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２０１２（平成２４年）１０月号（第７２号） 

 平成24年度、上天草医学懇話会が、去る平成24年9
月11日(火)、ホテル竜宮に於いて開催しました。 

 当日は、平日にも

拘わらず、多くの開

業医の先生方に御

参加いただき、あり

がとうございまし

た。医療連携へのご

理解とご協力につ

いて、あらためてお

礼申し上げます。 
 私どもが用意しました講演は 
 演題１， 早期胃癌に対する腹腔鏡下胃切除術  

             外科 蓮尾友伸 
演題， 胃瘻栄養の工夫  内科 坂本興美 

の２演題でした。 
 演題１では、腹腔鏡下胃切除手術の実際を動画で説

明し、従来の開腹手

術に比して、低侵襲

かつ入院期間も短期

間となり、早期胃癌

を対象とすれば理論

的に根治性が保証さ

れていることが話さ

れました。 

 演題2では、胃瘻が

開始された当初は造

設時に合併症があっ

たが、器具の開発に

伴い安全に造設出来

るようになったこと

や、当院に於いて造

設することで再び経

口摂取可能となった症例があることなどを示されまし

た。また、造設後に経管栄養が継続できるような工夫

についても言及がありました。 
 いずれも大変興味深い内容であったかと思います。 
 懇親会では、開業の先生や済生会みすみ病院の先生

方との、文字通り顔が見える機会となり、より親密度

が高まったように思いました。 
 当院では、皆様の御協力のもと、さらに地域医療を

推進して参

りますの

で、今後と

もよろしく

お願いいた

します。 

地域医療連携室長  福田 誠    

 10月より地域医療連携室へ異動となりました堀江静です。平成23年1月より上

天草総合病院に勤務させて頂き、今回、病棟より異動となりました。以前は、

福祉施設に勤務、高齢者福祉や在宅福祉に関わる業務に携わっていましたの

で、これまでの経験も生かしながら仕事が出来ればと思っています。 

 病院を受診される患者様やご家族の治療が不安なく受けられ、退院後の生活がスムーズにいく

ようお手伝いさせていただきたいと思っています。 
 

堀江 静 
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 皆様はじめまして。今年の4月

より上天草総合病院に入職し

た、言語聴覚士の林亜星と申し

ます。これまで7年間、熊本市内

の病院に勤務しておりました

が、このたび故郷の上天草市に

戻って参りました。 

 現在熊本県内には300名を超え

る言語聴覚士がおりますが、天

草地域においてはまだその数は少なく、中でも上天草

市においてはこれまで言語聴覚士が一人もいない

（※）という状況であったため、この職業になじみの

ない方もたくさんおられると思います。そこで今回は

言語聴覚士について、また言語聴覚療法についてご紹

介いたします。 

 言語聴覚士はリハビリテーションの一職種で、理学

療法士や作業療法士と協同して、体に障害を抱えた方

に対し指導や訓練などを行う職業です。特に、言語聴

覚士という名称から分かるように「ことば」や「きこ

え」に障害を持つ方へのリハビリテーションを専門と

しております。 

「ことばの障害」と一口に言ってもその種類は多く、

また認知症や嚥下障害（食べる機能の障害）といった

障害もリハビリテーションの対象となりますので、こ

こでそのすべてを説明することは出来ませんが、代表

的なことばの障害に「失語症（しつごしょう）」があ

ります。 

 失語症は医学的には「脳の言語領域の損傷により、

言語を操作する能力が障害された状態」とされ、話し

たい言葉が出てこない、相手の話が聞こえているのに

理解できないなどの症状が出現します。「ある日突然

たった一人で言葉の全く分からない外国に投げ出され

たらどうなるか」を想像してみると、それがどういう

ことか理解できるかと思います。誰かに道を尋ねよう

にもどう言えばいいのか分からず、親切な人が声をか

けてくれても、その人が何を言っているのかわからず

途方に暮れてしまい、結果として誰とも話せないよう

になってしまいます。失語症が通称

「孤独病」と呼ばれるのはそのためで

す。 

 言語聴覚療法ではそのような方に対

し、言語のどの機能が障害され、どの

機能が残存しているのかを検査・評価

し訓練することで言語機能の改善を目

指します。 

 最後に言語聴覚療法の開始にあたっては医師または

歯科医師の処方が必要です。訓練をご望される方は、

当院の外来にてご相談ください。上天草市民の皆様の

「ことばの健康」をお手伝いするため精一杯頑張りま

すので、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

※：一般社団法人熊本県言語聴覚士会員名簿を参考 

 救急医療週間中の９月１３日、救急医療の向上を目

的に上天草総合病院において

医師、看護師、臨床検査技

師、天草広域連合消防職員参

加のもと救急研修会を開催し

ました。 
 研修は、救急症例の検討と

ドクターヘリの概要について

行い、症例検討では救急隊員

が救急症例を発表し、それに対し医師から助言、解説

をしていただきました。ショックの定義や分類、循環

不全など入署間もない若い職員にもわかりやすく説明

していただき、ベテラン隊員にとっても再認識させら

れる内容でした。 
 平成２４年１月から運用開始されたドクターヘリ

は、早期に医師を現場投入し患者を医師の監視下に置

くことを目的としており、救急現場で活用されていま

す。このドクターヘリの概要について消防本部の担当

者がドクターヘリと防災消防ヘリの運用方針の違い

や、ドクターヘリの手配から搬送までの流れ、搬送シ

ステムの種類などについて説明しました。 
 研修中には多くの質問や意見が交わされ有意義な研

修会となりました。 
 研修終了後には

医 師、看 護 師、救

急隊員が集い、病

院と消防の親睦を

深めるため懇親会

を行いました。普

段は救急搬送した

際に患者の状況等

を伝えるくらいし

か会話がありませんが、懇親会では病院や救急現場の

話から世間話まで大いに盛り上がりました。 
 今後も、病院と救急隊が一体と

なって人命救助のため、命のバト

ンリレーができるよう取り組んで

いきたいと思います。 

言語聴覚士 

林 亜星 

合同救急研修会開催について 中央消防署東天草分署 

 救急救命士 並崎保夫 



 

-3- 

編集後記 
○不知火海を超して病院から眺める九州本土が、めっきり近く見える。今年の曼珠沙華の満開はお彼岸より少し遅れ  

 たようだ。さわやかな秋となり、何をするにも良い季節となった。秋の夜長を有効に使いたものと思っている。 
 今回の通信は、病院の勉強会報告となったが、急な依頼に対して救命士から玉稿を頂きありがとうございました。    

(福田) 

 

○デパ地下の洋菓子・和菓子のコーナーで、マロン入り･･･、お芋の･･･、りんごの･･･、秋の訪れを感じるお菓子がた

くさん並んでいました。読書の秋！ 食欲の秋！ スポーツの秋！などと言われるが、わたしは今年もやはり食欲の

秋になりそうです。（森口る） 

研修会・勉強会の行事予定表 

１０月９日（火） マザークラス 

  おっぱいマッサージ  妊娠経過  母児同室について 

１３：３０～ 当院６階講堂 

１０月１２日（金） 糖尿病・心臓リハビリテーション合同教室 

   糖病尿と合併する心臓病、脳卒中などの話 

   タバコの害 

１３：１５～ 当院６階講堂 

１０月１７日（水） ＮＳＴ勉強会 １７：３０～ 当院６階講堂 

１０月１９日（金） 看護師勉強会 １２：３０～ 当院６階講堂 

１０月２７日（土） 市民健康講座，  

ピア・カウンセリング講座 

１０：００～アロマホール 

１３：３０～アロマ研究室 

 平成24年度 第2回市民健康講座「がん講演会」のご案内 
 

「2人に1人ががんになり、3人に1人ががんで亡くなる」といわれ
ています。一方で、「がんは治る病気になってきた」ともいわれ
ます。がん患者である講師にこれまでの体験やがんサロンについ
てと、上天草市よりがん検診の必要性についてお話しします。 
 皆様のご参加をお待ちしております。 

 

 日 時 １０月２７日（土）１０時～１１時３０分 

 会 場 上天草市松島総合センター「アロマ」ホール 

 演 題 １．私流の生き方  
        ～がんになっても私らしく生きる～ 
           熊本がんサロンネット 
                副代表  堀田めぐみ 氏 
     ２．がん検診の必要性   
           上天草市保健課健康作り推進室 

                保健師  中田智子 氏 

 対 象 市民の方どなたでも 

 主 催 上天草がんサロン「アクアマリン」 
     上天草総合病院 

     上天草市 

ピア・カウンセリング講座 
 

日時 10月27日(土)  13:30～ 

会場 上天草市松島総合センター 

    「アロマ」研究室 

講師 地域活動支援センターいんくる 

      副センター長  山下紘史 氏 

              松村美保 氏 

   熊本がんサロンネット 

         副代表  堀田めぐみ 氏 

対象 がん患者・家族・支援者 

主催 上天草がんサロン「アクアマリン」 

   上天草市 

10月27日(土）の午前・午後に 

２つの講座を企画しました。 

ご参加お待ちしております！！ 

（詳細については下記を 

 ご参照下さい） 

医療施設の皆様の勉強会・研修会への参加をお待ちしています。 

参加申し込み・内容等については『地域医療連携室：TEL0969-62-1547』までお問い合わせ下さい。 
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１０月 診療案内 

内   科 
  代謝内科 

  消化器内科 

  呼吸器内科 
  

樋口 

坂本 

和田 

 

 

城臺 

大村 

和田 

山城 

 

 

城臺 

 

坂本 

大村 

 

 

 

和田(～10時) 

志摩(10時～) 

樋口 

和田 

山城 

 

 

石田 

坂本 

山城 

城臺 

 

 

応援医師 

 

循環器内科  脇田 脇田 脇田 脇田 脇田 

※ペースメーカー外来は（３、６、９、１２月）に行います。 

小児科 神薗 神薗 神薗 神薗 神薗  

外科・肛門外科 

消化器外科 

 

福田 

 

城野 

 

福田／蓮尾 

 

 

城野 

 

蓮尾 

 

整形外科  藤松 上原 藤松 胤末(午後) 藤松 19日 

※毎週月・水・金の診療開始時間は８：３０からとなります。 

※毎週木曜日（予約制）は午後２時から午後５時まで診察を行います。 

産婦人科  姫野 

黒田 

黒田 姫野 

黒田 

姫野 姫野 

 

 

※黒田医師は女性医師です。  

耳鼻咽喉科 － 熊大 － － 熊大 5日,23日 

眼科  竹下 竹下 － 竹下 竹下 19日 

26日 
※午後は、検査の予約外来です。ただし、月・水曜日は手術日です。 

皮膚科 － － － 尹 －  

泌尿器科 － 小川 － － －  

胃腸センター 蓮尾 

城野 

石田 

福田 

蓮尾 

城野 

和田 

石田 

坂本 

福田 

蓮尾 

福田 

城野 

石田 

 

歯科・口腔外科  福田 福田 福田 福田 福田 4日午後 

※午後は、１時～４時３０分まで受付けます。 

5日 

新患担当 

月 火 水 木 金 休 診 日 

※診療受付時間は午前８時３０分～１１時３０分まで行います。 

※眼科は、毎週水曜日は休診になります。 

※歯科口腔外科は月～金の午後も診療を行います。 

※脳神経外科は月２回（第２、第４水曜日）の午後２時より診療を行います。（予約制です） 

※内科は、火・木の午後５時～午後６時まで診療を行います。 

※木曜日の内科山城医師の外来は午前と午後３時～午後６時まで診療を行います。 

教良木診療所 応援 大村 坂本 樋口 応援 黒田 

御所浦診療所 応援 山城 

(第2･4午前) 

－ 

－ 

竹下(午前)  － 

－ 

御所浦北診療所 応援 － － － 城臺(午後) － 


