
 【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。 

 

市内高校生のふれあい看護体験 

出水商業高校吹奏楽部の生徒さん 

（平成３０年度第３号 １１月発行） 



ふれあい健康フェスタを開催しました！ 

ひまわり      

 ８月１８日（土）（９：３０～１１：３０）に「第６回ふれあい健康フェスタ」を開催しましたところ、

約７０名の参加をいただきました。内容は、市内高校生の「ふれあい看護体

験」、院内見学ツアーをはじめ健康相談、栄養相談、お薬相談と各部門の活動報

告の展示を行いました。また、今年は出水商業高校吹奏楽部の演奏もあり花を添

えていただきました。 

 各種無料測定のコーナーでは、血圧測定、血糖測定、ストレス測定、骨塩量測

定、動脈硬化測定を行いました。希望者が多く、市民の皆さんの健康意識の高さ

がうかがわれました。 

 また、会場ではリハビリテーション技術科科長川崎真理子理学療法士による「みんなで楽しく転ばない体

をつくろう。～あなたは転びやすい人？転びにくい人？～」をテーマに講演をしました。 

 転倒することで体に起こる影響、転倒予防の重要性の話をしました。なぜ、転倒予防が重要なのかという

と、骨折をしてしまうと完全に元の機能に戻すのは難しいからです。 

 当日参加された一般市民の方を対象に、実際に転倒の危険性を探るために【５ｍ歩行スピード】、

【Timed up and Go test（TUG）】、【片脚立ち時間】、【握力】の４つを測定しました。また転

倒リスク評価表を用い、市民の方それぞれ客観的に自分で転倒の危険性を評価していただきました。５ｍ歩

行スピードテストでは横断歩道が渡り切れるかが目安となり、TUGや片脚立ち時間はバランス能力、また握

力は全身の筋力の指標になります。計測結果により、参加された市民の方々自分自身が転びにくいのか、転

びやすいのか理解してくださったのではないかと思います。 

 最後に、自宅で出来る転びにくい体を作る運動を紹介して、講演を終わりました。ふれあい健康フェスタ

の最後のプログラムだったにもかかわらず、多数の市民の方に参加し、熱心に聞いていただきましたこと

に、感謝いたします。  



ひまわり       

 将来看護師になりたいと思っていて、担任の先生に勧められて参

加しました。片麻痺の患者さんの介助や、レクリエーション、車椅

子介助を行いました。実際に車椅子に乗ってみて、普段分からな

い、車椅子に乗ったときの目線の低さや、まわりの人から見下ろさ

れる恥ずかしさに初めて気がつきました。身体的だけではなく、精

神的サポートができる看護師になりたいです。  

 看護師の叔母の姿を見て、かっこいいと思い看護師を目指してい

ます。去年参加できなかったので、今回の体験を楽しみにしていま

した。 

 手浴、足浴をしました。最初は緊張したけれど、看護師が患者さ

んに大きな声で、笑顔で接しているのを見て、改めて看護師はかっ

こいいなと思いました。手浴をした患者さんが、泣いて喜んでくれ

て、看護師になる前もなった後も、大変なことがあると思うけれ

ど、この笑顔を忘れずに頑張りたいと思いました。 

 私たちは現在、１年生５名、２年生３名、３年生６名の計１４名で活動していま

す。吹奏楽部としては人数が少なくて迫力には

欠けますが、少人数の私たちにしか出来ない演

奏・丁寧で安定感のある演奏を目指して練習し

ています。 

 今日は緊張しましたが、練習の成果を出せて

良かったです。12月24日に出水市文化会館で

定期演奏会を行うのでぜひお越しください。 

 看護師の母に勧められ、参加しました。将来医療関係の仕事をしたい

という訳ではないけれど、興味があって参加しました。 

 手足が不自由で、リハビリが必要な人たちの大変さや、血圧のはかり

方を知ることができました。また、患者さん達と風船バレーをして、み

なさん笑顔で楽しそうで良かったです。  

参加者へ感想を

インタビューし

ました。 



第３回脳卒中市民講座を開催しました！ 

 ８月２２日（土） 音楽ホールにて「第３回脳卒中市民講座」を開催しましたところ２００名を超える多く

の方々にご来場いただきました。 

 三大疾患の１つである脳卒中について脳神経外科医、薬剤師、看護師、作業療法士が、それぞれの職種の

立場から、脳卒中の予防や薬・看護・リハビリについて講演しました。またロビーの展示コーナーでは、脳

ドックなど各種検査のポスター掲示や、食品のサンプルを用いた塩分量の展示、専門医師による脳卒中・認

知症相談も好評いただきました。 

 来年度以降も継続して行っていく予定で、当院への理解をさらに深めていただけるよう、取り組んでまい

りたいと思います。 

今日の講演で印象に残ったことは何でしたか？  

当院へのメッセージや感じたことを教えてください。 

 最近、また、出水総合医療センターに入院する機会がありました。スタッフの方々にとてもよく
してもらいました。看護師の接遇が悪いと聞きますが、逆に気を使いすぎているように思えまし
た。優しい声もかけてもらいました。 

 講演の内容は理解できましたが、まじめな感じで、硬い印象でした。欲を言えば、市民講座な
のでもう少し砕けた感じで笑いも取り入れ、体験者の話など交えて具体的に話してもらえたら、
聴講者がもっと引き込まれる内容になってよかったのではないかと思いました。 

ひまわり   

 今回、入院して感じたことですが、入院している患者さんにもいろいろな人がいて、中には看護
師さんに細かい注文を言う患者さんもいて困っている場面もあり、同じ患者としていい気持ちのし
ないこともありました。看護師さん達は、患者さん達の排泄の処理、おむつの交換、食事の準備、
入浴、洗面など身の回りのことを全部してくれる、動けないときには特にありがたかった。とても
感謝しています。これからも、お世話になる病院だからこそ、よい方向に盛り上げいきたいと思っ
ています。 

そうなんですね。ありがとうございます。 

既読 

既読 

既読 

編集委員会から ～今回、脳卒中市民講座にひまわり編集員が赴き、参加者の方にインタビューをさせていただ  

         きました。インタビューに快く承諾していただき、誠にありがとうございました。 

今日の講演はどうでしたか？  
既読 

 全部わかりやすいでした。資料がたくさんあって、絵もたくさんあったから。あとは、リハ
ビリの話の時に実際の写真もあってわかりやすいでした。 

当院の印象はどうですか？ 

 以前代謝内科に通っていたのですが、とても良い先生がいて、看護師さんも親切でした。腎
臓病教室や糖尿病教室にも参加したのですが、わかりやすくてすごく良かったです。これから
も応援していますね。 

既読 



ひまわり      

糖尿病教室調理実習が開催されました！ 

今年度1回目の糖尿病教室・調理実習が、8月

28日、市民交流センター2階で開催されました。参

加者12名、スタッフは栄養士実習生3名・管理栄

養士1名の計16名です。「ご存じですか？めんの

カロリー」をテーマに、ジャージャー麺、ゴーヤサラ

ダ、抹茶寒を全員で調理し、試食しました。参加

者から「うどんと中華めんでこんなにカロリーが違う

んですか！？」(中華めんのカロリーは、うどんの

1.8倍です)「にくみそは麺だけじゃなくてごはんに

もあいそう！」など感想をいただきました。デザート

の抹茶寒はカロリー０甘味料を使用して作り、マー

ビーつぶあんと低カロリーアイスを添えていただき

ます。血糖値にも安心の甘味でした。最後に、

作った料理を試食しながら意見交換をして、気持

ちや情報を分かち合います。終始驚きあり、笑い

ありの楽しい実習となりました。 

次回の調理実習は来年度２月に実施予定で

す。ご興味のある方は出水総合医療センター栄

養科にお問い合わせ下さい。 
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ジャージャー麺の材料 

  目安 1人分 

中華めん   １２０g 

豚ひき肉   ３０ｇ 

＊肉みそ 1/4本 ２０ｇ 

 ＊ ねぎ   １０ｇ 

 ＊ なす   １０ｇ 

 ＊ たけのこ 1/8本 ２０ｇ 

 ＊ しいたけ 1/2枚 ５ｇ 

にんにく 1/4片 ２ｇ 

テンメンジャン 大１／２ ６ｇ 

減塩みそ 大１／２ ６ｇ 

トウバンジャン 少々 １ｇ 

だしわりしょうゆ 小１弱 ５cc 

マービー粉末 大1/4 ３ｇ 

酒 大１ １０cc 

鶏がらスープ   ４０cc 

片栗粉 大１/４ ３ｇ 

ごま油 大１/３ ３cc 

トマト 1/6個 ５cc 

きゅうり 1/4本 ２０ｇ 

ねぎ(しらがねぎ) 1/8本 １０ｇ 

ジャージャー麺の作り方 

１．きゅうりをせん切りに、しらがネギは水にさら 

してラップをかけ、冷蔵庫にいれておく。 

２．＊の材料を粗みじん、にんにくは芽を取って 

細かいみじん切りにする。 

３．調味料を計って準備しておく。 

４．フライパンを弱火にかけてごま油(分量の半分) 

を入れ、にんにく・豆板醤を入れる。 

５．にんにくと豆板醤が温まったら肉を入れる。 

６．ひき肉に火が通ったらたけのこを入れて炒める。 

７．たけのこに油が回ったところでテンメンジャン、 

みじん切りのネギを加えて炒め、酒をふりさっと 

混ぜた後中華スープを鍋肌から流し入れる。 

８．砂糖・しょうゆを入れ、椎茸を加えて少し煮る。 

９．好みでこしょうをふり、水溶き片栗粉を２～３ 

回に分けて入れ、しっかりとろみが付いたら残り 

のごま油を回しかける。 

11．中華めんをゆで、ゆであがったらザルに上げて 

冷水でもみ洗いしてぬめりを取り、水気をよく切る。 

12．皿にめん、肉あん、きゅうり、しらがネギをのせる。 



谷尾 玲菜 
 所属：3病棟（看護師） 

 趣味：音楽鑑賞 

フレッシュ職員紹介 

ひまわり    

 2018年度、新たに看護師4名･臨床工学士1名・臨床検査技師1名・放射線技師1名・薬剤師1名・

作業療法士1名の合計9人の仲間が加わりました。 

 入職してから半年経ち、仕事や職場環境にも慣れてきましたので、皆さんに顔と名前を覚えていた

だけるよう一人ずつ紹介をします。 

米澤 遥佳 
 所属：４病棟（看護師） 

 趣味：太鼓（エイサー） 

植元 香琳 
 所属：４病棟（看護師） 

 趣味：バスケットボール 

川上 恭平 
所属：5病棟（看護師） 

趣味：スポーツ観戦・映画 

藤原 真実 
 所属：臨床工学科 

   （臨床工学士） 

 趣味：読書 

三井 慎一郎 
 所属：臨床検査科 

   （臨床検査技師） 

 趣味：ギター 



ひまわり   

腎臓病教室を開催しました 

 CKD（慢性腎臓病）と言う言葉はあまり耳にしないかもしれませんが、現在では20歳以上の成

人の8人に1人がこのCKDと呼ばれる状態にあり、新たな国民病と言われております。 

 腎臓病は自覚症状が少ないため、知らず知らずのうちに病状が進行してしまいますが、早い時期

に発見し、食事や日常生活に注意することで、病気の進行を遅らせることができます。 

 今回、市民のみなさまを対象に、腎臓病に関する知識を深め、日常生活に役立てていただけるよ

う、病気について・薬を飲むための工夫・食事のとりかたなどを、医師・薬剤師・管理栄養士と一

緒に勉強しました。 

 前年度は悪天候も重なり、参加者が非常に少なかったのですか、今回は予想を上回る参加をいた

だき、突然の会場の変更でご迷惑をおかけしました。また熱心な講義と質疑で予定時間を超過しま

したが、最後まで興味をもって学んでいただき、大盛況のうち終了いたしました。 

終了後にいただいたアンケート結果を参考に、今後も腎臓病教室の充実を図り、ご要望に応えたい

と思いますので、次回もぜひご参加ください。 

山崎 隆也 
 所属：放射線技術科 

   （放射線技師） 

 趣味：ソフトボール 

平松 さやか 
 所属：薬剤科（薬剤師） 

 趣味：マラソン 

荒井 大樹 
 所属：ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ技術科 

   （作業療法士） 

 趣味：バスケットボール 



ひまわり      

 当院は鹿児島県より地域リハビリテーション広域支援センター（脳血管疾患分野・整形疾患分

野）として指定を受け、出水圏域（出水市・阿久根市・長島町）で活動を行っています。 

その活動の一環とて、平成２７年度に出水圏域のリハビリ資源マップを作成し平成29年度に改定

を行いました。リハビリ資源マップは患者さんや要介護者の方等の状態に応じたリハビリテー

ションを切れ目のなく、適切に受けていただくための情報提供、情報共有を目的として作成しま

した。 

 出水圏域の各施設・病院を、医療機関・訪問リハ・通所施設・入居施設の４つに分類してアン

ケートを実施し、リハビリテーションに関する情報集めて、当院ホームページの中の出水地域リ

ハビリテーション支援センターから誰でもご覧いただけるようにしています。出水圏域にお住ま

いの皆様、または施設・病院関係者の方も是非ご活用ください。 

 

 当院ホームページ下部の「各科のページ」欄の

「地域リハ広域支援センター」より出水圏域地域

リハビリテーション広域支援センターのＨＰにア

クセスできます。ホームページ内のリハマップか

らアクセスしてご利用ください。 

スマートフォン・タブレット等でご利用の方はこ

ちらのＱＲコードから直接アクセスできます。 



ひまわり   

新任新任新任    
 10月から眼科を担当いたします。5年ぶりに赴任し、懐かしい方々にお会

いし嬉しい思いとともに、再び出水で頑張ろうと決意を新たにしております。 

 この度もよろしくお願いいたします。 

 

■前任地 青雲会病院（姶良市） 

■専門  眼科 

■主な資格 眼科専門医 

■主な所属学会 日本眼科学会、眼循環学会、日本眼炎症学会 

眼科 

松尾 由紀子 
まつお  ゆきこ 

腎臓内科 

中原 舞 
なかはら まい 

 腎臓内科が医師2人体制となりました。患者さんによりよい診療ができるよ

う努めてまいりますのでよろしくお願いいたします。 

 

■前任地 国立国際医療研究センター（東京都） 

■専門 腎臓内科、リウマチ、膠原病 

■主な資格 日本内科学会認定医 

■主な所属学会 日本内科学会、日本リウマチ学会、日本腎臓学会、 

        日本透析学会 

スタッフが玄関前であいさつ運動を実施 

「おはようございます」 
 

 スタッフが玄関先であいさつ運動を実

施しています。 

  

 車いすの補助や歩行器の準備などお手伝いしま

すので、お気軽にお声かけください。 

 あいさつ運動を実践したスタッフも最初は恥ず

かしさなどありましたが、継続していくうちに自

然と気持ちを込めたあいさつができるようになり

ました。 

 患者さんに気持ちよく治療をうけていただける

よう、また接遇向上のためにも継続していきます

のでよろしくお願いします。 



ひまわり      

出水総合医療センターは紹介状がないと診察してくれないの？ 

 二次医療機関なので基本的には紹介状が必要だけど、紹介状がなくても

先生に相談して診察できる場合があるよ。来院前に電話をかけて確認した

らスムーズにいくよ。 

＜解説＞ 

 当院は入院患者の診療、救急医療、専門領域の診療、かかりつけ医からの紹介患者の診療を

行っています。また、CTやMRIなどの高度な検査が必要な患者への診療も担っています。 

 このように「検査が必要」「緊急を要する」「症状が重い」患者さんの検査、治療、入院診療

を行う二次医療機関としての役割を担っています。 

 このような予約や紹介患者が優先されますので、紹介状がなくても受診できますが、お待ちい

ただく時間が長くなることになります。紹介状がありますと医師が状況をすぐに把握できるため

余計な検査を受けなくて良くなりスムーズに診療を受けることができます。 

 午前8時３０分から午前11時までが初診患者の受付時間となっていますので、場合によって

はお断りして近くの開業医への受診をおすすめすることもあります。 

 また、紹介状なしの初回診察に限り「初診時特定療養費（７８７円）」が別途請求されます。 

膵がん検診終了のご報告とご協力に対する御礼膵がん検診終了のご報告とご協力に対する御礼膵がん検診終了のご報告とご協力に対する御礼   
 

 出水総合医療センターでは国立がん研究センター、鹿児島大学病院、鹿児島市立病院、鹿児島

県民総合保健センターとの共同研究で膵がんの早期発見を目指した臨床研究を行ってきました。 

ご存知の通り、膵臓がんは発見が難しく、また発見されても既に進行していることが多いため、

治療に難渋することが多い疾患です。今回の私たちの研究は検診で採取した血液の残りから

「apoA2アイソフォーム」という特殊なたんぱく質を検出することで早期膵がんを発見しよう

という革新的な試みです。一般住民を対象とした研究では鹿児島県の枕崎市と出水市において全

国で初めて実施されました。この度、出水市における膵がん検診が終了しましたので、皆様にお

礼の意味を込めまして、ご報告いたします。 

 出水市の住民検診は平成29年8月から10月にかけて5,353名を対象に実施されましたが、そ

のうち2,686名（50.2%）の方々が本研究に参加されました。検診で陽性となった方々のほと

んどは出水総合医療センターで精密検査（CT, MRI, 超音波内視鏡検査など）を受けていただき

ました。現在、検査結果を分析中のため、詳細な結果はまだご報告できませんが、ご参加いただ

いた住民の皆様、検診にご協力いただいた関係者の方々に深く御礼申し上げます。最終結果が判

明次第、皆様には改めてご報告したいと思います。 

 なお、出水市住民を対象にした膵がん検診は平成29年度のみで終了しましたが、平成30年度

は鹿児島県民総合保健センターで人間ドック受診者を対象として継続されています。この膵がん

検診に関心のある方は鹿児島県民総合保健センター人間ドック課（電話099-220-2622）ま

でお問い合わせください（参加には条件があります）。 

今回の検診での試みを契機に近い将来、膵がんの患者様が一人でも多く救われるよう、出水総合

医療センターとしても引き続き努力を重ねてまいりたいと思います。 



ひまわり    

 来年度から、広報誌「ひまわり」（年４回発行）は自治会を通じて出水市内各

世帯（「広報いずみ」と同じ）及び開業医等関係医療機関に配布する予定（現在

の500部から約2万部になります）のため、広告を募集する予定です。 

 このことから、宣伝効果が期待できますので、企業・商店のＰＲのほか、イベ

ントの宣伝などにご活用いただけるかと思います。 

 規格・料金等につきましては、詳細が決まり次第、広報誌およびホームページ

等でお知らせいたします。 

広告募集のご案内 

1１/７（水） 
第2回 院内感染対策委員会研修会（ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ･ﾉﾛｳｨﾙｽ対策） 

 院内感染対策委員会 

1１/１４（水） 
医療安全推進週間キックオフフォーラム （つづけていますか？ 確認行動） 

 セーフティマネジメント部会 

1１/２１（水） 

業務改善活動発表 

1.定着活動報告      ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ技術科、臨床検査科、消化器疾患センター、地域連携室  

2.決起大会             透析室＋臨床工学科    質的向上委員会 

1２/５（水） 

褥瘡対策全体研修会 

「褥瘡予防ケア スキンテアの見分け方とケア方法」 

 鹿児島市立病院 真方 美紀（まがた みき） 皮膚・排泄ケア認定看護師 

1２/１２（水） 
「脂肪乳剤を考える」 

 大熊利忠 名誉院長 

1２/１９（水） 緩和ケア研修会   緩和ケア委員会 

※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。 

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） 

 

 今回の第３号から院内有志で構成する「ひま

わり編集委員会」で初めての広報誌づくりに取

り組みました。編集委員一同「市民の皆さんに

当医療センターを身近に感じてもらえる広報

誌」を目指して、院内のさまざまな行事に参加

し取材を行い、写真を多く取り入れて様子がわ

かるように工夫を行いました。市民の皆さん、

いかがでしょうか？ 

 今後も編集委員一同、自分たちも楽しみながら、そして、市民の皆さんにも楽しみにしていた

だける広報誌になるよう試行錯誤しながら取り組んで行きたいと思っております。どうぞ、よろ

しくお願いします。                     ひまわり編集員会一同 



外外  来来  診診  療療  表  表  （１１月１日現在）（１１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医事課地域医療連携係にご相談ください。 

                           直通電話６７-１６５７ ＦＡＸ６７-１７６９●◎ 

編集：出水総合医療センター経営企画課企画財政係   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 

  甲状腺外来 楠元 孝明 楠元 孝明 楠元 孝明 楠元 孝明   

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 

  動脈硬化外来   桑野 孝志 
(第2・4・(5)) 

      

腎臓内科 
吉嶺 陽造 吉嶺 陽造 吉嶺 陽造   吉嶺 陽造 

  中原 舞   中原 舞 中原 舞 

脳神経内科 鹿児島大学     有銘 工 
（第2・5） 

  

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 松尾 由紀子 松尾 由紀子 松尾 由紀子   松尾 由紀子 

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・４） 

      


