
 【【基本理念】 

 私たちは良質な医療を提供し、市民に信頼される病院を目指します。 

【基本方針】 

１．市民が必要とする地域医療の提供に努めます。 

２．患者の立場に立った医療を行います。                                               

３．地域完結型医療における基幹病院としての役割を果たします。 

 ６月２日（土）、出水市中央公民館小ホールにおきまして、認知症市民講座を開催しまし

た。自治会連合会及び「市民の会」の方々等におかれましては、広く市民に呼びかけていた

だきまして盛況に開催できましたことに、深く感謝申し上げます。大勢の市民の皆さまが足

を運んでくださり、想定していた人数を大幅に超える約３００名の方々が参加してください

ました。運営段取りの未熟さゆえ臨時の座席や追加資料が必要になり、お越しくださった

方々には大変ご迷惑をお掛けいたしました。しかしながら市民の皆さまのおかげで、盛会に

講演会を終えることができましたことを心より感謝とお礼申し上げます。 

 当日は、まず当院脳神経外科部長の工藤真励奈先生が「認知症の臨床」について講演し、

認知症をきたす疾患とその治療について詳しく解説しました。次に脳神経外科外来の森藤美

代副看護師長が「認知症の看護」について講演し、認知症の人へ接するときの注意点や、認

知症予防の10ヶ条について説明しました。休憩後に認知症専門医の今村純一病院事業管理

者が「認知症の診断と対応」について講演し、認知症と診断するための画像検査や、社会的

サポート、さらに認知症にならないための“認知的予備脳” などについて説明しました。 

 講演の後には「質問コーナー」を設けて、会場の皆さまから寄せられた質問に講演者から

直接回答してもらいました。たくさんの質問をいただき、認知症に対する市民の関心の高さ

が伺えました。 

 当院ではこれからもこのような市民講座等を開催して医療現場を理解していただき、『私

たちは市民の「しあわせ」に貢献します』のキャッチフレーズを達成できるよう職員一丸と

なって努力します。また、今回参加者から寄せていただきましたアンケート結果をもとに、

さらに良い企画となるように、取り組んでまいります。 

▼今村病院事業管理者 ▼工藤脳神経外科部長 ▼森藤副看護師長 ▼質疑応答 

認知症市民講座を開催しました 
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認知症市民講座 参加者の感想（一部抜粋） 
・とても良い講義だったので講座を増やしてほしい。 

・とても楽しく講座を受けることができました。またこんな講座なら参加したいです。 

・大変参考になる内容でした。メモリークリニックの存在や認知症に詳しい医師が 

 出水総合医療センターにいらっしゃることに心強さを感じました。 

▼会場の様子 ▼認知症の種類や検査に関するポスター 

 がんサロンとは、がん患者さんやそのご家族などが集まり、交流や情報交換をする場の

ことです。がんサロンを通して、少しでも気持ちの辛さや不安など和らげることができれ

ばと思っています。お気軽にご参加ください。 

☆ご利用案内☆ 

 利用時間：毎月最終木曜日 14：00～15：０0 

  場所：出水総合医療センター 南館2階 臨床教育研修センター事務室 

  対象：がん患者さんとそのご家族 

             （当院受診していない方の参加も可能です） 

  予約：不要、参加費無料 

 

☆年間計画☆（案） 

9月27日（木） リハビリスタッフによる「みんなで運動」 

10月25日（木） ハロウィン会「ハロウィンの飾り制作」 

11月29日（木）「冬がくるまえに、感染対策」  

12月27日（木） クリスマス会 

1月31日（木）「食欲がない時に栄養をとる方法について」 

2月28日（木）もうすぐ雛まつり「雛まつりの飾り制作」 

3月28日（木）今年度の振り返りと、来年度してみたいこと 

 

 ☆お問い合わせ先☆ 

  出水総合医療センター地域医療連携室（がん相談支援センター） 

  電話 0996-67-1657（直通） 

がん患者サロンのご案内 
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災害訓練を開催しました 
 ７月２１日（土）に、災害訓練を実施しました。 

 災害は突然やってきます。当院は、災害拠点病院に指定されており、災害が発生した場合

は、多数の負傷者を受け入れることとなります。万一災害が発生した場合に適切な対応を取る

ために、毎年災害訓練を実施しています。職員がそれぞれの立場で認識、行動することを目的

とし、１０６名の職員が参加しました。 

 今年度も、大規模な地震により、出水市内で多数の負傷者が発生し、当医療センターの病棟

も一部倒壊の恐れがあるとの想定で、トリアージと患者搬送を中心とした訓練を行いました。

トリアージとは｢病気やケガの緊急度や重症度｣を判定して｢治療や後方搬送の優先順位を決め

る｣ことを言います。院内には負傷者レベルにあわせた治療スペースを設け、治療が行われま

した。実践さながらの訓練でみな真剣かつ迅速に対応していました。 

 今後も、より実態に即した想定での訓練を通して、職員ひとりひとりの防災に対する意識向

上に努めたいと思います。 

出水市内の高校生の方々が、見学に来られました！ 

感想をいただいたので掲載いたします。（一部抜粋） 

●災害発生後、多くの医療従事者がロビーに集まり、役割分担を終えた後、すばやく処置でき

る場所を確保し、次々と患者が運びこまれ、チームで協力し声を掛け合いながらトリアージや

処置を行っていました。各個人ごとに与えられた役割をスムーズにこなしており、医療従事者

間の連携がとても大事だと学びました。 

 

●トリアージを実際に受けてみて、急な災害により戸惑いや不安を抱く患者の気持ちが分か

り、医療者の優しい声掛けで安心することができると感じました。 

 

●エレベーターの使用ができなくなったときのことも考慮され、階段で傷病者を運ぶ訓練もさ

れていて、最悪な事態を想定し訓練が行われており、緊張感が伝わってきました。 
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 採用となった場合、支度金（１５０万円）を交付します。 

 一人一人のライフプランに合わせて様々な雇用条件に対応させていただきます。詳しい勤

務条件につきましては、ホームページをご確認ください。 

 また、非常勤医師等も募集しております。 

募集診療科  全科 

募集人員  ５名程度 

募集期間  随時 

条件 
①医師の資格を有する方 

②地方公務員法第16条の欠格条項の一つに該当しない方  

業務内容 外来患者及び入院患者の診療  

 採用となった場合、支度金（３６万円）を交付します。 

 看護師免許をお持ちで、すぐにでも働いていただける方、大歓迎です。 

 また、短期（３年未満）を希望される場合、支度金を受けずに応募することもできます。 

採用予定人員  若干名  

受験資格 

（①、②いずれの条件も

満たす者）  

① 昭和４８年４月２日以降に生まれた者 

② 看護師免許を有する者又は採用時に取得見込みの者  

採用予定日  採用日については、相談に応じます。  

申込受付期間  随時（通常の採用試験を受験していただきます）  

医師・看護師募集について 
（随時募集：支度金制度あり） 

 出水総合医療センターでは、下記のとおり医師と看護師を随時募集しています。 

 それぞれ、採用となった場合、支度金を交付します。 

 ただし、通算３年以上の勤務が条件となります（期間に満たない場合は状況により月計算で返還を

求める場合があります。）  

 詳細につきましては、当院ホームページにございますので是非ご覧ください。 

出水総合医療センター 経営企画課 

 電話  0996-67-1611（内線1231） 

 FAX   0996-67-1661 

 メール mail1@hospital-city.izumi.kagoshima.jp  

募集する診療科 

募集内容 

医師 

看護師 

お問い合わせ先 

mailto:mail1@hospital-city.izumi.kagoshima.jp


■はじめに－ 

なぜ「意識」について語るのか？ 
 役にも立たない「意識」について語りたいと思

うのか？それはこの10−20年間で「脳」につい

てのパラダイムが大きく変化しているのに気づい

たからです。「脳」や「自由意思」などの基本的

な人間観のパラダイムシフトとも言える変化を感

じています。私自身、 「意識」について長年考

えてきましたが、結局人間の「脳」の働きについ

て考えてきたように思います。 

 

■意識への登山道 
 先般、平成28年「ひまわり」秋号にて、市民

大学で話をさせていただいた「記憶、そして物忘

れ」の論考の最後部分で「意識や記憶のメカニズ

ムについて興味を持ってきた」と述べました。今

回、その意識についてお話をさせていただきま

す。しかし意識について語るとなると、どこから

話して良いのか悩みます。この山の頂点に至る登

山道は数多くあるからです。しかもこの山の頂点

は雲の彼方にあり、未だに視界にさえ入ってない

のです。結論から言いますが、どの道を辿れば山

の頂点にたどり着けるのか誰もわかっていませ

ん。今のところ実益に供さない学問領域ですの

で、医療の分野でこうした話を聞いたこともあり

ませんし、役にも立たない無駄話をするのも少し

気の引ける思いであります。 

■意識を科学の表舞台に 
 意識consciousnessは、従来、認知心理学等

で扱われてきた領域ですが、外側からは客観的に

みることの出来ない主観を取り扱うことで、客観

科学の対象とはならないとされてきました。心理

学の分野でも、意識という内面から外に出てきた

行動を研究するという「行動心理学」が主流で、

意識そのものが対象となることはありません。

19−20世紀を通じて、意識の問題は、通常の科

学の埒外に置かれていたといえます。客観的な実

験科学の範囲を超えた、主観性が支配する曖昧な

領域と見なされてきました。 

 しかし、1980年代後半になるとすべてが変わ

りました。意識の解明は、神経科学の最前線にあ

り、独自の学会と専門誌を擁する活発な分野に発

展しています。 

 それを科学の表舞台に出して研究対象にしよう

と言い出したのが、DNA構造の発見者であるワ

トソンとクリックのフランシス・クリックです。

彼は元々物理学者でしたが、第二次世界大戦後に

生物学に転向しました。そしてDNAらせん構造

を2ページの論文で発表し、ノーベル賞を受賞し

ました。その後米国のソーク研究所で研究生活を

送り、1990年頃に何故脳から意識が生じるか、

という意識の問題に取り組み始め、意識学研究の

先駆けになりました。彼の共同研究者のクリスト

フ・コッホもこの分野の第一人者になっています

（彼については後ほど触れることになるでしょ

う）。残念ながらクリックは2004年7月に死去

されています。 

◄様々な分野からの意識学へのアプ

ローチがなされている。そのほか

にも宗教、スピリチュアルの分野

の研究もあり、極めて広範な学際

的分野として脳科学の最先端の問

題となっている。しかしながらそ

の山頂を見極める体系ー道筋は見

えてこない。 

「意識学」へのアプローチ（前編） 
メモリークリニック 今村純一 

ひまわり   



■意識学の学会 
 意識に関する学会として知られているのがツー

ソン会議です。第一回会議が1994年アリゾナ大

学意識研究センターのあるツーソンで開催されま

した。この会議の特徴はその学際性の高さにあり

ます。神経科学、哲学、医学、物理学、生物学、

心理学、人類学、計算機科学者、ロボット研究

者、人工知能研究者、宗教家、そしてスピリチュ

アル系実践者までと、非常に幅広い分野の発表者

が集まった（Wikipediaより引用）そうです。そ

れぞれに極めて面白いアプローチがなされていま

す。すぐその後1997年に国際意識学会

Association for the Scientific Study of Con-

sciousness：ASSCの第一回会議がクレアモン

トで開催されています。この二つの学会が「意

識」研究を牽引しています。 

 

■ある症例 
 私は認知症の人を診ています。認知症の現象を

意識学の視点から見ることもあります。70才台

の男性ですが、脳動脈瘤破裂によりくも膜下出血

をきたし、私が手術しました。術後神経症状もな

く、独歩退院され、近所のかかりつけ医で経過を

見ておられました。しかし約1年後に、様子がお

かしい、脳血管障害ではないかと紹介されてこら

れました。久しぶりの再会です。元々が学識の高

い方でした。受け答えはまともに見えましたが近

時記憶の障害は顕著でした。脳室が軽度拡大して

正常圧水頭症になっておられました。水頭症の

シャント手術を行い、症状は劇的に改善しまし

た。「やっと現世に帰ってきました。この1年は

夢幻の世界で生活していました」と言われまし

た。「霧の中を歩くような、地に足のつかないよ

うな世界だった」とも言われました。私には彼の

内観をうかがい知ることもできませんでした。記

銘力以外の意識的知覚は正常と思っていました。

しかし世界に対して、認知狭窄が生じており、認

知深度が浅いレベルにあったのだろうと推測され

ます。彼の主観的経験が語られなければ、彼の意

識的経験の内実は知ることができません。記憶の

障害が認知の広がり、深さを阻害していたのも一

因となっているでしょうが、意識生成の過程にも

障害が生じていたと思われます。脳圧の変動で、

神経伝達や脳内ネットワークの機能が損なわれた

状態ではあるのでしょうが、正常圧水頭症は意識

生成のどの過程を障害していたのか？その内容の

損なわれる機構を明確には説明できません。そう

した現象を説明しきる理論を持ち合わせてないの

です。 

■意識研究の集積 
 意識の本丸には相変わらず迫れていないのが実

情です。しかしその外堀は次第に埋められてきて

い ま す。機 能 画 像 研 究（fMRI 脳 血 流 検 査

等）、電磁力学的手法（脳波 MEG 微小電極

等）、コンピュータ科学（人工知能AIなど）の進

歩、そして何よりも認知神経科学者（脳科学者）

の多くの研究の集積が山裾の霧を少しずつ払い除

けてきてくれています。意識の研究はもはや思索

の域を脱し、その焦点は実験方向の問題に移行し

てきたと言えるでしょう。 

 

■曖昧な「意識」の語の乱用 
 意識の定義は出来ていません。乱用されて、ど

の「意識」なのか曖昧さの残る語になっていま

す。日常語としては、それでもいいのですが、学

問の対象になると、そうした曖昧さは研究の大き

な障害になります。 

 大まかに３つに分類してみましょう。 

 ①医学用語としての「意識」の語の使い方で

は、意識の程度についてはJAPAN Coma 

Scale（3−3−9度方式）やGlasgow Coma 

Scale等で意識障害の尺度として使われていま

す。これは「覚醒」の尺度です。対象物を特定し

ない「意識」としての使い方です（非特定対象部

に関する覚醒）。 

 ②覚醒と睡眠における意識の様態。脳障害のな

い健常人でも、目覚めた状態での意識と、眠ると

意識がなくなる覚醒－睡眠リズムがあります。状

態を示す「意識」です。この場合も対象物は特定

されません（非特定対象）。 

 これから話していきたいのは、 

 ③程度や状態ではなくて、意識の内容、表現形

式についてです。十分覚醒しているヒトの日常生

活の中での「意識してなかった」、「十分意識し

ていた」とか言う時の「意識」です。対象物が特

定されています（特定対象）。目や耳、皮膚感覚

等からの莫大な量の知覚情報は、日常間断なく脳

へ入っていきます。しかし意識的知覚として「意

識の表舞台に上がる」のはごく一部です。どのよ

うに意識的知覚となるのでしょう？また無意識の

中にとどまる知覚情報はどこでとどまっているの

でしょう？（注意と意識との違いは後ほど）。 

ひまわり      



 当院では、ボランティアの方々に、１階待合ロビーで

の案内等のお手伝いをしていただいています。実際に活

動されている方から、ひとこといただきました。 

ボランティア通信ボランティア通信  

出水総合医療センターでボランティアをしております。毎週木曜日８時３０分から１１

時までの間、正面玄関入って左側の再来機での受付のお手伝いをしたり、初めて来院され

た方々の総合案内での受付案内等をしております。皆さんに気安く声をかけてもらい、時

には頑張ってくださいと逆に言われ、本当にボランティアをやって良かったと思います。

微力ではありますが、不安で来られた方々に、少しでも気持ちを安らげて受診していただ

ければ幸いです。一時でもよろしいですので、一緒にボランティアをやってみませんか。

初めてボランティアをされる方、大歓迎です。よろしくお願いします。 

※内容は、講師の都合などにより変更になる場合がございます。 

10/3（水） 接遇研修   接遇委員会 

10/10（水） がん化学療法の基本事項の勉強会   がん治療委員会 

10/17（水） 院内学術発表会   発表：3病棟、6病棟、薬剤科、臨床検査科 

10/26（金） 

臨床病理症例検討会（CPC）「肺腫瘍の1例」 

ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ及び座長 ： 吉本健太郎 先生 

講師：熊本大学 大学院生命科学研究部 細胞病理学分野 

   准教授 菰原義弘 先生 

■意識と無意識について 
 意識の対立語である「無意識」の現象の

研究も進んでおり、意識の概要を規定する

手法ともなっています。共に脳内現象です

が、無意識から意識への連続性について何

が分かってきているのでしょうか？ 

無意識と意識の境界はどこにどのようにあ

るのでしょうか？ 

 紙面が尽きそうです。続きは次回に。 

◄刺激情報の中から脳は自ら情報演算処理を

無意識の中で行う。意識の表舞台に上がって

くるのはその一部である。脳がどのような演

算処理を行うのかは「私」には、見えない、

理解できない 対象を特定できない。 

 多数の知覚情報の立候補者の内から一人だ

けが選出され「意識の表舞台」に躍り出る。

落選した他の情報は無意識の中にとどまる。

あるいは破棄忘却される。 

ひまわり   

開催場所 出水総合医療センター２階講堂  

開催時間 17：30から  

どなたでも参加できます。（無料） 



九州大学病院  吉満 凜吾  

研修期間：平成３０年５月１日から５月３１日まで 

初期臨床研修医師 地域医療研修を終えて 

九州大学病院、初期研修医2年目の吉満凜吾と申します。2018年5月の１か月間、初期臨床研修プ

ログラムの地域医療実習として出水総合医療センターで研修させて頂きました。 

鹿児島市に以前滞在していた事があるのですが、出水については「新幹線の通過駅」「鶴が来る場

所」といった事以外知らなかったため、どのようなところで研修をするのか期待と不安が入り混じっ

ていました。 

第１週は高尾野診療所で外来診療を中心に研修させていただきました。基本的に慢性疾患の経過観

察が多かったのですが、限られた時間でいかに効率よく、要点を逃さずに診察していく事の難しさを

再確認させて頂きました。その他に関節腔穿刺やブロック注射といった手技の経験を積むことができ

ました。 

第２週は野田診療所で往診や検査を中心に研修させていただきました。心・腹部エコー検査や上部

消化管内視鏡検査は、内村先生に側で一から説明して頂いたので安心して検査を進められました。夜

間受診は一人もいなかったのですが、日勤帯で胸痛、切創、頻脈、失神など様々な症例を救急外来で

担当することが出来ました。 

 上記の診療所では往診に同行する機会があり、また上場診療所での外来診察の機会も頂きました。

家庭や社会背景は様々な理由でどちらも医療機関への受診が難しい方が多く、医療者が自ら患者のも

とへ動いていく診療スタイルは新鮮に感じました。また診察に必要な道具が限られており、十分な医

療を提供することの難しさを感じました。 

第３週からは出水総合医療センターの小児科で研修させていただきました。基本的に外来診療を見

学し、業務の前後と外来の合間に病棟管理を行うというスタイルでした。小児科では循環器・呼吸

器・消化器・血液など、子供に関する症例なら多様な疾患を見る事ができました。心エコーなどの侵

襲度の低い検査をする機会がありましたが、成人と同じ感覚で小児患者に取り組むと上手くいかない

ことを身をもって実感しました。 

他職種医療連携では、コメディカルの業務を体験することが出来ました。コメディカルの説明は場

所だけ案内されて仕事については口頭のみという場合が多かったので、実際に経験できたのは大変貴

重でした。同時に私たち医師は様々な方にサポートされているおかげで診療行為ができているのだと

改めて思いました。 

ここでの地域医療研修でプライマリケアの重要性、限られた医療資源で効率的に診療する事、医療

面以外の患者さんの背景を考える事が重要だと感じました。またスタッフや他科同士での連携のス

ムーズさに大変驚かされました。残り１年を切った研修医生活ですが、出水で学んだ経験を今後の臨

床に生かしていきたいと思います。 

最後になりますが宗清先生、小児科の倉内先生・才田先生、各科の先生方、各診療所の先生方、コ

メディカルの方々、職員の皆様、そして患者さんに深く感謝申し上げます。１か月間ありがとうござ

いました。 

当院は臨床研修協力医療機関として、各大学病院等から毎月臨床研修医を受け入れており、 

「地域医療」研修を受けていただいています。先生方の感想を掲載いたします。 

ひまわり      



北九州市立医療センター   西川 美紗代  

研修期間：平成３０年５月１日から５月３１日まで 

北九州市立医療センターより地域医療研修プログラムとして５月にお世話になりました、初期研修

医の西川美紗代と申します。私は広島県出身で、大学が関西地方だったので鹿児島県に来るのは初め

てでした。 

１か月間の研修は、第１週目に野田診療所、保健センター、第２週目に高尾野診療所、第３～４週

目に出水総合医療センターの外科と麻酔科、２日間上場診療所で研修をさせていただきました。 

野田診療所ではエコー検査や内視鏡検査、在宅医療を経験しました。老々介護や独居の高齢者が多

くいらっしゃる中で、診療所はとても大切な役割を果たしていました。高尾野診療所では外来診療を

中心に経験しました。初めて紙カルテを使って診療し、普段何気なく使用している電子カルテの便利

さを改めて実感しました。へき地医療の上場診療所では血液検査やレントゲン検査ができない環境

で、問診と身体所見の重要性を再認識できました。 

保健センターでは３歳児検診に参加しました。また、出水市での育児支援や成人保健の仕組みにつ

いて学びました。３歳児検診では医師や看護師による問診をはじめ、尿検査や歯科検診を行ってお

り、一人一人の子供に丁寧に寄り添っている姿が印象的でした。子供だけでなく、お母さんのケアも

大切にされており出水市全体で親子をサポートしていると感じました。 

出水総合医療センターでは外科で研修させていただきました。たくさんの手術に参加し、多くの手

技も経験できとても勉強になりました。私は麻酔科も志望科で悩んでおり、地域での麻酔科が都会の

市中病院とどのような違いがあるのか興味があったため、無理を言って麻酔科でも研修させていただ

きました。麻酔科医１人という中でも、患者の周術期全身管理を丁寧にされている姿を目のあたりに

でき、貴重な経験でした。 

夜間一次救急では、１年目では診療したことのなかったムカデ咬傷やダニ咬傷など、地域でよくみ

られる疾患の初期対応も学ぶことができました。 

多職種連携の研修では、回復期病棟、臨床工学科や薬剤科、リハビリテーション技術科での日頃の

業務を体験しました。多職種の医療従事者が患者の情報を共有し、入院中だけでなく退院後の生活も

考慮されており、患者一人一人のQOLが大切にされていることを感じました。普段から医療センター

と開業医の医師も密に情報交換がされており、都会の病院ではあまり感じることのない地域での繫が

りの強さを実感しました。 

最後になりましたが、地域研修担当の宗清先生、お忙しい中丁寧に指導してくださった花田先生を

はじめとする外科の先生方、多くの方々に深くお礼申し上げます。１か月という短い期間でしたが、

今までに経験できなかった多くのことを学ぶことができました。今後の医師としての人生に生かして

いこうと思います。ありがとうございました。 

鹿児島大学病院   上村 征央 

研修期間：平成３０年６月１日から６月３０日まで 

 鹿児島大学病院の地域医療研修にて６月の１か月間お世話になりました、初期研修医２年目の上村

征央と申します。 

 私は生まれてからずっと鹿児島市で生活しておりましたが、出水市を訪れるのは大学２年の時以来

でした。１か月という短い間ではありましたが、野田診療所、高尾野診療所、上場診療所、出水保健

センター、出水総合医療センターと様々な場所で研修させていただきました。各施設にてお世話に

なったすべての職員の皆様方にこの場を借りてお礼を申し上げます。 

 野田診療所では外来見学や心・腹部エコー、内視鏡検査などをさせていただきました。とても勉強

になりました。また訪問診療では実際に患者さんの問診や所見を取らせていただきました。 

ひまわり   



 高尾野診療所では、主に外来診療を担当させていただきました。限られた時間の中で患者さんの所

見や問診をとったりすることに対してはじめは戸惑いましたが、徐々に慣れてきて、４日間で５０人

程度の診察をさせていただきました。高血圧症や糖尿病などだけではなく、膝痛や肩痛など整形疾患

の悩みを訴える方も多く幅広い知識が必要だと痛感しました。 

 上場診療所では、問診や身体診察のみで診療するという本物の僻地医療を体験することができ、い

かに普段恵まれた環境で医療が行えていることを再認識することができました。 

 出水保健センターでは、３歳児検診を見学させていただきました。子供が診察中に泣いたりしてい

る際に、聴診をする難しさを痛感しました。また診察時と自宅での様子が違ったりすることもあり、

発達の評価の難しさも感じました。 

 出水医療センターでは腎臓内科で研修させていただきました。人工透析では実際に穿刺をさせてい

ただいたり、PTEやシャント増設術、腎生検とわずか２週間だったのにもかかわらず、吉嶺先生にた

くさんの手技をさせていただいたり、外来の様子を見学させていただきました。 

 また、医療安全部、薬剤科、臨床工学科、地域医療連携室、臨床検査科、看護部、リハビリテー

ション技術科などでの実習をさせて頂きました。医療は様々な職種の方々により支えられて成り立っ

ているということを感じるとともにチーム医療の重要性を改めて認識することができました。 

 最後になりましたが、お忙しい中熱心に御指導くださった全ての方々に深く御礼申し上げます。僅

か１か月ではありましたが、出水での経験を今後の医師としての人生に活かしていきたいと考えてお

ります。本当にありがとうございました。 

 鹿児島大学病院研修医2年目の黒木伸一と申します。2018年8月の1か月間、出水総合医療セン

ターの地域医療研修プログラムのもと研修させていただきました。 

 第1週目は高尾野診療所で研修させて頂きました。実際に外来をするという経験が初めてで、患者さ

んの訴えを傾聴し、診察をして鑑別を挙げ、検査や処方をするという普段見慣れたはずの外来でも実

際にしてみるとなかなか上手くいかず、大変勉強になりました。診療所で完結できる症例とそうでな

い症例を確実に選別し、地域の医療機関同士で連携することで患者さんにとってベストな医療を提供

しなければならないということを教えて頂きました。 

 第2〜3週目は院内研修ということで脳神経外科の研修をさせて頂きました。週3日の外来診療に加

えて24時間の救急対応、そして病棟業務と地域の脳神経外科の現状を間近で体験することが出来まし

た。地域では医療者の数や設備等も限られている中でどのようにして最も良い治療法を選択するか、

また看護やリハビリ、介護そして患者さんの家族等多方面との協力があってこそ地域医療が成立して

いるということを実感しました。 

 第4週は野田診療所で研修させて頂きました。同じ診療所でも高尾野診療所とはまた違ったスタイル

で特色がありました。野田診療所では内視鏡検査や超音波検査も積極的に実施しており検査も実際に

教えて頂き、勉強になりました。 

 また、院内の看護部や薬剤科、臨床検査科などの他職種の業務も体験し、コメディカルの方々の知

識の深さや医療に対する情熱を実感しました。医師だけではなかなか手が回らないことも専門性の高

いスタッフと役割分担をすることで、質の高い医療を提供しているということが分かりました。地域

医療に限らず医療は多くの人の支えがあってこそ成り立つものだと思いました。 

 上記以外にも、上場診療所の診察や夜間一次救急、保健センターでの健診など多くのことを体験し

ました。その中で、地域における健康増進や疾病管理、急患対応などの医療に関わることはもちろん

のこと、地元の人たちと診察を通じて会話し、つながりを持つことも地域医療のもつ役割であると感

じました。普段の診療の中で患者さんだけでなく、患者さんの家族とも他愛もない話をして患者さん

の心を掴む先生方の姿が印象に残っています。残り1年を切った研修医生活ですが、出水で学んだ手技

や患者さんとの関わり方を今後の臨床に生かしていきたいと思います。 

鹿児島大学病院  黒木 伸一  

研修期間：平成３０年８月１日から８月３１日まで 

ひまわり      



ひまわり   

8月に研修をさせていただきました、鹿児島大学病院研修医2年目の足達良と申します。 

私は鹿児島大学の卒業ですが、出身は福岡県の久留米市で、鹿児島県内は鹿児島市内しか住んだこ

とがなく、出水市には一度も訪れたことがありませんでした。今回地域医療研修の研修先を選ぶにあ

たり、地域の中核病院、診療所、へき地医療のすべてを経験できるプログラムであることに魅力を感

じ、出水総合医療センターで研修させていただくことになりました。 

1週目の野田診療所では、外来、エコー検査、内視鏡検査、訪問診療と、大学病院ではほとんど機会

がなかった内容を豊富に経験させていただきました。通院されている方のほとんどは後期高齢者で、

治療している疾患以外にも新たな異常はないか、症状がなくても定期的に問診や診察、検査でチェッ

クすることの重要性を学びました。 

2週目の高尾野診療所では、主に外来を担当させていただきました。予約制で一人の患者様にかけら

れる診療時間が決して無制限ではないなか、問診・診察の項目を取捨選択し効率よく診療することの

難しさを学びました。1週目、2週目を通して外傷の処置をする機会も数回あり、病棟業務ではなかな

か経験できない貴重な経験をさせていただきました。 

月に2回の上場診療所での診療は、へき地医療を学ぶ貴重な機会でした。出水市街まで車で1時間近

くかかる山の中の診療所で、薬品や検査器具はなく、診察器具も十分でないという環境に驚きまし

た。診療も月に2回のみであり、体調が悪い時にいつでも受診できる市街の一次医療機関とは大きく違

いました。しかし経過観察の方や内服治療継続の方にとっては、治療の自己中断を防ぎ健康維持の意

欲を保つ役割があり、地域の健康を守るうえで大事な存在であると感じました。 

３・４週目の院内研修では腎臓内科を選択しました。腎臓内科での研修は初めてであり都市部の病

院と比較することができないのですが、私が研修した8月は診療科の医師が吉嶺先生お一人でした。そ

のため非常に幅広い知識と技術をもって診療にあたられ、コメディカルの方々とも密に連携している

ところがとても印象に残りました。これはどこで勤務していても重要なことであり、今後も自己研鑽

やチーム医療を大事にしていこうと思いました。院内研修中は看護部やリハビリテーション技術科で

業務を体験したり、医療安全管理室や地域医療連携室、臨床検査科で、病院がより良い医療を提供す

るために各部署がどのような仕事をされているかを学んだりしました。 

1か月と短い期間ではありましたが、地域医療について様々な角度から学ばせていただき、とても密

度の濃い研修でした。臨床教育研修センター長の宗清先生をはじめ、ご指導いただいた多くの先生

方、スタッフの皆様、出水保健センターの皆様に、この場を借りて厚くお礼申し上げます。 

鹿児島大学病院  足達 良 

研修期間：平成３０年８月１日から８月３１日まで 

「広報誌をもっと読みやすく、より良くしよう！」ということで、

院内職員有志を集めて編集委員会を行いました。様々な職種が集

まったおかげで、次号以降は今までにない広報誌ができるのではな

いかと思っています。当院の活動や取り組みを広くお伝えし、市民

に喜んでもらえる広報誌を目指したいです。 



外外  来来  診診  療療  表  表  （９月１日現在）（９月１日現在）  ■診療受付時間■診療受付時間  88時時3030分～分～1111時まで時まで  

◎●急患の診察は、担当科医師もしくは地域医療連携室にご相談ください。●◎ 

出水総合医療センター地域医療連携室 直通電話６７-１６５７ ＦＡＸ６７-１７６９ 発刊責任者： 瀬戸 弘 

科   名 月 火 水 木 金 

内 
 

科 

総合内科 吉井 博 吉井 博 吉井 博 吉井 博 吉井 博 

健康管理科 宗清 正紀 宗清 正紀   宗清 正紀 宗清 正紀 

循環器内科 
則松 賢次 則松 賢次 則松 賢次 則松 賢次 則松 賢次 

楠元 孝明 楠元 孝明 楠元 孝明 楠元 孝明   
  甲状腺外来 

  動脈硬化外来   
桑野 孝志 
(第2・3・(5)) 

      

腎臓内科 吉嶺 陽造 吉嶺 陽造 吉嶺 陽造   
吉嶺 陽造 

(再診のみ) 

脳神経内科 鹿児島大学     
有銘 工 

（第2・４） 
  

血液内科   
猪狩 洋介 
（要予約） 

    
勝屋 弘雄 
（要予約） 

呼吸器内科       
亀之原 佑介 

（要予約） 
  

糖尿病・代謝内科 
植村 和代 
（要予約） 

        

小児科 
倉内 宏一郎 倉内 宏一郎 倉内 宏一郎 倉内 宏一郎 倉内 宏一郎 

才田 郁 才田 郁 才田 郁 才田 郁 才田 郁 

消
化
器
疾
患
セ
ン
タ
ー 

消化器内科 
藤田 浩 軸屋 賢一 篠原 宏樹 藤田 浩 藤田 浩 

軸屋 賢一 篠原 宏樹   篠原 宏樹 軸屋 賢一 

肝臓内科       
椨 一晃 
（要予約） 

  

外科 
花田 法久 上村 眞一郎 大熊 利忠 花田 法久 上村 眞一郎 

  黒木 秀幸     黒木 秀幸 

 
 

緩和ケア外来         
外科医師 

（11～12時） 

 
 

呼吸器外科         
吉本 健太郎 
(第2・4 午後) 

 
 

乳腺外科       
上村 万里 

（第１･３･４午前） 

（要予約） 

  

整形外科 中沢 不二雄 （手術） 鎌田 聡 （手術） 中沢 不二雄 

脳神経外科 
  瀬戸 弘 瀬戸 弘     

工藤 真励奈 
今村 純一 

工藤 真励奈 （手術） 工藤 真励奈 

    ﾒﾓﾘｰｸﾘﾆｯｸ         
 

 

  脊椎外来   白石 昭司       

婦人科 鹿児島大学         

眼科 
鹿児島大学 
（要予約） 

      
鹿児島大学 
（要予約） 

皮膚科       増口 信一   

麻酔科 竹下 次郎 竹下 次郎 竹下 次郎 竹下 次郎 竹下 次郎 

放射線科 

浦門 忠仁 

浦門 忠仁 浦門 忠仁 浦門 忠仁 浦門 忠仁 田村 吉高 
（午後） 

    放射線治療 
二ノ村 聖 

（午前） 
    

大屋 夏生 
(午前) 

  

内視鏡 消化器内科 消化器内科 消化器内科 消化器内科 消化器内科 

へき地   
宗清 正紀  

（第２） 
  

宗清 正紀  
（第４） 

  


