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医療を通して女性の幸せと
地域の人々の幸せに貢献。
社会の変化やニーズを敏感にくみ取り
質の高い医療とサービスを提供

プレママ
掲示板
2021 新春
取材協力 / 福田病院

コロナ禍で不安を抱える妊婦さんに
寄り添い、
臨床心理士・看護師・助産師
などが連携しながら相談に対応
性被害や望まない妊娠…
誰にも相談できない中高生を対象に
匿名・無料で検査ができる
妊娠相談の窓口を開設しました

明治 40 年の開院以来、変化する女性の生き方に寄り添い、医療で女性の幸せに貢献し続ける福田病院。年間の総出産数は約 3600 人にのぼり、
日本でもっとも多くの出産を手掛けます。生まれてくる命、その後の母子のケア、そしてその先にある生涯を通じての女性の健康をサポートする
「ウーマンズ・ホスピタル」としての多岐にわたる取り組みと、地域への想いについてご紹介します。

福田病院 病院長

SPECIAL

Interview

河上

妊娠・出産は女性にとって大切な人生の 1 ページです。
母子の安全を守るとともに、より輝きあるものにするための
体制づくりと地域貢献をこれからも続けてまいります

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
女性の社会進出に伴い少子化・晩婚化傾向にあるいま、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。当院には合併症妊娠
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。
一方で、妊婦健診システムや母子手帳の普及などにより、お産の約７割は
大きなトラブルなく行われています。出産は、病気やケガのようなアクシデ
ントではなく、多くの女性が経験する人生の輝かしい1ページです。当院で
は、
“大学病院の医療水準と助産院のあたたかさ”を基本に、ホスピタリティ
の拡充にも努めています。新病棟「令和館」は、5～9階の病室はすべて個室
のスイートルーム仕様です。さらに昨年は、本館の改修工事を終え、既存の
病室もスイートルーム仕様となり、
これまで以上におくつろぎいただける環
境が整いました。

人と人との繋がり、地域との交わりにひと役
地域文化交流館「寿心亭」が完成
病院西側の新病棟「令和館」に続き、熊本地震で全壊した料亭「新茶屋」跡
地に、昨年10月「寿心亭」が完成いたしました。260㎡の木造平屋造りで、

祥一さん

医療を行う病棟です。当院には、NICU（新
生児集中治療室）24床とGCU（発育発達

さんも例外ではありません。

支援室）41床があります。早産（出生週数

当院には、臨床心理士や看護師、助産師

37週未満）や低出生体重児、呼吸障害・感

福田病院 副病院長
小児内科部長

などが相談業務に従事する「母子サポート

染症・黄疸などの疾患のある赤ちゃんを対

後藤

センター」や「地域連携室」があります。それ

象に、集中的な治療と看護を行っています。

福田病院 理事長

福田

稠さん

不安、自分が思い描いてきた出産・育児とのギャップなど、現状を受け入れ
にくいお母さんに対して医師や看護師、公認心理師などがきめ細やかにサ

ディースクリニック、ソフィアレディースクリニック水道町でも、18歳以下

ポートしております。
NICU・GCUを卒業された赤ちゃんは、その後も必要に応じて小児科の

若い母子の未来を守ることにつながると確信しております。

フォローアップ外来にて、幼児期まで継続的に発育・発達を見守っていま

大切なライフイベントである“出産”
。ご家族の立ち合いや
お見舞いなどが当たり前に行える日が来ることを願って

す。赤ちゃんにとって、お母さんのお腹にいる時と生まれてからはひと続き

なったことや世界的にワクチンの接種も始まり、
これらは大きなステップと
言えるでしょう。妊娠・出産は女性にとって大きなライフイベントです。ご
家族に見守られながら命の誕生を共に喜び、祝福される…。そんなこれま

の人生です。新生児センターを経たお子さんもそうでないお子さんも変わ
りなく、それぞれの健やかな成長とご家族が安心できる子育てを支援する
責任が私たちにはあります。

お子さんの予防接種は、予定通りに受けましょう
小児一般外来では、予防接種を行っています。予防接種のタイミングは、
感染症にかかりやすい年齢などをもとに決められています。新型コロナの
影響で受診をためらわれる方もいらっしゃるかもしれませんが、予定通り
きちんと受けましょう。
こども達の笑顔と健やかな成長、
ご家族の安心のた
めに、
これからもスタッフ全員で力を合わせてまいります。

New Topic.2 「糖代謝甲状腺内科」
を新設
妊娠糖尿病とは、妊娠中にはじめて発見される
糖代謝異常のことで、多くは糖尿病には至らない
軽度のものです。近年、出産年齢が高くなってい
るため、妊娠糖尿病は増加傾向にあります。
ある研究によると、全妊婦さんの12％が妊娠
糖尿病で、合併妊娠（妊娠前から糖尿病だった
軍）があるとの報告もあり、決して少ない頻度で

かつて地域の文化を伝えるシンボル的な存在

うるのも事実です。生まれてきた赤ちゃんが無事に育ってくれるかという

設置いたしました。当院だけでなく、
まつばせレディースクリニック、菊陽レ

方）を加えると、15％に耐糖能異常（糖尿病予備

New Topic.1 地域文化の継承と学びの場
「寿心亭」。皆さまにご利用いただけます

多くの妊婦さんやそのご家族が“お産はハッピーなもの”
と捉えていらっ

よる性被害が急増することを受け、11月に「中高生妊娠相談専用窓口」を

での日常が取り戻せるまで、職員全員で心を一つに乗り越えてまいります。

麻酔を使って陣痛の痛みを和らげながら行う
「無痛分娩」。
フランスやアメ
リカでは70～80％と主流になっている反面、日本ではまだ5％程度にとど
まりますが、そのニーズは年々高まっています。安全で質の高い無痛分娩に
は、産科医と助産師の連携はもちろん、麻酔科的な専門知識と技術をもった
医師が常駐していることが不可欠です。
そこで福田病院では、昨年4月から熊本大学に産科麻酔科学の寄附講座
を開設いたしました。より安全な無痛分娩のためのガイドラインを作る研
究・実践・教育の場となることを期待しております。
これからも地域で特に必要な医療の提供を担う社会医療法人の認定を目
指し、皆さまのお役に立てるよう努力を重ねてまいります。

【 小児科一般外来 】
診療時間
受付時間
診療日

院内のメディカルフィットネスクラブ
「コアラウェルネス」では
マタニティビクスのレッスンを実施
糖代謝甲状腺内科の患者さんを対象に
マタニ ティビ クス（ エ アロビ クス ）を
行っております。お母さん自身の健康管
理の為、また、出産、育児に向けた身体
と心の準備をしていきます

はありません。

New Topic.3 ホームページをリニューアル

妊娠糖尿病では、お母さんには症状はなく、検

1 1 月にはホームページを 大 幅リ

査で見つかります。妊娠糖尿病になると、妊娠高

ニューアル。里帰り出産や不妊治療、
小児科など各科の診療案内や、入院中

りやすくなり、流産・早産のリスクも高くなりま

「寿心亭」。華道の作品展や茶道のお稽古など、さま

す。その結果、胎児も高血糖になり、巨大児のほか

ざまな用途で使用がスタートしています。

出生後の低血糖、呼吸障害、黄疸、低カルシウム

のお食事、病室について、
さらにマタニ
腹筋群のエクササイズ

ティスポーツや各種学級についてな
ど、幅広く・わかりやすくご紹介してい

血症など、
さまざまな影響が及びます。
◆利用に関しての問合せ／
地域文化交流館事務局
☎096（322）2951
＊ホームページでも
詳しくご紹介してます

病院長
診療時間

代謝甲状腺内科医の診断・指導のもと、上手な血
灯りで彩られる日本庭園

伝統的な工法で造られた茶室

ていく手助けをしております。

院長

河上 祥一
診療時間

菊陽レディースクリニック
院長

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/

太もも裏のストレッチ

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

日曜・祝日 休診

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

糖コントロールを行い、良いお産を一緒に目指し

産婦人科〈母体保護法指定医〉

福 田 病 院

月曜～土曜／ AM9:00 ～ ＰＭ5:30

病室についてはＶＲで360度見学

胎児への影響が大きく変わります。当院では、糖

産婦人科〈母体保護法指定医〉
医療法人 社団愛育会

ます。

妊娠糖尿病は、妊娠中のお母さんの血糖値で

檜をふんだんに使った舞台と大広間

診療時間

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/

最新情報は
こちらをチェック！

画も掲載していますので、ぜひご活用
ください。

ソフィアレディースクリニック水道町
院長

ＰＭ2:00 ～ 5:30

できたり、さまざまなコンテンツの動

婦人科 ※不妊相談もお申し付け下さい

島田 清

月曜～土曜／ AM9:00 ～ 12:00

9:00～12:00／14:00～17:30
9:00～17:30
月曜～土曜・日祝休診

＊WEB予約もできます ⇒

血圧症候群や羊水過多など、妊娠合併症が起こ

だった「新茶屋」の趣を残しつつ、新たに誕生した

啓さん

しゃると思います。
しかし、時として予期せぬ事態や突発的なことが起こり

WITHコロナの日常はまだ続きますが、熊本市でも検査が受けやすく
お話しは…

新生児センターは、治療を必要とする赤

自由な日常が続いています。もちろん妊婦

を対象に相談を無料でお受けしています。専門病院への相談・受診により、

安全な“無痛分娩”
を目指し
熊本大学病院に産科麻酔学の
寄附講座を開設

新生児センターでは総合的かつ
高度な医療を24時間体制で提供。
小児科でのフォローアップで
継続的に発育・発達を見守ります
ちゃんを24時間体制で受け入れ、高度専門

さらにコロナ禍による長期休校の影響で10代の妊娠や、SNSの普及に

約20畳の舞台と40畳の大広間、5.5畳の茶室
を備えており、茶道や華道、日本舞踊の練習・発
表など、この地域の特性を活かした文化継承の
場として、
ご利用いただけます。
また、コロナ禍が終息した折には、季節ごとの
行事など、当院に通う患者様にご参加いただけ
る催しも積極的に行っていく予定です。

“お産＝ハッピー ではないケースも。
“お産＝ハッピー”
小さな命を守るため多職種が支援

新型コロナウイルスという誰も経験した

時対応しています。

＜12＞

小さく生まれた赤ちゃん・早く生まれた赤ちゃん…

ことがない感染症により、不安は増大し不

らの部署が、日々不安を抱える妊婦さんやお母さんたちからのご相談に、随
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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/

