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熊本県ドクターヘリ事業が平成24年1月16日に運航開始されることに先立ち、当院への患者搬送を想定し

た、当院ヘリポート(職員駐車場)への離発着訓練が1月11日に実施されました。 

 当院ではこれまでにも、熊本県の防災消防ヘリ｢ひばり｣による病院から病院へのヘリ搬送を活用して参

りました。しかしドクターヘリは、主に救急現場から病院へのヘリ搬送を目的とした運用が行われます。

今回の訓練では、実際に天草地域の現場から当院に搬送する際の搬送経路、受け入れ態勢や申し送り事項

の確認などが行われました。その後にドクターヘリの機内が公開されました。機内には同乗医師および看

護師が各1名ずつ乗り込み、搬送患者は機体後部の観音開きのドアから搬入されます。予備の座席が2つあ

りますが、家族などの同乗者は原則的に認められないようです。また、機内での医療行為は想定しておら

ず、現場で最低限の処置を行ってから医療機関へ搬送するそうです。 

 本格的に運用が始まれば初期治療を迅速に開始でき、搬送時間の短縮

も望めます。特に御所浦や山間部ではおおいに活躍してくれるのではな

いでしょうか。 

 

◎熊本県の防災消防ヘリである｢ひばり｣よりも機体は小さく、最高速度

も20kmほど遅いようですが、救急隊からの通報を受けてから約3分(訓練

時での測定)で熊本赤十字病院を飛び立てるとのことでした。天草地域か

らの距離を考えると｢ひばり｣よりも到達時間は早くなると思われます。 
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２０１２（Ｈ２４）２月号（第６４号） 

地域医療連携室通信 

  ひばり ドクターヘリ 

機種 アエロスパシアル AS

３６５N３ 

川崎式ＢＫ１１７Ｃ－

２型 

定員 操縦士1名 

副操縦士(？)1名 

救急隊員3名 

付添医師1名 

搬送患者1名  

同乗者(1名まで？) 

操縦士1名 

整備士1名 

同乗医師1名  同乗看

護師1名 

搬送患者1名 

原則として同乗者なし 

航続距離 800km 700km 

特徴 サイドのスライドドアよ

り患者を搬入する。医師

は必要時に搬送元もしく

は搬送先で同乗する。 

キャビン後端に観音開

きのドアがあり、機体

後方より患者を搬入す

る。必ず医師、看護師

が同乗する。 
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第４回市民健康講座～けっこうこわい糖尿病～ 

けっこうこわい糖尿病 

―ほったらかすのはもった

いない治療で寿命を延ばし

ましょう―    

と題して代謝内科医長山城

武司先生の講演がありまし

た。 
糖尿病と日本の医療費の関

係に始まり、糖尿病の各論

へと進みました。 

やはり興味を惹くのは食物のことでキャベツ

１個を基準にした御飯、りんご、みかん等の

比較は現実的で身近に感じる話でした。 

またサプリメントの話は皆、興味津々な様子

でした。個別の効果の是非はともかく「医薬

品になりきれなかったものがサプリメントで

す」という位置

づけに、私は妙

に納得してしま

いました。 

講義の終了後に

自己血糖測定器

を使用して、自

分の血糖を知る

という体験をしてもらいました。血糖への関

心は高く機会があれば測ってみたいと思って

おられることが分かりました。 

受講者は約６０名程でしたが、殆どが高齢者

であり願わくばもう少し若い年齢層に糖尿病

に対する意識が高まることが望まれます。 

今回の講演は、当院で毎月開催している糖尿

病教室の年度始めの第１回目の内容で糖尿病

とは？という動機付けの部分と言えます。こ

れを機会に更に糖尿病について 理解を深めて

頂くために今後の糖尿病教室の受講者が増加

することを願います。（糖尿病教室は毎月第

２金曜日の午後に開催しております。） 

      文責：堀川志美子（看護師長）  

当院では、検体検査、生理検査、放射線検

査、処方、投薬などの各種オーダ情報を情報

端末から入力して各部門に伝達するオーダリ

ングシステムを導入し、運用しています。現

在、平成２４年４月からのPACS運用開始に向

けて準備を行っています。 

PACSとは画像保存通信システム(Picture Ar-

chiving and Communication Systems)の略称で

す。 PACSを導入することにより、フィルム

の運搬や保管に伴う手間やコストの削減が期

待できるとともに、オーダリングシステム、

放射線科情報システム(Radiology Information 

System：RIS)などのシステムと連携すること

により院内業務の効率性を向上させることが

可能になります。 

たとえば、フィルム運用の際は撮影してか

ら現像するまでと、各診療科へ搬送する時間

が必要で、診察までに患者さんを待たせてし

まう状態ですが、フィルムレスPACS運用に

なってからは、撮影したとほぼ同時に画像が

サーバーへ取り込まれますので、患者さんが

撮影室から診察室へ戻る間に診療科の先生が

モニターで画像を確認できるようになりま

す。今後、平成２５年度の電子カルテ導入も

予定しており、院内の電子化による更なる患

者サービスの向上が期待できます。 

 

文責：大石芳臣 

 （放射線科長）  

PACSを導入予定 
放射線科長 大石 芳臣 
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編集後記 
○ついこの間、お正月を迎えたばかりだったのに、早2月を迎える。「光陰矢ノ如し」という言葉がついて出る。冬

真っ盛りの今、連日、日本海側地域の大雪が報道されている。雪による影響がほとんどない、ここ九州・天草地域の気

候が有り難く思われてくる。日射しの時間が日ごとに長くなり、ついこの頃はメジロの鳴き声も聞こえた。確実に春の

足音が高くなっている。                                       （福田） 

○全国的にも報道がなされているようにインフルエンザの患者数がここ数週間で飛躍的に増加している。当院において

も1月22日～28日にかけて38名の方がインフルエンザに罹患しており、前の週（1名）と比べて38倍に患者数が増加して

いる。インフルエンザの予防接種を行っている職員においても複数人の感染者が見られ、皆様におかれましても十分に

予防措置を講じて頂きご注意いただければ幸いです。                         （森口） 

医療施設の皆様の勉強会・研修会への参加をお待ちしています。 

参加申し込み・内容等については『地域医療連携室：TEL0969-62-1547』までお問い合わせ下さい。 

研修会・勉強会・行事予定表 

２月 ６日（月） 救急蘇生訓練 １７：１５～ 当院６階講堂 

２月１０日（金） 看護助手勉強会 １２：３０～ 当院２階会議室 

２月１４日（火） マザークラス 

 ○母児同室について 

１３：３０～ 当院６階講堂 

２月１５日（水） ＮＳＴ勉強会 １７：３０～ 当院６階講堂 

２月１７日（金） 心臓リハビリテーション教室 

 ○動脈硬化の予防について 

１３：３０～ 当院６階講堂 

２月２０日（月） 職員手帳勉強会 

禁煙研修会 

１７：３０～ 当院６階講堂 

１８：００～ 当院６階講堂 

２月２４日（金） 上天草がんサロン １３：３０～ 当院２階教養室 

２月２５日（土） 第３０回上天草総合病院学会  ８：３０～ 当院６階講堂 

２月２９日（水） 心臓リハビリテーション勉強会 １７：３０～ 当院６階講堂 

教良木診療所 応援医師紹介 熊本リハビリテーション病院 整形外科 原田正孝先生 

 初めまして、熊本リハビリテーション病院整形外科の原田正孝と申します。

平成23年４月より熊リハ病院に勤務しており、そのご縁で教良木診療所に診療

に参ることになりました。毎月第２木曜日が整形外科の診察日となりました

が、これから宜しくお願い致します。私はこれまでに大学病院を含め、国立療

養所や市中病院に勤務しており、外傷等を含めた一般整形外科を研鑽してきま

した。その中でも腰痛症の患者さんに対し装着感のよいコルセットの作成に取

り組み、現在比較的使い易いものが出来たと思っています。機会があれば教良

木でも使わせて頂きたいと考えています。教良木診療所へは月一度の診察なので十分なお手伝

いが出来るか心もとないところですが、上天草総合病院とも連携しながら、出来る範囲で頑張

りたいと思います。宜しくお願いします。 



 

-4- 

２月  診療案内 

内   科 
  代謝内科 

  消化器内科 

  呼吸器内科 
  

樋口 

坂本 

 

 

 

 

赤池 

和田 

吉村裕 

山城 

 

 

 

大村 

坂本 

吉村裕 

大村 

山城 

 

 

和田 

樋口 

和田 

山城 

 

 

 

大村 

坂本 

山城 

 

 

 

赤池 

応援医師 

 

循環器内科 脇田 

吉村拓 

脇田 

吉村拓 

脇田 脇田 

吉村拓 

脇田  

小児科 神薗 神薗 神薗 神薗 神薗  

外科・肛門外科 

消化器外科 

 

福田 

 

城野 

 

福田 

 

 

城野 

 

福田／城野 

 

整形外科 藤松 上原 藤松 重留(午後) 藤松 2/2 

2/17 

産婦人科 姫野 

値賀 

 

値賀 

(姫野) 

姫野 

値賀 

姫野 

値賀 

姫野 

(値賀) 

 

耳鼻咽喉科 － 熊大 － － 熊大 2/10 

眼科 竹下 竹下 － 竹下 竹下  

 

皮膚科 － － － 尹 － 2/2 

泌尿器科 － 小川 

2/14､28 

－ － －  

胃腸センター 和田 

城野 

吉村裕 

坂本 

福田 

赤池 

城野 

赤池 

福田 

赤池 

応援医師 

和田 

外科担当医 

 

歯科・口腔外科 福田 福田 福田 福田 福田 

 

 

新患担当 

※ペースメーカー外来は（３、６、９、１２月）に行います。 

※毎週木曜日は午後２時から午後５時まで診察を行います。 

月 火 水 木 金 休 診 日 

※姫野・値賀、２人とも男性医師です。 

※診療受付時間は午前８時３０分～１１時３０分まで行います。 

※眼科は、毎週水曜日は休診になります。 

※木曜日の重留医師の整形外科外来（予約制）は、午後２時から午後５時まで診療を行います。 

※歯科口腔外科は月～金の午後も診療を行います。又、火・木は午後６時まで診療を行います。 

※脳神経外科は月２回（第２、第４水曜日）の午後２時より診療を行います。（予約制です） 

※内科は、火・木の午後５時～午後６時まで診療を行います。 

※泌尿器科は2月14日・28日の午前中に診療を行います。 

※午後は、検査の予約外来です。ただし、月・水曜日は手術日です。 

※午後は、１時～４時３０分まで受付けます。 

 また、火、木の夕方診療（午後５時～６時）も行います。 

教良木診療所 応援 大村 樋口 樋口 応援 吉村裕 

御所浦診療所 応援 山城 

(第2･4午前） 

－ 

－ 

竹下午前  － 

－ 

御所浦北診療所 応援 － － － 赤池午後 － 


