく楽しい生活を送る

心できる生活を送らせて頂いております︒

体制が整っており︑緊急時にもスムーズな対応で安

当施設は︑阿蘇温泉病院が隣接し︑バックアップ

忘れることができません︒

入居者の皆様の優しい笑顔と優しい声かけは今でも

８ヶ月になります︒初めて勤めさせて頂いたとき︑

しています︒茶寿苑に勤務をさせていただいて１年

動をしっかり守っていきましょうと日々皆様と話を

世界を席巻し各国は外国人の新規入国を禁止す

てないか？また日本︑熊本︑そして阿蘇にも流

月

ミビアのほか欧州各国でも感染者が相次いでお

強くて優しくてカッコよくて自分も大きくなっ

欲しいものです︒コロナウイルスの事ばかり考

り︑厚生労働省は︑基本的な感染予防策の徹底

たらタイガーマスクみたいになりたいと憧れて

株﹂の感染が国内で初めて確認されたと発表し

を呼びかけていますので︑気を緩めることなく

よろしくお願い致します︒

す︒まとまりのない文章になりましたが本年も

で入居者やその家族に接していきたいと思いま

いました︒今年は職員全員﹁タイガーマスク精神﹂

しまして︑私の新年の挨拶とさせて頂きます︒

今年も皆様にとって良い年になるよう祈念致

ます︒

手洗い・マスク等の感染予防策に努めてまいり

えると憂鬱になるので話題を変えます︒

行するのではないか？正直もういい加減にして

日ナ

るまでに至りました︒厚生労働省は
30

代の男性外交官の﹁オミクロン

10

ました︒いくら先進国でワクチン接種が進んだ

ミビア国籍の
30
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新年のご挨拶
地域支援センタースタッフ一同

「新春万福」
新年あけましておめでとうございます︒
昨年もコロナに振り回された１年で︑各事
業所も感染対策をしっかりと行い︑安心して
サービスを利用して頂けるように努めまし
た︒ご利用者様やご家族様にも感染予防対策
にご協力を頂きました︒フェイスガードを付

のご挨拶
阿蘇温泉病院 看護部
総看護師長 井 久美
謹んで新春のお慶びを申し上げます︒
私は︑昨年４月に総看護師長を拝命し︑直後より
ワクチン接種と面会制限︑ＬＡＭＰ検査など新型
コロナウイルス感染対策に終始した１年でした︒
皆様にも面会制限や外出外泊制限など︑ご協力
頂きありがとうございました︒
月末にコロナ陽性者が減少し︑対面面会を再

新年の御挨拶

阿梨花病院大津
院長 岩下 浩蔵

新年明けましておめでとうございます︒

日本ではコロナ感染症が落ち着いた感がありま

すが︑世界的にみると変異株の出現などもあり︑

当分はウィルスの脅威と向き合っていく必要があ

りそうです︒近年の科学技術の進歩には目を見張

るものがあります︒

特に宇宙分野では民間人が宇宙旅行を体験でき

映画の世界が一部現実となって

開しました︒患者様は大変喜ばれ︑ご家族からも

像するだけでもわくわくさせられます︒医療分野

るなど︑昔観た

いますが︑引き続きマスクの着用や手指消毒

﹁１年ぶりに会いました︒嬉しかったです﹂﹁お忙

においても︑病気の診断︑治療法の開発など医療

けての対応など戸惑われた方もおられたと思

など感染対策へのご協力を宜しくお願い致し

しい中対応して頂きありがとうございました﹂と

りましたが︑一刻も早く収束することを祈ってお

今年も﹁オミクロン株﹂感染の不安の中で始ま

れる皆様に満足して頂けるよう

ード感に遅れることなく来院さ

卒よろしくお願い致します︒

って行きたいと思いますので何

るよう︑今年も従業員一同頑張

た場所で安心して暮らして頂け

ますが︑地域の皆様が住み慣れ

人口の高齢化が年々進んでい

考えています︒

な医療︑介護を提供できればと

本年度もどうぞよろしくお願い致します︒

護の提供に尽力してまいりたいと思います︒

護部におきましても働きやすい職場と質の高い看

供のための働き方改革等の推進がありました︒看

改革の基本方針に︑安心・安全で質の高い医療提

ります︒また︑今年は診療報酬改定があります︒

おり︑１００年後の世界はどうなっているのか想

ます︒

技術は日進月歩で進んでおり様々な恩恵を受けら

さて︑今年は寅年です︒スタッフは︑皆様

言葉を頂きました︒喜ばれている患者様やご家族

SF

れるようになってきています︒当院でもそのスピ

10

様を拝見し︑嬉しい気持ちになりました︒

に安心して在宅生活を過ごして頂くため︑昨
年以上にサービスの充実に向け全力で寅イ

します︒

ご祈念いたします︒本年も宜しくお願いいた

歳に数え切れない幸せがありますように︶を

本年が皆様にとって︑﹁新春万福﹂︵新しい

てまいります︒

とで少しでも幸せを感じて頂けるように努め

が︑スタッフが笑顔で元気にご自宅に伺うこ

コロナのことで不安や心配が多い状況です

︵トライ︶してまいります︒
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阿蘇温泉病院
外来診療日程

皮膚科
北

診療

9:30~12:00

麻酔科・緩和ケア相談
坂梨

松本

井

4 日休診

古田

北

宮野

木

始めました

阿蘇温泉病院

徳本

戸上 29 日休診

西本

14 日：上寿園へ

戸上

豊福

坂梨

熊本機能病院
9:00~12：00

診療 8：30~17：00

北

18日午後受付16：00~17：00
診療16：00~17：30

荒尾

北

横山

松本

松本

熊本総合病院
7:30~12:00/13:30~15:30
西日本病院（第２週 ）
7:30~12:00/13:30~16:30

8・29 日休診
診療 8：30~12：00

受付8：45~12：00
診療8：45~12：30

( 8 日）

荒尾

横山

9:00~14：00

非常勤医師

10:00~12：30

堤 29 日

堤 29 日

非常勤医師

岡田 15 日
安田 22 日

坂田 15 日

安田 8 日

午後

上野 22 日

安田 8 日

午前

土
午後

西本

徳本

横山

午前

金

お問い合わせ：阿蘇温泉病院０９６７－３２－０８８１

※検査結果まで40～50分程度です。
検査項目によって、
金額が異なります。
※月曜日～金曜日の13:30～16:30

腎臓・心臓・血糖・コレステロールなど
14種類の検査項目をご用意しております。

血液検査 de 健康チェック！

豊福

松本

松本

井

北

診療 8：30~17：00

荒尾

徳本

午後

小田

西本

9:00~12：00

熊本大学病院

徳本

萩原

午前

プラザ

豊福

坂梨

5 日午後休診

荒尾

横山

募 集して
い ます

ご興味のある方は、お気軽にお電話下さい！ 0967-32-0881
（採用担当）

医療法人社団 坂梨会 阿蘇温泉病院

を募集します

介護福祉士･介護職

宮野

午後

西本

水

12.26 日：井出

徳本

萩原

午前

送迎
ドライバ ーも

4・11 日休診 診療 8：30~17：00

ア レル ギ ー 科

井

古田

診療 8：30~17：00

荒尾
11 日受付 15：30 まで

横山

西本

松本

7:30~11:30/13:30~16:30

耳 鼻 咽喉 科
整形 外 科

7:30~11:30/13:30~16:30

受付8：45~11：30
診療8：45~12：00

荒尾

西本

戸上

宮野

午後

小児科

受付

受付

受付 8：45~12：00 / 1４：00~17：00
診療 8：45~12：30 / 14：00~17：30

産婦人科

内 視 鏡セ ン タ ー

透析 セ ン タ ー

1 0: 00 ~12 :00

横山

戸上

萩原

宮野

萩原

火

豊福
豊福
歯 科 （ 予約制 ）
※急患や時間外・
野
当日の詳細な
阿蘇健康管理センター 17宮日：横山
坂梨
31 日：戸上
お問い合わせは
０９６７(３２)０８８１まで
看護師･准看護師
遠慮なくお電話下さい。

診療時間
8:30～12:30
14:00～17:30

受付時間
7:30～12:00
13:30～17:00

診療

脳 神 経 内科
腎・ 泌 尿器 科

内科

午前

午後

午前

月
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