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かかってよかった。
　　紹介してよかった。
　　　　働いてよかった。
　　　　　そんな病院をめざします。

熊本地域医療センター
理　　念

　本年4月1日付けで院長職
を拝命いたしました。今世の
中は大変なことになっていま
す。新型コロナウイルスが世
界的に大流行し（パンデミッ
ク）、国連は第二次世界大戦以
来最大の危機との見解を示し
ているほどです。日本の感染
者数は欧米に比べてまだ少な

いものの東京などの大都市を中心に急増し、すでに
ベッド数が不足し医療崩壊の危機を迎えています。
熊本でもこの先その様な事態になりかねません（発
刊される時にはすでにそうなっていないことを願い
ますが）。また今年期待されていた東京オリンピッ
クは来年に延期する事態となり、不要不急の外出を
控えるなど市民生活や経済に重大な影響が出てきて
います。こんな事態になることを今年の正月の時点
で予想した人はほとんどいなかったでしょう。この
ように社会や医療が目まぐるしく変化していく時に、
適切な対応を行わなくてはいけないという重責があ
りますが、精一杯努めてまいりたいと思います。ど
うぞよろしくお願いいたします。
　地域医療センターは昭和56年に医師会立病院とし
て開設され、これまで40年近くの間開業医のバック
アップ病院として、また地域の中核病院としての役
割を果たして参りました。また医師会事業である休
日夜間急患センターも当センターにて行われていま

す。これらは、これまで同様継続されなければいけ
ません。ただし社会はどんどん変化してきています
ので今までと全く同じでは成り立っていかないと思
われます。例えば新型コロナウイルスの世界的流行、
高齢者人口の増加・地域医療構想や、働き方改革と
りわけ医師の働き方改革など問題は山積しています。
患者さん、医師会員の方々、そして地域医療セン
ターの職員のために何ができるか・どうするべきか
をみんなで考えていかなくてはいけません。
　また、建物の老朽化のため昨年の秋、病院を建て
替えることが決定になり、現在その計画中です。現
在の計画では第5駐車場に新しい建物を建てて、現
在の227床から204床となり現在の新館に40床分残し
て、入院病床164床、外来、手術室、放射線部、
HCU など現在の病院の機能の大部分を移すことに
なっています。病院建て替えは職員の悲願でありま
したがやっと現実的なものとなっています。全員で
知恵を出し合って、機能的で美しく、誰もが誇らし
いと思えるよう病院にしたいと思います。一日でも
早く新病棟へ移転できるよう我々は一丸となって努
力する必要があります。
　病院理念である「かかってよかった。紹介してよ
かった、働いてよかった。そんな病院をめざしま
す。」のように誰もが満足できる様な病院を目指し
たいと思います。
　これからも熊本地域医療センターをどうぞよろし
くお願い申し上げます。
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新任医師のご挨拶
　2020年4月より、外科に赴任いたしました、
黒田大介と申します。平成22年に熊本大学を
卒業後11年目になります。
　外科専門医、がん治療認定医、熊本大学大
学院消化器外科で学位を取得しておりますが、
今後さらに外科医としての専門性を深めると
ともに診療の幅を広げたいと胸に期して参り
ました。わずかばかりの勤務でも、洗練され
たスタッフ、システムがあり、かつ向上心を
もった素晴らしい施設であることを実感して
います。現在、新型コロナウイルス禍の中に
あって、杉田院長をはじめ先生方、スタッフ

のみなさまがご多忙極まる中にありますが、
その中で、安全・確実かつ最新・最善な診療
が使命であろう、熊本地域医療センター外科
診療を盛り立てていくべく、一刻も早く仕事
に慣れたいと思っております。最終的には、
患者様にはご満足いただき、患者様をご紹介
いただく先生方には、紹介してよかったと信
頼いただけることを目標に、フットワーク軽
く、風通し良く、診療をしたいと考えており
ます。そのためにも、ご指導、ご鞭撻をよろ
しくお願い申し上げます。
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　天草地域医療センターから赴任しました医
師5年目の平尾洸樹と申します。出身は熊本
で、熊本大学を卒業しました。初期臨床研修
は国立病院機構熊本医療センターで行いまし
た。医局は熊本大学の小児外科・移植外科に
所属しており、一昨年は大学で手術が必要な
小児、新生児の治療に携わっていました。昨
年は天草地域医療センターで外科としての全
般的な知識・技術を学ばせていただきました。
引き続き今年も熊本地域医療センターで外科
としての修練を積ませていただきたいと存じ
ます。

　既に熊本地域医療センターのスタッフの皆
様方に大変お世話になっております。天草地
域医療センターの職員の方々も温かい雰囲気
でサポートしてくださり助かりましたが、熊
本地域医療センターのスタッフの方々も話し
かけやすい、頼みやすい対応でありがたく
思っています。熊本市の医療にお役に立てる
ように努力いたしますので、1年間よろしく
お願いいたします。学べることは何でも学び、
将来の小児外科診療に役立てたいと存じます。外科
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　4月より外科レジデントとして赴任しまし
た小川大輔と申します。熊本大学を卒業し、
済生会熊本病院にて2年間の初期臨床研修の
後、熊本大学消化器外科に入局しました。1
年間熊本大学病院に勤務後、前年度は宮崎県
立延岡病院外科で勤務しておりました。延岡
病院では消化器・乳腺の悪性腫瘍やヘルニア、
胆石症、腹膜炎など幅広い手術症例を経験し
てきました。手術以外にも、内視鏡検査や治
療、血管造影など幅広い手技を経験しました。
当院では手術症例が豊富で、特に腹腔鏡手術

や肝胆膵症例が多く、新鮮な気持ちで充実し
た研鑽の日々を過ごしております。
　まだ当院へ赴任して間もないですが外科の
先生方に丁寧なご指導いただき、他科の先生
方にもお世話になりつつ毎日の診療に挑んで
おります。
　1年間という短い期間ではございますが、
患者さん・ご家族と良好な関係を築けるよう、
丁寧な診療を心がけて精一杯頑張りたいと思
います。少しでも熊本の医療に貢献できるよ
う努めてまいります。よろしくお願いします。

　この度熊本地域医療センター小児科に赴任
いたしました、友枝李果と申します。熊本大
学を卒業したのち荒尾市民病院で2年間の初
期臨床研修を終え、専攻医として参りました。
　荒尾市民病院での研修の際には、小児だけ
でなく、成人や高齢の方の医療にも関わりま
した。その中で、生活習慣などで予防したり
リスクを減らしたりできる病気がたくさんあ
ることを知り、小児期や若年者から健康づく
りをすることが、成人や高齢になってからの

健康づくりにもつながるのではないかと考え
るようになり、小児科に入局しました。お子
様の健やかな成長を願い、大人も子供も一緒
になって健康づくりをできたらいいなと思い
ます。
　まだ入局したばかりと未熟で力不足な点も
多いと思いますが、熊本のお子様の健康を守
るよう尽力したいと思っていますので、ご指
導ご鞭撻のほど何卒宜しくお願い致します。
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市 民 公 開 講 座 2

「大腸ポリープとは」
　内視鏡治療について

　まず市民公開講座について、企画を担当するものと
して「血便」をテーマとして選んだ理由をご説明いた
します。会員の先生方からの紹介の一つに、「血便」
を主訴とする患者が毎日のように紹介されてまいりま
す。また、患者さんも「血便」が出た、と言うことで
びっくりされて病院に来られ、みなさん不安を抱えて
いる状況です。そのような状況で少しでも不安を取り
除くには「血便」に関して、必要な知識や情報を得て
いただけるようにと今回このようなテーマにいたしま
した。最初に、山之内健伯先生に「血便」を来す病気
について幅広く説明して頂き、2番目に私が「大腸ポ
リープ」に関して、便潜血陽性や大腸癌との関連、内
視鏡治療についてお話をしました。3番目に患者さん
が最も恐れる「大腸癌」の腹腔鏡手術を中心に、外科
の立場から富安真二朗先生に講演をお願いした次第で
す。
　大腸ポリープはご存知のように大腸癌の前癌状態と
考えられています。大腸癌の発癌メカニズムとして、
Vogelatein の adenoma-carcinoma sequence、すなわ
ち「多段階発癌説」は有名です。大腸癌は ras や p-53
などの癌遺伝子や癌抑制遺伝子の異常の積み重ねから
腺腫から異型度を増し、徐々に大きくなり大腸癌に進
展していくと言われています。通常、その間数年を要
すると考えられていますが、多くのポリープはほとん
ど大きさも形状も変わりません。当然、ポリープも大
きければ大きいほど癌の可能性が高くなります。当院
では、年間300例以上の内視鏡治療を行なっており、

約13％が癌を含むポリープでした。つまり、10例のう
ち1例が癌化している計算になります。大腸ポリープ
の内視鏡治療は、大きさや形状（肉眼型）により治療
法が違ってきます。有茎性であればポリペクトミー、
平坦型は EMR（生食局注後に粘膜切除）を行います。
最近はより大きなポリープは ESD（粘膜下層剥離術）
にて治療を行なっています。ポリープ発見の契機で一
番多いのは、やはり便潜血陽性であり健診の重要性に
ついて市民の皆さんにお話をさせて頂きました。また、
ポリープ切除後の病理結果において、sm 浸潤の大腸
癌の追加外科切除の現状を説明いたしました。現在は

「大腸癌治療ガイドライン」に沿った内視鏡治療が行
われており、出血や穿孔などのリスクも合わせて啓蒙
したつもりです。今後も熊本地域医療センター内視鏡
部をよろしくお願いいたします。

　

次号掲載予定：「大腸がんの腹腔鏡手術について」　外
科部長　富安真二朗

消化器内科部長　田村　文雄
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　5月予定しておりました勉強会は、新型コロナウイルスの影響により中止
いたします。
　また、6月以降の開催も未定となっております。今後の状況を見ながら、
当熊本地域医療センターだよりや医師会週報にて随時お知らせいたします。

熊本地域医療センター
■医師へ直接紹介される方はこちら

■何科に紹介するか迷っている場合はこちら
※ベテラン看護師が対応いたします !
■画像診断・内視鏡などの検査予約はこちら（連携室）

（平日9：00~17：00）

☎096-363-3311（代表）

☎096-372-0600
☎096-366-1323

熊本地域医療センター勉強会中止のお知らせ

Ｙ　⇒　５月号がほぼ完成したあとに当院でも新型コロナ院内感染が発生し
皆様をお騒がせすることになり大変残念です。事態は刻々と変わっておりま
すので、当院ホームページでできる限りの情報発信をしていく予定です。

Ｋ　⇒　新型コロナウイルスによる外出自粛。職場ではもちろん、自宅でも、
家族６人猫１匹。３密にならないように心掛けています。今一度、感染予防、
手洗いうがい。ウイルスを封じ込めましょう。

Ｈ　⇒　現在猛威を奮っている新型コロナウイルスに対し、ネットやテレビ
などのメディアを通して日々刻々と新しい情報が発信されています。また同
時に、誤った情報や不確かな情報が出回りやすい状況にもなっています。誤っ
た情報に騙されないためには冷静に情報に接していくことが大切です。
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　次の症状があって相談窓口（帰国者・接触者相談
センター）に電話し、一般のクリニックで診療を受
けるように指示された患者さんが来院されていると
思われます。
1. カゼの症状や37.5℃以上の発熱が4日以上続い

ている（解熱剤を飲み続けなければならない時を
含む）。

2. 強いだるさ（倦怠感）や息苦しさ（呼吸困難）
がある。

3. 高齢者や基礎疾患等のある方は、上記の状態が
2日以上続く場合。

　これらの患者さんへの対応に関して、下記がご参
考になれば幸いでございます。

【1】新型コロナウイルスの感染経路は飛沫感染
（インフルエンザと同じ）がメインですが、接触感
染などいわゆる3密（密閉空間、密集場所、密接場
面）を避けることが重要とされています。
患者と医療従事者の正しいマスク着用、手指衛生な
らび患者が触れる場所のアルコール消毒を行なって、
きちんと新型コロナウイルスを予防することが大切。

【2】できるだけ患者に触れない（聴診やルーチン
でのインフルエンザの迅速検査もお勧めしません）。

【3】胸部 X 線検査で肺炎であるかどうかを確認す
る（初診時より胸部 CT 撮影を行うことはお勧めし
ません）。

【 4】 肺 炎 が あ っ た 場 合 WBC>10,000も し く は
CRP>10mg/dl なら3日間の抗菌剤治療。
　処方例
　アモキシリン / クラブ酸（オーグメンチン等）
 250mg   3C   分3
　アモキシリン（サワシリン等） 250mg　3C　分3
　アジスロマイシン（ジスロマック）
 250mg　2T　分1
　上記を併用。

【5】クリニックで採血ができない場合、もしくは
市中肺炎と確定診断ができない場合には、先生方か
ら熊本市の帰国者・接触者相談センター（096-372-
0705、096-364-3222）へ電話をしていただけると助
かります。先生方より電話するのが難しいのであれ

ば、患者より電話するようにご指導ください。
★熊本市の相談電話　　　　　★熊本市感染対策課

【6】抗菌剤治療が反応しない肺炎かつ新型コロナ
ウイルス感染が否定できない患者を熊本地域医療セ
ンターに紹介される場合には、来院時間の調整が必
要ですので、まずは平日日勤帯（9-17時）に当セ
ンター呼吸器内科へ電話連絡をお願いいたします。
ただし、患者さんに緊急性がある場合には、この限
りではありません。

【7】新型コロナウイルスは、患者と医療従事者の
正しいマスク着用、手指衛生、患者が触れる場所の
アルコール消毒の三つで防御することが可能です。
外来や病棟で新型コロナウイルス感染が発生した場
合にも、きちんと標準予防策が行われていた職員は
濃厚接触者にならないようです（文献1）。

★（文献1）医療機関における新型コロナウイルス
感染症への対応について（その3）
表１　医療従事者の曝露のリスク評価と対応　を参
照のこと。

「感冒様症状を主訴に来院された患者さんへの対応について」の要点
熊本地域医療センター　呼吸器内科

柏原　光介 藤井　慎嗣

熊本市医師会版 


