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新たな時 代も医療を通して
女性の幸せに貢 献 するために ―
グル ープ医療 機関が 連 携をとりながら
質の高い医療とサービスを提 供

取材協力/福田病院

お蔭さまで開院 20 年を迎えました。
地域の皆さまのかかりつけ医として
女性の健康と幸せに貢献いたします

SPECIAL

Interview

安全で快適な妊娠・出産のための環境作り、
さらには患者さまや社会のニーズに沿った
丁寧な医療と看護をこれからも提供してまいります

地域周産期母子医療センターとして
ハイリスクな妊娠・分娩にも対応
当院は、合併症妊娠など、母体や胎児、新生児の生命にかかわる事態が
発生した際に、高度で専門的な医療を提供する施設として「地域周産期母
子医療センター」の認定を受け、県内外からハイリスクな妊婦さんや赤
ちゃんを受け入れています。
少子化・晩婚化に伴い妊娠総数は減少する一方で、ハイリスクな妊娠は
増加傾向にあります。それを受け、妊娠中から産後にかけてハイリスクの
患者さんを対象に、集中的な治療・看護を行う場として「MFICU（母体胎
児集中治療室）」を設置。すべてが個室で、患者さん3人に対し看護師1人
の配置で、よりきめ細やかなケアにあたっています。これに加え「NICU
（新生児集中治療室）」、
「 GCU（発育発達支援室）」があり、小さく生まれ
た・早く生まれたなど、生後すぐから治療を要する赤ちゃんのために、専
門的な治療と看護を行っています。

10階建ての新病棟「令和館」が完成
地域の皆さまとのつながりを大切に

本館のフランス料理「レ・セゾン」、和食「四季亭」に加え、ロース
トビーフやシュラスコなど肉料理が楽しめるレストランがお目見
え。木のぬくもりあふれる室内には暖 炉を、熊本 城を間近に望
むテラスにはウォーターガーデンを設えた、まるでリゾートホテ
ルのような贅沢な空間。

10階

ねあわせ「令和館」
と名付けました。
1・2階には200名収容できるホールを新設。
職員が一堂に集まる場所としての役目のほか、地
域の皆さんとの交流の場としても活用したいと
考えています。
3階は職員食堂、4階は医局で、5〜9階が新し
い病棟です。41室すべてスイートルーム仕様で、
ご入院中の妊産婦さんはもちろん、
ご家族やお見
舞いの方もゆっくりくつろいでいただけるよう配

お話しは…

福田病院理事長

福田

また現在、熊本地震で全壊した料亭「新茶屋」跡地に「地域交流館」を建
設中です。約60畳の大広間に舞台、茶室など、
さらにはかつて乃木希典が
使用したという井戸を復元した記念コーナーも作る予定です。この地の
特性を生かした文化継承を担いつつ、地域の皆さまに長く愛していただ
けるような拠点となることを期待しております。
「福田病院で診療を受けてよかった」、
「この地域に生まれ育ってよかっ
た」そう言っていただけるよう、職員ならびに連携医療機関とひとつに
なって、
さまざなま取り組みを進めてまいります。

10年ほどで住宅地が大きく発展し、多くの

まつばせレディースクリニック

にわたって当院でご出産されたり、県外に出

子育てファミリーが生活しています。

理事長・院長

られた方が安心して里帰り出産に臨めるよ

そのような環境のもと、私たちは、お母さ

う、これからもハイクオリティの医療とやす

んと新しい命の出会いを大切にし、母性を育

順一さん

むお手伝いをしながら、質の高い医療を提供することをモットーとしており

世代となっています。年齢やライフステージによってさまざまに変化する女

真摯に向き合いながら、心身ともに安定した妊娠生活を送ることができるよ

性の体と心に寄り添いながら、健康で快適な毎日を送るお手伝いをするの

うサポートしていきたいと思っております。日々リラックスして過ごすこと

が、私たち産婦人科の使命です。当院には、60代〜100歳近い方も大勢ご通

で、お腹の赤ちゃんへの愛情が育まれ、家族の絆が深まることが、その後の育

院いただいております。
「ここに来ると元気になる」
「 毎回、先生やスタッフの

児にもとてもいい影響を与えるものと確信しています。

方の顔を見るのが楽しみです」…といった嬉しいお声もいただいておりま

周産期専門医による母子の健康管理をきめ細やかに行うとともに、 もし

す。それを励みに、職員一同これまで通り笑顔で、患者さまとの対話・会話を

も に備え、福田病院との病診連携や他の医療機関との協力関係をいっそう
深め、万全の体制でより良い医療の提供を常に考えております。妊娠・出産

熊本地震をはじめ、20年間には多くの出来事がありましたが、開院当時か

は、女性にとって大切な人生の1ページです。ご入院中は食事を楽しんでい

ら働く職員や出産・子育てを経て戻ってくれる職員も多く、まるで家族のよ

ただいたり、赤ちゃんとのゆっくりとした時間をお過ごしいただき、体力を回

うにチームワークが良いことが当院の自慢でもあります。今後は病院の増築

復して日常生活に戻っていただきたいと思っております。
また、結婚生活を控えてのブライダルチェックや子宮がん検診および更年

す。これから先も「患者さまに喜んでいただく」という基本を忘れずに、地域

期における体調の変化などの相談も行っています。

の皆さまの幸せな人生のお役に立ちたいと思っています。

地域の皆さまから信頼される魅力あるクリニックを目指し、全力をつくし

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

てまいりますので、
どうぞよろしくお願いいたします。

「もう一人産みたい」と思える環境を。
より充実した設備とアメニティの福田病院『令和館』誕生！
Fukuda Hospital NEWS

テラスレストラン シンプ ソンズ
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産婦人科〈母体保護法指定医〉

産婦人科〈母体保護法指定医〉

まつばせレディースクリニック
診療時間

菊陽レディースクリニック

村本 順一

月曜〜土曜／ AM9:00 〜 12:00 ＰＭ2:00 〜 5:30
日曜・祝日 休診

☎096（322）2995〈代〉

☎0964（34）0303
宇城市松橋町松橋 689-1
http://www.matsubase.or.jp/

院長
診療時間

婦人科 ※不妊相談もお申し付け下さい

ソフィアレディースクリニック水道町

島田 清

月曜〜土曜／ AM9:00 〜 12:00

木曜午後、日曜・祝日 休診
※初診受付は AM11:30、ＰＭ4:30 まで

☎096（213）5656
菊池郡菊陽町新山 2-8-23
http://www.kikuyou-lc.com/

全41室の 新 病 室

シック で 清 潔 感 あ るインテリア で
統 一され た 室 内 は 、こ れ ま で の 個
室 よりさら に ゆ とりあ る 空 間 に 。
ミニバーやバス ルーム、女 性ごころ
くすぐる洗 面スペースなど 、まるで
ホテル に宿 泊してい る ような 心 地
よさが実 感できます

院内行事のほか、音楽コンサートな
ど多目的に利用できる、200名収容
可能なホール。昨年11月には、
ピアニ
スト青 柳 晋さん をお 招きしてコン
サートも催されました

院長

理事長・院長

島田 清さん

ます。妊娠による体調の変化や不安などを抱える妊婦さんお一人おひとりと

RESTAURANT

河上 祥一

菊陽レディースクリニック

また、開院間もない頃にお母さんになられた方々は、更年期にさしかかる

自 然 光 が 差し込む エン
トランス。地 域の方々が
楽 し く 集 い 、コ ミ ュ ニ
ケーションを深める場と
して 活 用 の可能 性 が 広
がります

日曜・祝日 休診

熊本市中央区新町 2-2-6
http://www.fukuda-hp.or.jp/

の新年を迎えます。菊陽・合志エリアは、
この

も予定し、福田病院をお手本としながらゆとりのある空間づくりを計画中で

8月には、あらたに「地域交流館」
も完成予定

福 田 病 院

月曜〜土曜／ AM9:00 〜 ＰＭ5:30

当時お生まれになった方が成人し、ご結婚・

大切にしながら、日々の業務に取り組んでまいります。

稠さん

慮しています。
さらに10階には、患者さま専用の「テラスレストラン シン
プソンズ」を新設いたしました。

産婦人科〈母体保護法指定医〉

診療時間

菊陽レディースクリニックは、今年で開院
18年目となり、私が院長に就任して2度目

らぎの空間をご提供してきたいと思っています。

ひとつは、ロンドンにあるローストビーフの名店にちなんでこ
の店名がつけられました。さらに、先々代の院 長がスコット
ランドのエジンバラで医学を学んだ 際に産科の高名な教 授
のお 名前が「シンプソンズ 」であったことにも由来していま
す。シンプソン教 授は来日の際、福田家に宿泊されたことも
あるほど親交の深い間柄でした

病院長

まつばせレディースクリニックは、1999
年3月に開業し、20周年を迎えました。その
ご出産を迎えるようになりました。母娘2代

村本

「シンプソンズ」の由 来とは…？

医療法人 社団愛育会

快適なマタニティライフ、
安全で満足いくお産、産後のケアまで。
新しい命の誕生をより感動的に
迎えられるよう、全力をつくします

HALL

人々が美しく心を寄せ合う中で、文化が生まれ育つという意味が込め
られた、新しい年号「令和」。昨年11月に病院西側に完成した10階建ての
新病棟は令和元年にできたこと、そしてこの年号に込められた想いを重

お母さんと新しい命のつながりを
大切にし、 安全・信頼の医療 により
母子の健やかな生活をサポート

当院で生まれた方が、結婚・妊娠され
私もここで出産したい と思って
いただけるよう、温かくやすらぎの
あるクリニックを目指します

明治40年に開院し、
大 正、
昭和、
平成、
そして令 和へと、
歴史を重ねる福田病院。変 化する社会とともに変わる女性の生き方やニーズに
応える、
最 新の医療と最 良のアメニティを両 軸として、
女 性の生 涯にわたる幸せに貢献しています。令 和初の年頭にあたり、
福田病院と
グループ 機関の多岐にわたる取り組みや地 域 貢献・社会貢献への想いをレポートします。
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院長
ＰＭ2:00 〜 5:30

診療時間

岩政 仁

※水曜・祝日は完全予約制

月･火･木･金･土曜／ AM10:00 〜 ＰＭ2:00
ＰＭ4:00 〜 7:00
水曜／ AM9:00 〜 ＰＭ1:00、ＰＭ2:00 〜 6:00
日曜･祝日／ AM8:30 〜 12:30

☎096（322）2996
熊本市中央区水道町 9-5-1

http://www.suidouchou-lc.jp/
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