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140年 の 歴 史 と 設 立 の 経 緯 を 忘 れ ず 全 人 医 療 を 提 供 し ま す
患者中心の医療

患者の人権と意思を尊重
します

診療 3 本柱

がん・救急・予防医療を
中心に医療機能の充実を
図ります

完結型医療

地域の医療機関と連携し
安心できる医療の展開を
行います

地域包括ケア

地域包括ケアシステムを
推進し地域のまちづくり
に貢献します

社会貢献

医療人育成

災害医療派遣・医療情報
公開・医療ボランティア
の活動を行います

地域医療に貢献できる
医療人の育成を行います

年頭のご挨拶

新年あけましておめでとうございます。

曽有の被害となり半年が経った現在も復旧していない状況

昨年は COVID-19 のパンデミックのためにオリンピック

です。当院も浸水しましたが幸いにも早期に診療再開する

をはじめ多くのイベントが中止や無観客開催され、日常の

ことができました。今後も水害をはじめ様々な災害が起こ

仕事や会議もリモートとなりました。欧米のように都市の

りうるため今回の経験を教訓に油断せず平時からの対策と

ロックダウンはありませんでしたが人の移動が制限され旅

早めの準備をしたいと思います。感染症や災害の備えは施

行業や飲食店は大打撃を受け日本経済は危機的状況です。

設も大切ですが、マンパワーが不足すると回りません。定

さらに秋から始まった第三波の勢いが止まらず不安な年明

期的な職員の教育研修、さらにそれを地域へ広げ地域力向

けを迎えました。一部の国ではワクチン接種は始まりまし

上が大切だと考えます。

たが、日本ではもうしばらくかかりそうですし未だ有効な
治療法や薬剤も手にしていません。このままいつまでこの

当院はしっかりスクラムを組んで地域とともにワンチー
ムで進んで行こうと思います。

状態が続くのか見通せない中、医療が脆弱な地方にとって

遅くなりましたが水害時に皆様からたくさんのお見舞い

は病院や地域でクラスターが発生し当院をはじめ医療機関

やあたたかい励ましの言葉、医師・看護師の支援を受け心

が機能不全に陥ることが最も懸念されます。私たちは覚悟

から感謝申し上げます。

を決めて自身の感染予防と院内感染予防に努め感染症指定

2021 年がみなさまにとって良い年になることを祈念します。
令和3年

医療医機関として粛々と診療を続けていくしかありませ

元旦

ん。
このような感染拡大の中、当地域は 7 月豪雨による球磨
川水害が起きました。人吉の中心市街地の大半が浸水し未
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医療者向け虐待対応プログラム (BEAMS) 研修を受講して
小児虐待はその家庭環境よっ

2021 年 1 月 14 日に上記 BEAMS 研修（講師：兵庫県立尼
敏郎先生）を受講しました。こ

て引き起こされるため、虐待の

の研修は小児虐待の早期発見と通告の大切さを知り、適切な

早期発見だけでなく、リスクの

対応を学ぶもので、本年度から研修医は受講が必須となりま

ある家庭を把握し事前に体制を

した。昨今、小児虐待に関して痛ましい事件が多く報道され

整えておくことで、虐待の予防

ており、実際に児童相談所の相談対応件数は上昇の一途をた

が可能となります。

崎総合医療センター

毎原

小児虐待は疑わなければ見逃してしまい、5% は死亡、25%

どるばかりです。
児童虐待は、子どもの身体を殴ったり蹴ったりする身体的

は重症となって再び病院に受診すると言われています。人吉・

虐待だけでは決してありません、実は心理的虐待のほうが遥

球磨では超少子高齢化社会で、40 年後の日本と同じ人口比だ

かに多く、そして発見が難しいとされています。

と言われており、子どもは社会にとって宝物です。子どもたち

研修では講義や事例紹介を通してどのような診察や問診が

が残してくれたサインを発見し、適切な対応を取ることで、子

必要なのか、疑うサインは何なのか、疑った場合はどのよう

どもの幸せ、さらにはその家族の幸せ、人吉・球磨の未来につ

な対応が必要で、どこに通告が必要なのかなど、様々なこと

なげるために、日頃の診療に役立てていきたいと思います。

を学びました。

臨床研修医

笹栗

誠

教育講演会「がんと食生活」
令和 3 年 1 月 13 日 熊本県立人吉高校五木分校に於
いて、全校生徒 24 名を対象に、「がんと食生活」に関
しての教育講演会を行いました。
はじめに、スライドにて、日本人の死亡原因の第１
位が悪性新生物となっていることを示し、がんの要因
として食生活が 30％を占めることを提示しました。更
にその内訳として、①食事の偏り②食品添加物③カビ
④食品のおこげ⑤熱すぎる食べ物⑥その他に分類し、
①食事の偏りでは、塩分の取り過ぎや野菜・果物不足、
動物性食品の取り過ぎなど、現代人の食生活の問題に
焦点をあて、日常生活の心掛けで改善される食生活の
ポイントについて説明しました。
最後に肥満はがんを始め、多くの病気を招く要因に
なるため、自身の適正体重を確認する方法を行いまし
た。
国立がん研究センター がん対策情報センターによる
と、日本人の 2 人に 1 人が生涯がんになるといわれて
います。正しい知識、正しい生活習慣を身につけ、健
康的な生活を送って頂きたいと思います。
人吉医療センター

栄養管理室

課長

大岩

洋子

〈感想文〉一部抜粋
■食 生活というものは、最初の方は意識できるけれど、数日経ったら
また元に戻ってしまう事がほとんどなので、そうならない為にも今
日のような講演が定期的に必要だと思いました。健康にいいと思っ
ていた飲むヨーグルトや野菜ジュースなども飲み過ぎは良くないと
わかりました。何事もほどほどが大切なんだと知る事ができて良かっ
たです。
■炭 酸飲料に入っている砂糖の量にびっくりしました。炭酸飲料を控
えていこうと思います。
■が んの原因はたばこばかりだと思っていましたが、日々の生活習慣
や食生活もがんの原因になることがわかりました。朝ご飯を食べな
かったり、清涼飲料水を飲んでいるので、これを機に自分の食生活
を見直していきたいと思いました。友人にも今日教わった事を教え
てあげようと思いました。
■が んと食生活の関係生は意外と大きいと知り、これまでの食生活を
見直したいと思いました。健康そのものに関わるので、特に独り立
ちしてから気をつけていこうと思いました。これからの人生で後悔
しないように気をつけたいです。

新人 研 修 プ ロ グ ラム
11 月 11 日・12 月 9 日に開催された当院新人研修プログラムの研修を、当院 INARS
インストラクターが担当しました。
INARS とは、心停止を回避するために体系的アプローチを用いてチームで患者を繰
り返し評価・認識することで状態変化を把握し、状態安定化のための行動を学ぶこと
ができるコースとなっています。
新人研修でもこのコースをもとに、グループに分かれて、ABCDE の評価→認識→
安定化のための行動を繰り返し、体系的アプローチについて学習しました。
最初は緊張していましたが、実技を重ねるたびに、チームで相談し和やかな雰囲気
で素早く対応できるようになっていました。
今回の研修を通して学んだことを日々の看護の中で活かしていってほしいと思います。
HCU
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感染防止対策のさらなる強化（陰圧ブースの整備）
～新型コロナウイルス感染症当院での取り組み～
国が 11 都府県に緊急事態宣言を発令した中、本県では独自の緊急事態宣言を出すなど、新型
コロナウイルス感染症の拡大が病症の逼迫を招いています。
当院は、県境にあり隣接する 2 県の救急が搬送され、年間 2710 件の救急患者に対応していま
す。迅速な判断が求められる救急外来では、早期に新型コロナウイルス疑い患者をトリアージし、
専用ブースでの診療を行うことで感染拡大の防止を行います。ブース内部を陰圧に保つことで、
救急外来への汚染拡散を防ぐことができます。
地域の中核医療機関として当院の救急外来が機能し続けるためにも、新型コロナウイルス感
染対策の強化と実践に取り組みます。

新型コロナウイルス感染症 24 時間相談窓口
熊本県新型コロナウイルス感染症専用相談窓口
（コールセンター）

TEL 096-300-5909

人吉医療センター

発熱などの症状がある場合
①かかりつけ医へまずは相談してください。
②かかりつけ医等がなく、相談する医療機関に迷う場合は、
発熱患者専用ダイヤル TEL0570-096-567 へご連絡して下さい。
お電話いただくと、診察・検査が可能な医療機関をご案内されます。

入院セットサービス開始のご案内

入院セットサービスとは、入院の際に必要となるタオル・病衣などを 1 日単位でレンタルさせていただくサービスです。当院
では院内衛生管理徹底の為、この入院セットを推奨しています。

【基本セット】
Aプラン

429円（税込）×ご契約日数

病衣、タオル、前開き肌着、日用品セット

Bプラン

220円（税込）×ご契約日数

病衣

※レンタル品は利用終了時にご返却をお願いします。
※A
 プランを申し込まれた方の日用品セットの持ち帰りは可能です。

 者さんの状況に応じて相談の上、プランを決めます。
【おむつセット】 患

Cプラン

462円（税込）×ご契約日数（終日使用の方へ）

（使用目安）幅広テープ 1～2枚
カーブレギュラー（昼用）3枚
カーブスーパーロング（夜用）1～2枚

Dプラン

275円
（税込）
×ご契約日数
（トイレ一部介助の方へ）

（使用目安）幅広テープorパンツ前後フリー 1枚
ケアパッド400（昼用）3枚
カーブレギュラー（夜用）1枚

サービスの申し込みは利用申込書に記入いただき院内コンビ

させていただきます。お支払いは申込書のご契約者様住所まで

ニへご提出ください。申し込み頂いたプランの商品をご利用で

振り込み用紙と明細が郵送されますので、コンビニ・郵便局に

きます。レンタル品の洗濯は不要です。ご利用終了の際は病院

てお支払いください。

職員へご返却ください。
料金は、申し込み日から利用終了までのご請求となります。

入院費用とは別になりますので病院でのお支払いはできませ
ん。ご了承ください。

請求書は、月末締めでご利用月翌月の 10 日頃にご自宅へ郵送

入院セットお問い合わせ窓口：人吉医療センター内コンビニ

タブレット面会について
新型コロナウイルス感染拡大に伴い、面会制限をお願いして
いるところではありますが、入院が長期となれば患者さんはも
ちろん、ご家族にも多大なストレスをおかけしていることと思
います。
当院では、令和 2 年 12 月より面会の為の方策として、タブ
レット端末を利用した面会システムを導入しております。ご希
望の方は、14 時～ 20 時の入棟許可時間にナースステーション

又は

南九イリョー株式会社

TEL096-384-1234

カウンターにて、タブレット面会希望をお伝えいただきますよ
うお願い致します。なお、1 回の通話時間は 15 分ほどをご案
内しています。事前予約は不要ですが、利用台数に制限があり、
対応が困難な場合もございます。ご了承ください。
また、発熱や咳などの風邪症状や新型コロナウイルス感染症
流行地域からのご来院、コロナウイルス感染者との濃厚接触が
疑われる場合のご来院は控えて頂いています。
今後も患者さんご家族に安心して入院して頂けるよう、職員
一同努めてまいります。
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早 期 臨 床 体 験 実 習
私は今回、4 日間の日程で人吉医療センターにて早期臨床体

も話しやすい環境づくり、関係

験実習をさせていただきました。地域医療について知りたく、

性づくりがいかに重要であるか

地元が近いこともあり、自分が将来目指したい医師像を確立で

を実感し、社会から必要とされ

きるのではないかと思い、実習先としてこちらのセンターを選

る医師像を以前より具体的に知

ばせていただきました。

ることができたように思います。

4 日間という短い実習期間でしたが、外来陪席や回診などの

また院外実習においては、地域における医療の在り方を考え、

院内実習、訪問診療や五木村診療所訪問など初めての体験が多

体験でき、加えて地域における医療者不足という問題も実際に

く、座学ではなく実習だから学べたことが多くありました。

感じることができた大変貴重な経験でした。

特に印象に残っているのは医療行為をするうえで、患者さん

短い間でしたが、多くのことを体験させていただき、自分の

との関係づくり、コミュニケーションが非常に大事だというこ

学習、経験不足も実感し、医学に対する意欲を高めることがで

とです。このことは当たり前のように思えるし、座学でも学ん

きたとても有意義な実習でした。今回の実習でお世話になった

でいましたが私の中でどこか抽象的でした。しかし実際に医師

方々に心から感謝申し上げます。
熊本大学医学部医学科 3 年

が患者さんと接している様子を見ることで、患者さんがなんで

4 日間、人吉医療センターで実習をさせていただきました。
私はまだ 3 年生なので、病気の診断や治療については、何とな

竹中

理嘉

難解なこともあるようでした。
地域医療、ということを考えれば、患者さんの暮らしという

く聞いたことがあるな、というくらいでしかなかったのですが、

ものを出来るだけ知って肌で感じることも大切だと思っていま

実際に色々な先生方の診察や回診の様子を見るのは面白かった

す。実家から実習に通いましたので、家に帰ってから父親に実

です。やはり先生ごとにコミュニケーションの取り方も違うん

習中に思ったことを話したりしましたが、今回の実習で一番強

だな、と興味深く思っていました。

く思ったことは、医療は生活の中にあり、医師も自分が働く土

回診の時に、例えば地区などの土地の事を知っていると患者
さんとのコミュニケーションにつながる、と教えていただきま

地をよく知る「住人」であることは、田舎で働く医師として強
みになるだろう、ということでした。

した。また、色々な先生の回診についてまわりましたが、方言

とりあえず今は、いずれ帰る地元で、あん先生にゃかかりた

がわからない、という話が出た時には、あぁそうか、と思いま

くなか、と言われないように、出来ることを頑張っていきます。

した。私にとっては地元なので方言も理解できたので気づかな

楽しい実習でした。ありがとうございました。

かったのですが、確かに他所から来られている先生にとっては

熊本大学医学部医学科 3 年

岩井

秋子

救急救命士 就業前実習を終えて
この度の救急救命士の就業前実習に際しましては、新型コロ
ナウイルスの感染拡大が進み大変な状況の中、実習の機会を与
えていただき、ありがとうございました。下川副院長をはじめ、

だけでなく現場での情報収集も工夫しなければならないと実感
しました。
特定行為については、苦手に感じていた血管選択においても、

ご指導いただきましたスタッフの皆様、ご協力いただきました

丁寧なご指導を頂くことで、経験を重ねるごとに迅速に行うこ

患者様にも心よりお礼申し上げます。

とができるようになり、現場で実践するにあたり自信にも繋が

現場経験の少ない私にとって、この実習はとても貴重な経験

りました。

となりました。観察・問診では実際に患者様に行うことで正し

１６０時間の実習で、身につけた知識、技術を救急現場活動

い観察方法を学ぶことができ、また、先生方の診察方法を間近

で活かし、地域住民の安心安全を守るために日々自己研鑽に努

で見させていただくことで、救急現場に活かせる問診・観察の

めてまいります。また、傷病者ファーストで女性隊員としての

幅を広げることが出来ました。また、記録表を用いた振り返り

強みを活かせるよう精進します。

を行なっていただくことで病態の知識を深めることができまし

貴重な経験をさせていただき、誠に感謝申し上げます。

た。インホスピタルの立場から動きをみることで、問診や観察

人吉下球磨消防組合

この度の救急救命士の気管挿管実習に際しまして、木村院長
をはじめ、御指導いただきました麻酔科の先生方、手術室のス
タッフの皆様に心より感謝申し上げます。
また、本実習に快く御協力いただいた患者様に心より感謝申
し上げます。
実習では、普段の救急現場ではなかなか経験できない貴重な
体験をすることができ、有意義で実りある実習とすることがで
きました。また、業務多忙の中、懇切丁寧に指導していただき、
気管挿管に限らず救急現場に必要な知識・技術を習得すること
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救急室

戸泉

夢加

ができました。
今後は、本実習を通して得
た知識・技術・経験を、プレ
ホスピタルの分野で活かすた
め、常に研鑽し、よりレベル
の高い救急救命士となるよう
精進していきます。
人吉下球磨消防組合

消防副士長

前村

尚幸

独立行政法人地域医療機能推進機構

在宅医療 WEB カンファレンス
令和 2 年 12 月 16 日にひとよし在宅支援診療所をはじめ、医
師、薬剤師、訪問看護ステーション、ケアマネージャー、その
他関係施設スタッフとオンラインで事例検討会が開催され、当
院緩和ケア・在宅医療部長 渡邉 龍太郎先生、MSW 田頭が
参加しました。このカンファレンスは定期的に行われおります
が、新型コロナウイルス感染拡大が日々増す中、今回、オンラ
インで開催されました。オンライン上ではありますが、地域の
関係スタッフの方々と顔を合わせて、事例を通じて、地域の在

年 男

これまで元気に過ごせたこと、働けたこと
に感謝です。

塚島

玉枝

５回目の年女になりました。昨年は水害・
コロナ禍でいろいろありました。何事にも
感謝・感謝で今までの生活を振り返り、今
後も感謝の気持ちで過ごして生きたいと思
います。
これまで続かなかった読書やウォーキングを
習慣付け、一日一日を大切に過ごしていきた
い。

前田

美穂

部署も変わるので牛にちなんで一歩、一歩
と仕事を確実に覚えるよう頑張ります。

橋本

聡美

嬉しいこと、楽しいこと、幸せなことが牛
牛（ギュウギュウ）に詰まった１年になる
よう、笑顔と感謝を忘れず頑張ります！今
年もどうぞよろしくお願いします。

立開

光義

球磨地域在宅医療サポートセンター（人吉医療センター）
医療福祉連携室 田頭 隼人

ント

一言コメ

年 女

文代

洋子

宅医療の現状や問題点などの
意見があがり、それぞれの立
場から質疑を交わすことがで
き、当地域の在宅医療の質向
上に繋がっていると思われま
す。今後、在宅医療サポート
センターとして、オンライン
上での在宅医療に関する研修会等を企画し、在宅関係機関との
連携促進を図っていきたいと考えております。

2021

深江

大岩

人 吉 医 療 セ ン タ ー

節々が硬く痛くなってきましたが、若者に
負けないように仕事もプライベートも負け
ないよう頑張っていきたいと思います。今
年は庭に小屋でも DIY チャレンジするぞ !!

前田

茜

自分のペースで今年も一年頑張ります。

永吉

海渡

2021 年は " 明るく元気を " 基本に、本院に
貢献できるように頑張りたいと思います。

岩﨑

優也

2021 年は、1 つ 1 つのケア、看護を丁寧
に行っていき、あまりミスがないようにし
ていきたいです。また看護師側も明るく振
る舞って患者様を笑顔にできるようにして
いきたいです。

守屋

春香

日々成長できるように毎日頑張ります。

藤井

梨未

村川

麻友

頑張ります。

中山

亜里沙

今年で入職 3 年目になります。皆様に負け
ないくらいもぉ～っと元気に頑張ります＾＾

田中

寿弥

積極的に業務に取り組み、毎日笑顔で仕事
ができるよう一所懸命頑張ります。

「５階の丑年の中で唯一牛らしい、優しく
おっとりとした性格をしています。
今年も私の優しさであたたかみのある看護
を提供できるよう努力して参ります。」

吉本

珠実

今年も健康に気をつけて頑張ります！

加藤

真紀

病理検査の勉強に励みます

尾方

麻衣子

せっかちな部分を " モ～ " 少しゆっ く り。
を意識する 1 年にしたいです。

西村

優花

笑顔を忘れずに一生懸命頑張ります。

金丸

侑右

健康に気をつけます。

関山

涼重

一年間、様々なことを積極的に学んでいき
たいです。頑張ります。

吉松

泰浩

年男ですが、いつも通りがんばります。

福本

梨乃

大山

由衣

仕事はもちろん、子供たちに負けないよう
体力作り頑張ります！

５階であさぎり産の乳牛と呼ばれています。
今年も地域住民に安全で信頼される看護を
提供できるよう努力して参ります。

甲斐

友莉江

５階の闘牛と呼ばれています。入職後３年
が経過し、徐々に勢いがなくなりましたが、
今年も確実に成長できるように努力します。

中岡

克聡

これまで行ってきた業務に関する知識をさ
らに深めたいです。

山本

真奈美

弓削田 めぐみ

コロナに負けないように笑顔で頑張ります。

杉松

紗織

謙虚に向き合いがんばります。

佐藤

智英

2021 年は新たな一歩の年。少しずつでも
着実に成長できるよう邁進して参ります。

山下

享芳

健康に気をつけます！

大羽

美智子

年女らしくマイペースに頑張っていきます。

甲

亜由美

今年は、モ～～～～っとがんばります。

髙村

裕子

明るく元気いっぱい過ごしていきたいです！

恒松

明彦

あと片付けをちゃんとできるようになる。

「いつでも笑顔」が目標です。
昨年は災害やコロナなど 悲しいニュースが
続いた一年でしたが、多くの方に支えてい
ただいた一年だと感じています。感謝の気
持ちを忘れずいつも笑顔で仕事ができれば
と思っています。今年も宜しくお願いします。
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連携施設
探 訪

581 号

当院では、みなさんが住み慣れた地域で安心して生活していただけるよう、人吉・球磨地域の医療・福祉機関と連携して
地域包括ケアを推進していきたいと考えています。そこで、地域の社会資源を周知していただくため、連携施設をご紹介い
たします。今回は、
「小規模多機能型居宅介護事業所 菜の花（〒 868-0083 熊本県人吉市下林町 2796 番地 1）」さんです。

小規模多機能型居宅介護事業所

菜の花 Vol.41

【施設の特色】
当施設は
「大きな家族」
「もう一つの家族」
でありたいと
いう思いで、利用される方とその家族、地域の方々が
「笑顔であなたらしくあるために」
この言葉を理念に、
ご
利用者の人生を共に考え、
ご利用者らしさを大切にし、 気兼ねなく相談できるような施設作りを行っておりま
す。
皆様との結びつきを大切にし、
いざという時に頼れ
心地よく、
いきいきと生活できるように支え、
地域の方と
る
「地域の拠点」
とした施設作りに励んでまいります。
の結び付きを大切にし、
学び続けています。
【お問い合わせ】
【対象者】
要支援1 ～要介護5の介護認定を受けておられる方
TEL 0966-22-7017 FAX 0966-22-7024
【サービスの内容】
施設長 永尾 潤也
居宅要介護
（要支援）
者に対し、サービス拠点への「通
【訪問しての感想】
い」
を中心に、
容態や希望に応じて自宅への「訪問」や
下球磨消防署から入った奥の静かな環境の中、
「菜
短期間の
「宿泊」
を組み合わせ、入浴、排泄、食事等の介
の花」が建っていました。
「 菜の花」では、利用者の方
護、
機能訓練を行います。
に楽しく施設を利用して頂けるよう、週1回様々な場所
【地域の皆様に一言】
（伊佐市や小林市、芦北など）への外出
（※）を取り入
れていらっしゃいます。また、地域の方や地域の小学
昨年7月の豪雨災害により被災された皆様に心よりお
生などが訪れ、利用者の方々と交流
（※）を図られてい
見舞い申し上げます。当施設も豪雨災害被害を受けま
したが、
皆さまのご支援・ご協力を受け8月1日には通常
て、地域に密着した施設だなと思いました。
営業を再開することができました。皆様の暖かいご厚
意に心よりお礼申し上げます。
※現 在コロナ禍にて外出、積極的な交流は自粛され
ています。
人は誰でも老いていく中で
「支え」を必要とします。

行事食の紹介

令和２年７月豪雨

年末年始はクリスマス、お正月とにぎやか
な行事が続きました。
当院では入院中の患者様に少しでも気分を
味わっていただけるようクリスマスディナー
とおせち料理を提供しました。
クリスマスディナーは、ローストチキンを
メインにサラダ、スープ、ケーキまでフルコー
スを 1 食で楽しんでいただけるよう工夫しま
した。患者様からは美味しかったと多くの喜
びの声をいただき私たちまで幸せな気分にな
りました。
おせち料理は、雑煮、黒豆、伊達巻きや紅白かまぼこ等彩り豊かな品々
を提供し、新年を祝いました。各々の品に込められた意味を感じてい
ただけたのではないでしょうか。
今年もより多くの患者様に満足していただける食事を提供できるよ
う、栄養管理室一丸となり取り組んでいきたいと思っております。
栄養管理室

書籍紹介

三浦

紗椰

『奇跡の二つの吊り橋 - あなたは『穴あき川辺川
ダム』が欲しいですか？ -』
7 月 4 日の豪雨災害後に急浮上した川辺川ダム計画。
膨大な資料を駆使してその計画の無謀さを暴き、真の
流域治水の在り方を問う告発の書。
岐部
出版社：人吉中央出版社

明廣（著）

発売日：2020/11/30

©2010 熊本県くまモン

〇 災害救助法の適用市町村にお住まいで、下記の対象保険者に加入さ
れており、次の➀～➄のいずれかに該当する方は、医療機関、介護サービ
ス事業所等の窓口で保険証と免除証明書を提示することで、

医療保険の窓口負担や介護保険の利用料について支払いが不要となり
ます。（令和3年2月末まで）※延長の可能性があります。
①
②
③
④
⑤

住家の全半壊、全半焼、床上浸水又はこれに準ずる被災をされた方
主たる生計維持者が死亡し又は重篤な傷病を負われた方
主たる生計維持者の行方が不明である方
主たる生計維持者が業務を廃止、又は休止された方
主たる生計維持者が失職し、現在収入がない方

対象保険者

国民健康保険・介護保険（八代市、人吉市、水俣市、上天草市、天草市、芦北町、
津奈木町、錦町、多良木町、湯前町、水上村、相良村、五木村、山江村、球磨村、
あさぎり町、荒尾市、玉名市、山鹿市、菊池市、玉東町、南関町、長洲町、和水町、
南小国町、小国町）
熊本県医師国保組合、熊本県歯科医師国保組合、熊本県後期高齢者医療広域連合
・
・
・

県外の医療機関等でも同じように受診できます。
入院・入所時の食費・居住費などはお支払いいただく必要があります。
全国健康保険協会（協会けんぽ）含め、上記以外の保険者の取り扱いは、
各保険者にお問い合わせください。

〇 令和３年１月から医療機関等を受診または介護サービスを利用の際、
免除を受けるためには①保険証と②免除証明書の提示が必要となり
ます。
〇 免除証明書の申請方法など、この取扱いにご不明な点があれば、
ご加入の各保険者にお問い合わせください。

新
くわはら

『尺鮎の泪』
川辺川とはなにか、自然破壊行動が人間にいかに反作
用（悪作用）をもたらしているかを、イラストを使っ
て具体的に描いたダム警告の書。
岐部

明廣（著）、田副

出版社：人吉中央出版社

雄一（イラスト）

発売日：2021/1/10

令和2年12月改訂

被災された方は
熊本県
病院等の窓口負担なしで受診できます

ま

任
り

紹

介

の

桑原 麻理乃（6F病棟・看護師）
趣味：ショッピング、猫と遊ぶこと
モットー：日々感謝を忘れない
自分の性格：マイペース
自分のコマーシャル：地元を離れ、10年ぶりに帰郷しました。熊本
地震後に帰省した時以上に懐かしい街並みの変わり果てた姿にとても
心が痛みました。私自身もゼロからの出発と思い、地元への就職を決
めました。良い意味でどん欲に学びたいと思います、これからよろし
くお願いします。
いそもと

礒本 ななみ（予防医療センター・保健師）
趣味：勉強、映画鑑賞
特技：ライフセービング、剣道
好きな言葉：日日之好日
自分の性格：好奇心旺盛、負けず嫌い
自分のコマーシャル：よく食べ、よく寝て、よく笑い、九州・人吉の
ことをたくさん学びたいです。よろしくお願いします。
E-mail
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