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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

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

医療人育成

地域医療に貢献できる
医療人の育成を行います

UV-C 紫外線照射システム UVDI-360 を導入

UV-C 紫外線照射システム UVDI-360 は、通常オゾン層によっ
て遮られることで地上には届かない UV-C を、UV ランプによっ

れた方へさらに安全な環境を提供できるようにしていきたいと
思います。

て人工的に放射できるようにしたシステムです。UV-C は、微
生物の再生プロセスを遮断することにより、微生物を不活化さ
せる効果を持っています。UVDI-360 で使用している 254nm と
いう波長は、UV-C 帯域の中でも特にこの効果が高い波長と言
われています。
コロナ禍において、以前よりも環境清掃に力を入れるため、
当院では当機器を導入しました。人間による清掃では手の届か
なかったような場所にもアクセスでき、消毒薬の効果だけに頼
るのではなく、世界各国で使用されている最新機器を用いて、
来院される皆様や入院されている患者の皆様、医療に従事して
いるスタッフの安全と健康をこれまで以上に守れるようになり
ました。当機器は、新型コロナを始め、消毒の難しい病原性微
生物も除菌可能で、病院内での感染症の減少にも寄与するとい
うエビデンスも保有しています。当機器を用いて当院の感染管
理体制をより一層強化し、患者・家族さんをはじめ、ご来院さ
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ご 挨 拶
五木村診療所所長

就任挨拶

みなさんこんにちは。4 月より五木診療所所長として赴任し
ました永田洋介と申します。
球磨郡公立多良木病院企業団の勤務を経てこちらに着任
致しました。自身の専門領域としては、総合診療科 (General
Practice)、総合診療医（General Practitioner , Generalist）です。
出来る限り患者様に対して多角的なアプローチ、理想の総合診
療医に近づけるように日々努力している次第です。人吉医療セ
ンターでの総合診療科外来も担当しますので受診希望の際には

消化器内科

五木村診療所所長
永田 洋介

就任挨拶

2021 年 4 月 1 日付で消化器内科へ配属となりました古閑睦夫
と申します。
今まで熊本市内と県北の病院にばかり勤務しており、県南の
地理感が全く有りませんでした。そこに今回人吉勤務、更には
消化器内科常勤 1 人ということで、正直、仕事も土地も、文字
通り、右も左も分からない状況で戸惑ってばかりです。ただ何
とか心優しいスタッフの皆様の御蔭で、現在日常業務をこなし
ている日々です。
私の主な専門は、超音波内視鏡や ERCP などの胆膵系、内
視鏡的粘膜下層剥離術などの内視鏡処置ですが、肝疾患も含め
た消化器疾患全般を診療しています。少しでも多くの消化器疾

眼科

スタッフまで御相談下さい。まだまだコロナウイルス感染症が
蔓延しており、住民の皆様もご不安かと思いますが、みんなで
この局面を乗り切っていきましょう。これからどうぞよろしくお
願い致します。お見かけしましたらお気軽にお声掛けください。

患を診られるようにと考えてはいますが、1 人しかいないため、
十分に手が回らず、紹介元の先生方や院内他科の先生方、医療
スタッフの皆様には迷惑をおかけすることも多いかと思います。
医局の話では、来年度以降はおそらく消化器内科医の増員も期
待出来るとのことでしたので、それまで消化器内科として出来
るだけ皆様の力になれるように努力していきたいと思います。
どうぞ宜しく御願い致します。
消化器内科 部長
古閑 睦夫

就任挨拶

大変お世話になっております。４月より人吉医療センター勤
務になりました、眼科の木村顕俊と申します。眼科医としては
４年目で、まだまだ未熟ではありますが患者様に誠実な医療を
提供し、人吉・球磨地域の眼科医療に少しでも貢献できますよ
う励んでいきたいと思います。
人吉市での生活は初めてで慣れないことも多く、お酒も飲め
ませんが、人吉ならではの楽しみ方を見つけていきたいと思っ
ています。

小 児外科疾患について
令和 3 年 4 月より外科に赴任いたしました原理大と申します。
熊本大学医学部医学科を卒業し 5 年目に突入いたしました。初
めての人吉勤務です。外科医として人吉球磨地域の医療に多少
なりとも貢献できるよう尽力いたします。
初期臨床研修終了後は熊本大学付属病院や熊本市民病院にて
小児外科医として勤務しました。小児外科について、あまり馴

医療センターの職員の方々や開業医の先生方には色々とご迷
惑をおかけすることもあるかと思いますが、どうかご指導のほ
どよろしくお願いいたします。

眼科 部長
木村 顕俊

は小児外科疾患として最も頻度の高い疾患です。自然治癒する
ことも時折ありますが、原則手術が必要な疾患です。
当院では従来通りの鼠径部切開法に加え、腹腔鏡を用いた鼠
経ヘルニア手術を行うことが可能です。このほか停留精巣（移
動精巣）
、臍ヘルニア、高度な包茎など手術が必要な疾患は複
数あり、高次医療機関に紹介が必要な場合があります。何か子
供たちのことで不安や疑問がありましたらぜひご相談ください。

染みのない診療科かと思いますが、読んで字のごとく小児（一

外科
原 理大

般的には新生児期から 15 歳ごろまで）における外科疾患を扱う
診療分野です。中でも小児の鼠経ヘルニア・陰嚢水腫に関して

令和 3 年 4 月から、診療費・入院費の一部負担に変更があります
厚生労働省の通知により、特に必要な感染予防策として「新型コロナウィ
ルス感染症（COVID-19）診療の手引き」等を参考に感染防止等に留意し
た対応を行っている医療機関では、令和 3 年 4 月 1 日から 9 月 30 日診療
分まで一部負担が時限的に変更されます。

入院 / 外来

負担割合

通院

2 割負担

当院はその医療機関に該当します。
< 変更点 >

右記の通り、患者さんの負担割合により、10 円から 30 円程度の追加負担
となります。
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入院

金額

1 割負担

１回

１０円

3 割負担

１回

２０円

1 割負担
2 割負担
3 割負担

１回
１日
１日
１日

１０円
１０円
２０円
３０円
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ながた

永田

新任ＳＴＡＦＦ紹介
ごとう

後藤

趣味：空手、筋トレ
モットー：人に優しく
自分の性格：せっかち
自分のコマーシャル：フットワーク軽く、いつでも駆け付けま
す！

洋介（総合診療科・医師）

趣味：フットサル、ピアノ、旅行
自分の性格：コミュニケーションを取ることが好きで

ひろゆき

裕之（整形外科・医師）

人 吉 医 療 セ ン タ ー

ようすけ

す。
自分のコマーシャル：五木村診療所所長として、地域医療に貢
献していきたいです。お気軽にお声かけください。
うえすぎ

上杉

よういち

洋一（基幹型臨床研修医）

趣味：読書、スポーツ観戦、映画及び音楽鑑賞（アニ
からた

ういちろう

唐田

宗一郎（整形外科・医師）

趣味：トライアスロン、ゴルフ
モットー：平和が一番
自分の性格：マイペース
自分のコマーシャル：人吉は初です。よろしくお願いします。
はら

みちひろ

理大（外科・医師）

原

趣味：読書、ネットサーフィン
モットー：為せば成る
自分の性格：おだやか、正直者
自分のコマーシャル：精一杯頑張ります。
きむら

あきとし

木村

顕俊（眼科・医師）

モットー：人に優しく
自分の性格：穏やか
こ

が

むつお

古閑

睦夫（消化器内科・医師）

趣味：読書
好きな言葉：人間万事塞翁が馬
自分の性格：どちらかというとポジティブ
自分のコマーシャル：消化器内科全般、特に内視鏡手技を専門
にしています

生活信条：安全第一
モットー：運命などない、未来は自ら切り開くもの
困ったことは、熊本地震で屋根が損壊、その後の豪雨で華々し
く雨漏りしたこと。
嬉しかったことは、人の情けが身に染みたこと
自分の性格：優しいとよく言われます。長所はあまりクヨクヨ
しない事、短所はつい悪ノリすること。
自分のコマーシャル：およそ前例のないような年齢で医師研修
を開始することと相成りましたが、冷静に何があってもパニッ
クにならず常に呼吸を整えて対応していく所存です。
話をすれば結構楽しい人間だと思います。どうぞお気軽に声を
かけてみてください。
なかしま

中島

たかあき

貴亮（麻酔科・医師）

趣味：ゴルフ
モットー：安全な麻酔を心がけて頑張ります。
自分の性格：石橋を叩いて渡る性格らしいです。
自分のコマーシャル：4月よりお世話になります。人吉球磨地
域の医療に貢献できるよう頑張ります。
はらだ

原田

けいすけ

圭輔（脳神経外科・医師）

趣味：お酒を飲むことが好きです。
生活信条：「お酒に飲まれるな」です。
自分の性格：真面目
自分の性格：体力に自信があります。
山中

こうたろう

広太郎（泌尿器科・医師）

趣味：ドライブ
好きな言葉：和而不同
自分の性格：温厚
自分のコマーシャル：よろしくお願い致します。

凌（基幹型臨床研修医）

好きな言葉：一生懸命
自分の性格：雰囲気を大切にする
自分のコマーシャル：2年間研修医としてお世話になります、
中島凌と申します。精いっぱい頑張りますので、ご指導よろし
くお願いします。
横山

おく

りょう

趣味：サッカー

よこやま

奥

やまなか

メも好きです）

はるき

春輝（6階病棟・看護師）

趣味：サウナ
自分の性格：明るい、マイペース
自分のコマーシャル：社会人、看護師として1年目で未熟では
ありますが、一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。
ながた

長田

ゆりか（9階病棟・看護師）

趣味：読書
生活信条：一日一生：一日を一生だと思って、日々を
一生懸命生きることです。
長所：笑顔
短所：心配性なところ
自分のコマーシャル：患者さん一人一人に寄り添った看護を提
供できる看護師を目指します。よろしくお願い致します。
ひだか

日髙

な

な

こ

菜々子（7階病棟・看護師）

趣味：音楽鑑賞、ウォーキング
特技：スキー
好きな言葉：初志貫徹
長所：老若男女問わずだれとでも気兼ねなく話せるところ
短所：何か物事を決断する時につい考えこんでしまうところ
自分のコマーシャル：自分の長所を生かし、患者さん1人ひと
りの個別性を見出した看護ができるように一生懸命頑張ります。
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こうみ

幸海（9階病棟・看護師）

趣味：食べること
モットー：小さいことほど丁寧にするよう心がけてい

なかむら

る

中村

な

瑠菜（7階病棟・看護師）

趣味：音楽を聴くこと
特技：茶道

ます

好きな言葉：夢は叶う

自分の性格：温厚ですが負けず嫌いです

長所：慎重に物事を考えるところ

自分のコマーシャル：明るく元気に頑張っていきます。よろし

短所：行動を起こすのに時間がかかる

くお願いします。

自分のコマーシャル：生まれ育った地元に貢献できるよう一生

うえの

上野

こうしろう

光志郎（HCU/ER・看護師）

懸命頑張ります。
たのうえ

さくらこ

趣味：テニス、スニーカー集め、トレーニング

田上

好きな言葉：「引かぬ、媚びぬ、省みぬ」「疾風に勁草

趣味：映画鑑賞

桜子（5階病棟・看護師）

好きな言葉：ありがとう

を知る」
長所：決めたことは継続できる

自分の性格：マイペース

短所：ちょっと心配性、機会に疎い

自分のコマーシャル：一人前の看護師になれるよう精いっぱい

自分のコマーシャル：精一杯頑張ります

頑張りたいと思います。よろしくお願いします。

たかお

高尾

み

き

こ

美喜子（7階病棟・看護師）

趣味：バレーボール
モットー：笑顔でいること

むらかみ

あゆみ

村上

鮎美（HCU/ER・看護師）

好きな言葉：一期一会
自分の性格：良くも悪くもマイペースです

自分の性格：負けず嫌いなところ

自分のコマーシャル：約3年ぶりの病院勤務になります。ご迷

自分のコマーシャル：不安も多いですが、笑顔を忘れず何事に

惑をおかけすることが多々あると思いますが、どうぞよろしく

も積極的に取り組みたいと思います。

お願い致します。

ひなた

日當

あやり

彩里（5階病棟・看護師）

趣味：ドライブ、散歩、音楽を聴くこと
生活信条：何事にも感謝の気持ちを忘れない

まるやま

まゆみ

丸山

真弓（9階病棟・看護師）

趣味：パン作り、歩くこと
モットー：やってやれないことはない、やらずにで

好きな言葉：1%の可能性を100%信じる

きるわけがない

自分の性格：マイペース

自分の性格：マイペース、コツコツやる、あがり症、人見知り

短所：優柔不断

自分のコマーシャル：努力と根性には自信があります。ご指導

長所：いつでも笑顔で明るい

よろしくお願い致します。

自分のコマーシャル：自分の育った地元で4月から働かせてい

いとう

な

な

か

ただけることをとても嬉しく思います。初めての就職というこ

伊藤

とでわからないことだらけですが、先輩方や同僚の力を借りな

趣味：食べる事

がら、日々成長できるように頑張っていきます！よろしくお願

嬉しかったこと：新しい土地で生活がおくれること
自分の性格：穏やか

い致します。
なかむら

中村

菜々香（8階病棟・看護師）

さ

自分のコマーシャル：宮崎県からこちらに来ました。初めての

や

沙耶（6階病棟・看護師）

ことが多く、少し不安もありますが、努力を怠らず、少しでも

趣味：料理

多く医療に貢献できるよう頑張っていきたいと思います。よろ

モットー：何事にも挑戦する

しくお願いします。

自分の性格：明るい性格

ながの

ゆ

か

自分のコマーシャル：先輩方にご指導いただきながら、立派な

長野

看護師になれるよう一生懸命頑張ります。

趣味：ドラマ鑑賞、ショッピング

なりた

成田

み

か

こ

実加子（9階病棟・助産師）

裕華（6階病棟・看護師）

好きな言葉：感謝、笑う門には福来る
自分の性格：穏やか

趣味：読書、お出かけ

自分のコマーシャル：看護師1年目と不安も大きいですが、仕

好きな言葉：敬天愛人

事に責任を持ち、素直な心を忘れずに日々努力していきます。

自分の性格：好奇心旺盛
自分のコマーシャル：1人1人に寄り添ったケアができるよう、

よろしくお願いします。
もり

ひ

で

み

日出美（6階病棟・看護師）

一生懸命頑張ります。

森

ご指導の程よろしくお願いします。

趣味：ジョギング
好きな言葉：感謝
自分の性格：前向き
自分のコマーシャル：天草出身です。初めての土地で不安もあ
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りますが、一生懸命頑張りたいと思います。よろしくお願いし

きます。

ます。

おおやま

やなぎがわ

柳川

大山

ま り

真理（HCU/ER・看護師）

たいき

大輝（8階病棟・看護師）

趣味：剣道、映画鑑賞

趣味：読書、バイク
モットー：他人と比較しない

人 吉 医 療 セ ン タ ー

モットー：なんとかなる
自分の性格：忍耐強い

自分の性格：明るい

自分のコマーシャル：新卒なので右も左も分かりませんが、自

自分のコマーシャル：看護学校を卒業し、横浜で7年間働きま

分なりに努力していきたいと思います。

した。慣れないこともあると思いますが、よろしくお願いしま

かとう

す。

加藤
ほりかわ

堀川

ま

す

み

真寿実（5階病棟・看護師）

趣味：YouTube鑑賞

ち え み

千恵美（9階病棟・看護師）

モットー：やればできる！

趣味：トレーニング

自分の性格：マイペース

モットー：決めたことは最後までやり抜く

自分のコマーシャル：不安もありますが、少しずつ成長したい

自分の性格：負けず嫌い

です！いっぱい学んで毎日笑顔でいられるように頑張ります。

自分のコマーシャル：心機一転、新しい環境で頑張りたいと思

よろしくお願い致します。

います。

ふじい

すみた

角田

藤井

な な こ

菜々子（7階病棟・看護師）

趣味：ゴルフ

趣味：映画鑑賞、寝ること
モットー：しっかり食べてしっかり寝ることです

ひろし

裕史（薬剤部・薬剤師）

好きな言葉：一所懸命
自分の性格：社交的

嬉しかったこと：最近だと国家試験が終わった瞬間が嬉しかっ

自分のコマーシャル：今までの経験を活かし、病院の発展に、

たです。

また地域医療に貢献できればと思います。よろしくお願い致し

自分の性格：良くも悪くも細かいことは気にしない、ざっとし

ます。

た性格だと思います。

まるお

ときお

自分のコマーシャル：食べることが好きなので、人吉のおスス

丸尾

メのお店を教えていただきたいです。お酒を飲むことも好きで

趣味：栗の剪定

す。人吉といえば焼酎のイメージがありますが、あまり得意で

時雄（放射線科・診療放射線技師）

モットー：而今

はないので、おいしく飲めるようになりたいです。よろしくお

自分のコマーシャル：球磨焼酎案内人ですが、飲むのは芋焼酎

願いします。

とワインです。よろしくお願いします。

ながい

永井

まりな

毬菜（5階病棟・看護師）

あかぎ

赤城

ひろき

広輝（放射線科・診療放射線技師）

趣味：バドミントン

特技：サッカーなどの球技

モットー：継続は力なり

好きな言葉：努力する人は希望を語り、怠ける人は

自分の性格：いつも明るくポジティブ精神

不満を語る

自分のコマーシャル：スポーツ大好きです。体力には自信があ

自分の性格：明るい

ります！（特にバドミントン）幅広い知識と柔軟性を持つ看護

自分のコマーシャル：社会人1年目としてまだまだつたないこ

師になれるよう頑張ります。

とが多々あると思いますが、少しでも早く一人前の医療従事者

にしやま

西山

え り

絵理（手術室・看護師）

趣味：ピアノ
生活信条：相手の立場になり物事を考えるのを忘れ
ない事

になれるように頑張ります。よろしくお願いします。
いいづか

飯塚

しんいちろう

伸一郎（臨床検査部・臨床検査技師）

趣味：テニス
自分のコマーシャル：九州病院・福岡ゆたか病院に次

自分の性格：冷静

いで、3か所目の勤務地となります。1日でも早く業務に慣れる

自分のコマーシャル：高校を卒業して名古屋で17年ほど働いて

ように頑張りますので、よろしくお願いします。

いました。ようやく地元に帰ってくることができ、また新たに
皆さんと人間関係を築き頑張りたいと思います。
はまだ

浜田

れん

廉（HCU/ER・看護師）

こんどう

近藤

ま

よ

眞世（臨床検査部・臨床検査技師）

趣味：音楽鑑賞
好きな言葉：365日の奇跡

趣味：音楽鑑賞

自分の性格：マイペース

生活信条：報われるまで努力する

自分のコマーシャル：日々成長していけるよう頑張ります。よ

自分の性格：面倒くさがり、好きなことには打ち込む

ろしくお願いします。

自分のコマーシャル：同期と切磋琢磨しあい、自分を高めてい
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莉奈（臨床検査部・臨床検査技師）

よしなが

吉永

はるか

晴香（栄養管理室・管理栄養士）

趣味：音楽を聴くこと

趣味：水泳、ドラマ鑑賞

特技：サックス

好きな言葉：一期一会

生活信条：継続は力なり

自分の性格：マイペース

自分の性格：マイペース。長所は忍耐力がある、短所は心配性

自分のコマーシャル：社会人1年目でわからないことだらけで

なところです。

すが、先輩方とのコミュニケーションを大切に、笑顔で元気に

自分のコマーシャル：多くの人に信頼される臨床検査技師に慣

頑張ります。よろしくお願いします。

れるよう頑張ります。よろしくお願いします。
おくまつ

奥松

ゆ

み

友泉（臨床検査部・臨床検査技師）

趣味：YouTube鑑賞
モットー：とりあえずチャレンジ

なかがわ

中川

たかお

貴夫（医事課・事務員）

趣味：子供とキャッチボールをすること
困ったこと：単身赴任が長くなるにつれ、体重と復
位の増に困っています

自分の性格：明るく元気が長所、心配性であることが短所です

自分の性格：基本真面目ですが、プライベートは大雑把です

自分のコマーシャル：何事にも積極的に取り組み、日々成長で

自分のコマーシャル：まずは早く皆さんになじみ、人吉医療セ

きるよう頑張ります。よろしくお願いします。

ンターの一員と認めてもらえるよう頑張ります。

すみかわ

隅川

な

り

奈里（臨床検査部・臨床検査技師）

趣味：美味しいものを食べること
モットー：やらないで後悔するより、やって後悔

くろき

黒木

こうへい

康平（医事課・事務員）

趣味：スポーツ鑑賞
好きな言葉：初心忘るべからず

自分の性格：明るく人と話す事が好きです。短所は心配性であ

自分の性格：のんびり

るところです。

自分のコマーシャル：食べること、飲むことが大好きです。お

自分のコマーシャル：不安や分からないことも多く、ご迷惑を

いしいお店の紹介お待ちしてます。

おかけすることもあると思いますが、早く仕事を覚えて一人前
の臨床検査技師になれるよう一生懸命頑張ります。よろしくお

おがわ

本村

こういち

晃一（医事課・事務員）

趣味：体を動かすこと

願いします。
小川

もとむら

たくみ

拓海（リハビリテーションセンター・理学療法士）

好きな言葉：努力は必ず報われる、七転び八起き、
為せば成る

趣味：サガン鳥栖応援、ハンドボール

長所：何事にも一生懸命なところ

生活信条：いろんなことに挑戦する

短所：心配性なところ

モットー：感謝

自分のコマーシャル：わからないことも多く不安ではあります

好きな言葉：勝利、砂岩

が、これから精一杯頑張るのでどうぞよろしくお願い致します。

心苦しいこと：遠距離恋愛

たかやま

み

よ

こ

嬉しかったこと；サガン鳥栖開幕戦勝利

髙山

自分のコマーシャル：佐世保市出身の小川拓海です。スポーツ

好きな言葉：苦あれば楽あり

は小6から高3までハンドボールをしてました。性格はちょっと

自分のコマーシャル：よろしくお願い致します

騒がしく、明るく、熱い性格です。この性格を活かして当院に
貢献できたらと思います。よろしくお願い致します。
かさはら

笠原

あきの

聡乃（栄養管理室・管理栄養士）

ふかみ

深水

美代子（6階病棟・療養介助員）

ももこ

桃子（医療福祉連携室・事務助手）

趣味：書道、ピアノ、カメラ、お菓子作り
長所：明るい

趣味：旅行

短所：心配性

自分の性格：マイペース

自分のコマーシャル：医療の現場にかかわるのは初めてで、分

自分のコマーシャル：一生懸命頑張ります。
のむら

野村

からないことも多いと思いますが、1日も早く業務のお役に立
てるよう努力し頑張ります。よろしくお願い致します。

はるか（栄養管理室・管理栄養士）

いわむら

み

ゆ

き

趣味：カフェ巡り

岩村

好きな言葉：人生まさかの連続

趣味：料理。近頃は魚釣りに行き、魚をさばくことが

長所：よく笑う

美由紀（予防医療センター・事務助手）

楽しいです。

短所：心配性、ネガティブ

モットー：自分が嫌なことは人にはしない

自分のコマーシャル：初めての土地、初めての就職で不安もあ

自分の性格：負けず嫌い、気が強い

りますが、一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。
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日本栄養士会災害支援チーム

（JDA-DAT：The Japan Dietetic Association-Disaster Assistance Team）

リーダー育成研修を受講しました！

日本栄養士会では、東日本大震災をきっかけに、大規模自然災害発生時に被災地での栄養・

私のオススメ非常食です

食生活支援活動を行うために JDA-DAT を設立しています。国内外で避難所、施設、自宅、仮
設住宅等で被災者に対する支援活動が出来る専門的なトレーニングを受けた支援チームです。
JDA-DAT は、都道府県栄養士会ごとに設置されており、各県栄養士会毎に育成研修が行わ
れ県栄養士会の災害支援チームの中から推薦された者が JDA-DAT リーダー育成研修を受ける
ことができます。今回は県南の栄養士でチームを組めるよう熊本県栄養士会より推薦を受け、
JDA-DAT リーダー育成研修を受講しました。
例年集合研修で開催されていますが、今回はオンライン研修となりました。調理実習やグルー
プワークなどの演習も充実した研修で、全国のメンバーから多くの情報と刺激を受けられた有
意義な時間となりました。
近年、苦しくも熊本は大きな災害に２度も遭遇し、まだまだ復興の途上にあります。この経
験から防ぎえた被害を最小限に止められるよう熊本 JDA-DAT メンバーとして活動してきたい
と思います。
栄養管理室

中村

利枝

新型コロナワクチン先行接種（コホート調査）に参加しました！
2021 年 2 月 14 日に国内初の新型コロナワクチン（コロナウ

コロナ禍の中での集団接種ですので、多くの部署の協力を得

イルス修飾ウリジン RNA ワクチン _SARS-CoV-2）が承認さ

て、事前シミュレーションを実施し、近隣医療機関からの見学

れました。このファイザー社製のワクチンは、医療従事者の優

も受け入れ、接種後の対応など、当地域で円滑な接種ができる

先接種に先立ち“先行接種”として、当院スタッフ 270 名が参

よう情報提供しました。

加しました。更にそのうち先着 2 万人を対象とするコホート調

ワクチンは、21 日の間隔（少なくとも 18 日以上空けて速や

査に 270 名中 228 名が参加しました。

かに接種）で 2 回の接種が必要ですので、2 回の接種日を想定

コホート調査とは、ある集団の健康上の変化を把握して、体質

した 1 回目の接種となります。1 バイアル 6 名、接種日の調整、

や生活習慣などと将来発症する病気との関連を調べる研究を言

シフト勤務の調整、部署内の同日接種数など、業務に支障がな

います。

いようになど、多くの条件を調整してもらいました。更に、2

治験（開発段階の臨床試験）の情報から、接種部位の疼痛・

回目は 1 回目よりも発熱・倦怠感などの症状が強く高く発生す

熱感および頭痛・倦怠感・鼻汁などの副反応が報告されていま

るため、接種翌日は休みの取得を依頼したので、特にシフト勤

した。それらの情報は詳しく同意説明文書に記載されています

務のスタッフの調整には大変な協力を頂きました。

が、新しいワクチン（mRNA）で未だ分からないことも多く、

ワクチン接種後は筋肉痛や倦怠感などがほぼ発現しますが、

基礎疾患を持つスタッフなどからの質問に知り得た情報を提供

概ね 2-3 日で消失・軽快します。2 回目は 1 回目より 37.5℃以

し、懸念がある中、各自の自由意志により接種を決定してもら

上の発熱がかなりの高率で見られます。エビデンスのあるアセ

いました。

トアミノフェンで十分に解熱しますので、市販薬等の準備をお

今回、医療従事者の先行接種に参加し、接種後の短期経過を
お知らせすることで、一般の

勧めします。かかりつけ医をお持ちの方は、事前に担当医と相
談頂くことをようお勧めします。

方や多くの医療従事者に副反応を知ってもらい、接種後の対応

ワクチン接種が終わっても、感染対策は引き続き重要です。

に役立てて頂ければと思います。今後は、長期経過観察が可

“正しい”手洗い、“正しい”マスク装着、３密（密集・密閉・

能な 220 名が PMS 調査（PMS（Post Marketing Surveillance）

密接）の回避を継続し、乗り越えていきましょう。

市販後調査）として 1 年間の健康観察を実施し、接種後の副反

ワクチン接種決定から接種、接種後の調査など、多くのスタッ

応の経過を報告します。

フの皆さんの「お役に立てれば…」の気持ちがとても嬉しかっ

コホート調査は、接種者が 1 回目と 2 回目いずれも接種日

たです。

ご協力ありがとうございました。

から 10 日間の体温・接種部位の計測、その他の全身症状を

これからも、地域の拠点病院としての役割の一助となれるよ

「健康観察日誌」に記載し、中央研究事務局（順天堂大学）へ

う努力していきたいと思います。どうぞよろしくお願い致しま

EDC
（Electronic Data Capture：電子報告書）
形式で報告します。

す。

中央研究事務局では全国からのデータを集約し、厚労省の厚生
科学審議会予防接種・ワクチン分科会などへ報告され、各専門

治験センター

臨床研究コーディネーター

岩崎

ユリ

家の意見を反映し公表されました。
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N95 マスクフィットテスト
当院では空気感染予防対策の一つとして、N95 マスクを装着
時に接顔部の漏れが最小であるかどうかを調べるため、テスト
機器を用いて N95 マスクを使用する職員へのフィットテスト
を実施しております。これからも、引き続き感染予防対策を徹
底し、より安全な医療の提供に努めてまいります。
医療福祉連携室

野々上

真一

～新型コロナウイルス感染症の熊本県リスクレベルが引き上げられました～
県内の感染状況を踏まえ、熊本県リスクレベルがレベル 5 厳戒警報に引き上げられました。（https://www.pref.kumamoto.
jp/soshiki/30/51409.html）
マスクの着用、こまめな手洗いなど基本的な感染防止対策についてより一層強い意識を持っていただき、発熱などの症状
がある場合は、直接医療機関に行くことは避け、まずはかかりつけ医や地域の相談センターなどにお電話にてご相談いただ
きますようお願い致します。

連携施設
探 訪

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、「特別養護老人ホーム 桜の里（〒 868-0701 熊
本県球磨郡水上村岩野 2658）」さんです。

特別養護老人ホーム

桜の里 Vol.44

【施設の特色】
上球磨の地域で生きがいのある生活を支える福祉サービスの
拠点として使命を果たし、
地域の皆様の期待に応えます。
木のぬくもりに包まれた木造平屋建築に、
3ユニット30名のご利
用者様を、
それぞれ個性と、
生活歴などに合わせて日常生活動作
（食事や入浴、
排泄など）
の支援やリハビリなどのお世話をさせて
いただきます。
木の香りと明るく差し込む陽光がご利用者様の生
活を優しく包んでいます。
【対象者】
要介護3 ～要介護5の方であれば、
どこにお住まいの方でも入
居できます。
要介護１～要介護2の方については特例での対応と
なります。
【サービスの内容】
施設サービス（入所）、居宅サービス（短期入所、通所介護）、短期
入所生活介護サービス、通所介護サービス、居宅介護支援事業所

職
員
情
報

退 職
大岩
井福
井口
井上
林田
上野
酒井
田口
那須
平生

【地域の皆様に一言】
当施設では、
《
「信頼」
-私たちは利用者の方、
ご家族の皆様に信
頼される安全で質の高い介護を提供します、
「尊重」
-利用者の皆
様の人格を尊重し、常に相手の立場にたって、快適な生活が過ご
されるように努力します、
「真心」
-家庭的で明るい心のこもった環
境づくりに努力します》の理念の下、住み慣れた地域での生活が
継続できるよう、
日常生活圏内のサービス拠点施設としての役割
を担い、
地域の福祉に貢献できるよう職員一同頑張っています。
【お問い合わせ】
桜の里：0966（ 44）0770 生活相談員 濱田一嘉
※当院は、みなさんが 住み慣れた地域で安心して生活をしてい
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。

異 動

3月31日付

洋子
明美
きみ子
義晴
周士
直哉
利佳子
ゆり
朋子
愛

山下 智子
児玉 麻結
栫 帆南
三浦 紗椰
甲斐 友莉江
桑原 麻菜美
黒木 秀幸
下田 健文
有村 仁志
谷村 峻太郎

中垣
秋岡
馬場
川部
上村
坂口
栁原
赤池
髙津
泉

祐紀
貴弘
結子
やすき
美佐子
怜子
玲那
和則
研翔
泰純

井村
筑地
富野
平畑
中村
佐藤
藤川

昭彦
翔一朗
航太
健太郎
太一
智英
和泉

4月1日付

大野

亜耶

木下

学

平山

文睦

福本

智子

吉本

大祐

濱津

育宏

E-mail
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