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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

花畑クリニック　前田　将臣

　「何で俺や。文才がないけんダメて～。」「何とかお願
いしますよ～。」本年１月のバスケットボール OB 会で
土井俊徳先生から、「友達の輪～ Relay トーク第４弾」
をお願いされました。彼には俺が断れないだろうという
勝算があったのです。以前西部医師会の次の世話人を先
輩風を吹かせて引き継いでもらったことがあるのです。
文才がないので苦手なのですが、致し方なく引き受けた
次第です。
　私は市役所の前、県の医師会館の真横のビルでクリ
ニックを開業しています。旧第二外科に入局し開業など
は全く考えてもみなかったのですが、運命のいたずらと
でもいいましょうか、いろいろな状況が錯綜し今に至っ
ております。（詳しい事情は知る人は良くご存知と思い
ます）。開業して一番の問題は消化器などの専門分野以
外にほとんど知識がなかったことです。外来患者さんは
専門分野以外の疾患のほうが多く、中核病院への紹介は
必須でした。その頃からやはり頼りになったのは地域医
療センターの存在でした。元院長の八木先生や前院長の
廣田先生は第二外科の先輩であり、以前からなんでも相
談に乗って頂いていましたし、現在の外科の杉田先生や
富安先生はバスケットボール部の後輩です。もちろん他

の科の先生方も気楽にお願いできて非常に安心感があり
ます。その中でも欠かせないのは柏原先生の存在です。
彼とは中学時代からの同級生です。体育館掃除の範囲に
ついて口論になり、何故だかその時から親しく付き合う
ようになりました。お互いの家を行き来し、時々彼の家
に泊まったりしていました。柏原先生が東京の大学に
行った後は「妹のことをよろしく頼む。」と言われ相談
相手になっていました。しかし、彼の妹と結婚すること
になった時「まさかお前に妹を嫁がせるとは思わなかっ
た。」と複雑な表情をしていたのを思い出します。今は
呼吸器関係はほとんど柏原先生に相談しており、とても
いい義兄さんを持てたと感謝しています。
　さて最近の一番大きな出来事を書かせていただきます。
３月１３日に親友が亡くなりました。３年前にステージ４
の肺癌が発覚し、化学療法で一時はほとんど病巣がなく
なるほど改善していたのですが、今年の１月下旬に再燃
してしまいました。大学の同期でしかも同じバスケット
ボール部で、私の友人の中ではたぶん一番まじめな奴で
した。大学時代はマージャンとクラブ三昧でほとんど授
業に出ていなかった私にとっては、彼のノートのおかげ
で医者になれたといっても過言ではありません。また、
入局に際しては当時から親交のあった第二外科の北野邦
俊先生の自宅に連れて行き第二外科に引き込んだのも私
です。医者になってからも時々説教してくれ私にとって
は恩人でした。闘病中に何が一番心配か尋ねたところ

「自分の患者さんと病院だ。」と答えたと、葬式の挨拶で
奥様が申されておられました。最後まで私に叱咤激励を
してくれていた感じがしました。今後は彼の分まで医者
として全力を尽くそうと思っております。
　次回の「友達の輪」は、第二外科の同級生北野伸浩先
生にお願いしております。

地域医療センターとのつながりと私の近況
「友達の輪～ Relay トーク 第４弾」
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血便が出たらどうする？
血便を起こす病気

血便とは：
　血便が出たら、便の状態を良く観察しましょう。
　血便とは新鮮な赤い血液の事で、下部消化管（大腸、
肛門）からの出血の場合が多いです。下血とは黒味が
かった血液の事で、上部消化管（胃、十二指腸）から
の出血の場合が多いです。
出血時の症状：
　循環血液量の10% 程度、500mL までの出血であれ
ば、ほぼ無症状です。25% 程度出血すると、頻脈、
顔面蒼白、血圧低下などの症状が出てきます。40%
以上出血すると、意識障害やショック状態となり、早
急な処置が必要となります。
病院を受診すると（問診）：
　いつから、どのような状況で、どの程度の量の出血
があったのかを詳しく聞かれます。痛みや発熱、嘔吐
などの症状を伴うかも大事な情報です。腰痛などで痛
み止めの薬を飲んでいるか、心臓の病気で抗血小板薬
や抗凝固薬を飲んでいるかなども重要な情報で、診断

の助けになります。
検査、治療：
　お腹や肛門の診察、血液検査、腹部エコー検査、腹
部 CT 検査、内視鏡検査を行います。出血が続いてい
る場合には止血処置をする事もあります。
　血便の治療は、基本的には絶食で腸管を安静にする
ために、入院で点滴をします。緊急性がある場合には、
内視鏡的に止血術を行います。止血できない場合、動
脈塞栓術や外科手術を行う事もあります。癌が見つ
かった場合には、外科的な切除術を念頭に治療を行い
ます。
血便を起こす病気：
　大腸や肛門の病気がほとんどです。
　大腸憩室出血、虚血性大腸炎、痔核、大腸癌、炎症
性腸疾患、出血性腸炎、大腸ポリープの内視鏡治療後
などがあります。最も頻度が多いのが大腸憩室出血で、
虚血性大腸炎、痔核が続きます。
　次号掲載予定：「大腸ポリープとは」内視鏡治療に
ついて　消化器内科部長　田村文雄

内科医長　山之内　健伯

退任挨拶
　平素より大変お世話になっております。
2017年４月から３年間にわたり熊本地域
医療センターで勤務させていただきまし
た。当初の目標である胆膵領域の症例を
多く経験させていただき大変勉強になり
ました。難しい症例も先輩方に相談でき、
安心とともにベストな治療を患者さんに
提供することを実感できました。医者に
なって20数年がたちますが、ここにきて
初めて経験させていただいた手術もまだ
まだありまして引き出しをさらに増やす
ことができました。私が勤務させていた
だいた病院はどこも上司やスタッフに恵
まれておりましたが、特に地域医療セン

ターは外科医にとって働きやすいところ
だと痛感いたしました。本当に感謝申し
上げます。コロナウイルスの影響でお酒
を酌み交わしながら皆様に直接お礼を言
う機会がなくなったことは残念でなりま
せんが、ここで学んだことを次の赴任先
で発揮することで熊本地域医療センター
のよさをアピールしていきたいと思いま
す。2020年４月より都城医療センターへ
赴任いたします。地域医療センターの建
て替えまでには熊本の地に戻ってきたい
と思います（ちょっと心配ですが）。３
年間本当にありがとうございました。今
後ともよろしくお願いいたします。

外科
小森　宏之
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　2017年度より３年間お世話になった地
域医療センターを退職することとなりま
した。
　来た当初はいままでの病院との違いな
ど戸惑うことも多くありましたが少しず
つ慣れ、とても居心地がよくなってきた
ところでしたので残念です。
　病院の規模から全ての先生と個人的に
会話できる距離感で相談しやすく、診療
はとてもやりやすかったです。
　私は消化器内科ですので特に外科の先
生にお世話になることが多かったのです
が、カンファレンスなどを待たずに直接
相談できることで空き枠があればすぐに
手術を入れてもらえたり、内視鏡治療で

のトラブルの際にも迅速に対応して頂け
たことは本当に感謝しています。各科の
垣根が低く大きな病院ではなかなかでき
ないスムーズな連携は当院ならではだと
思います。
　また看護部、事務、検査部などスタッ
フの方々にも本当に優しく接してもらい
ました。これほど暖かい病院はなかなか
ないと思いますので、変わらず患者さん
やこれから来るスタッフにも満足しても
らえるいい病院でいてほしいと願ってお
ります。
　熊本市医師会ならびに熊本地域医療セ
ンターの益々のご発展をお祈り申し上げ
ます。３年間ありがとうございました。

　2019年４月から2020年３月まで勤務さ
せて頂きました。この１年間を振り返る
と様々な思い出が蘇ります。ラパコレや
アッペ、ヘルニアを熟していく中で、胃
癌や大腸癌手術、膵頭十二指腸切除術と
いった難しい手術も経験させて頂きまし
た。また、患者さんから感謝されること
もあれば、治療が適わず不幸な転帰を辿
られた患者さんも複数名担当させて頂き
ました。４月から大学院に進学しますが、
この１年間の経験を糧に研究・診療に励
んで参ります。医師になって5年が経と

うとしておりますが、まだまだ未熟であ
り、ご指導頂いた上級医の先生方やコン
サルトして快く引き受けて頂いた他科の
先生方、サポートして頂いたスタッフの
皆様に改めて感謝申し上げます。ようや
く馴れてきたかなという時期での異動と
なり大変残念です。短い期間でしたが大
変お世話になりました。ありがとうござ
いました。また出動協力医として外来で
お世話になることがあるかもしれません
が、その際にはどうぞよろしくお願い致
します。

消化器内科
二口　俊樹

外科
佐藤　寛紀

　2019年４月から2020年３月までの１年
間、お世話になりました放射線科の菊池
と申します。当院は医師会の先生方から
の検査依頼が毎日あり、依頼医との面と
向かってのコミュニケーションが困難な
場合にいかに文章と画像を見ただけでク
リアな情報を提供できるか、ということ
を私なりに気にかけてレポート作成して
参りました。松川先生と矢村先生には、
温かく理論的なご指導をいただき、とて
も勉強になりました。肝胆膵疾患の検査
依頼が多数あり、松川先生はその領域の
ご専門でもあり、今後の貴重な財産に
なったと思います。透視検査も行いまし

たが、今後病院によっては透視検査を放
射線科が行わないこともあるので、これ
も大変勉強になりました。当院は読影ス
ペースと CT 撮像スペースが同一の部屋
にあり、コメディカルの方とのコミュニ
ケーションが取りやすい空間になってい
ました。もちろん、コメディカルの方が
話しやすい方が多いというのも安心して
働けました。この１年間で少しでも当院
の診療の役に立てていたのならば幸いで
す。今後も当院での経験を生かして診療
を行っていこうと思います。短い間でし
たが、お世話になりました。

放射線科
菊池　陽子

退任挨拶
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　4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、5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　⇒　新型コロナウイルス感染症で、退任の先生方の送別も含め、様々な
イベントが中止になるなど、世界経済に及ぼす影響が懸念されている中での
発行となります。熊本地域医療センターも社会的な使命を果たしていくこと
が求められています。危機的状況だからこそ、「友達の輪～Relay トーク第4
弾」で前田先生が述べておられますように、会員の皆様と協力していける当
院の強みが期待できると思います。そのためにも皆様のご支援をよろしくお
願いいたします。
　新院長杉田裕樹先生のご挨拶は来月の本誌５月号で掲載します。まずは、
ホームページの「院長挨拶」をご覧下さいませ。

Ｈ　⇒　新年度を迎え、新入職員も入りました。約一年前に入社した時を思
い出し、なんだか懐かしい気持ちになりました。いつまでも新人ではいられ
ないので、今年度はより一層精進して参ります。

　2019年４月から外科レジデントとして
勤務させていただきました加藤 梨佳子
と申します。１年間があっという間に過
ぎ去り、それだけ地域医療センターでの
日々が充実していたのだと感じています。
　初めは新しい環境に緊張していました
が、すぐに当院で働く事が好きになりま
した。それも指導熱心な外科の先輩方、
相談しやすい他科の先生方、明るくそし
てとてもよく働くコメディカルの方々の
おかげです。また、医師会の先生方にも
数多くの患者さまをご紹介していただき、
１年で多くを経験する事ができました。
地元である熊本の、地域連携を特に大切
にしている当院で診療を行い学んだ事は

今後の医師人生でも大切にしていきたい
と思います。
　2020年４月からは、熊本大学附属病院
で診療、そして大学院生として研究を
行っていく予定となっております。１年
で離れてしまう事を非常にさみしく感じ
ますが、今後、大学院を卒業してしたの
ちにさらに地域医療センターに貢献でき
るよう成長し戻ってこれたら、と願って
います。
　最後になりますが１年間という短い期
間でしたが大変ありがとうございました。
みなさまには今後もお世話になることと
思います。どうぞ何とぞよろしくお願い
申しあげます。

　昨年10月から半年間という短い期間で
はありましたが、ありがとうございまし
た。小児科のスタッフはもちろん、他科
の先生や各検査や事務のスタッフの皆様
にも大変お世話になりました。慣れない
中でみなさん優しく教えてくださりとて
もありがたかったです。
　地域医療センターに来られる患者さん
の多くは、開業医の先生方からの紹介で
す。まだまだ経験の短い小児科医として、
どの患者さんも勉強させていただくこと
がとても多かったです。そして元気に
帰ってくれる子どもの笑顔にはとても癒

やされました。また小児救急を担う病院
として、感染症の流行などで患者さんが
多かったり、ときに重症の患者さんが来
られたりすることがあります。そんな中
で、熊本の医療がたくさんの人の努力に
よって支えられていることを改めて実感
しました。
　４月からは熊本労災病院での勤務にな
ります。この病院で学んだことを生かし
て、新しい環境でもまた頑張っていきた
いと思います。短い時間ではありました
が、この病院でとても大切な経験ができ
ました。本当にありがとうございました。

外科
加藤梨佳子

小児科
濱口　正義

退任挨拶


