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上 天 草 総 合 病 院 理 念 

信頼される地域医療 
基本方針 

1．私達は、患者様中心の医療をめざします。 
2．私達は、地域に根ざしたこころあたたかな医療を提供します。 
3．私達は、患者様に快適で安全・安心な医療を提供します。 
4．私達は、退院後も安心して療養できる病院をめざします。 
5．私達は、常に自己研鑽に努め、医療水準の向上に励みます。 
6．私達は、健全な病院経営をめざします。 

 地域医療連携通信 

上天草市立上天草総合病院 

２０２１（令和３年）２月号（第１７２号） 

上天草市立上天草総合病院 地域医療支援部 （直通） 

 電話：０９６９-５４-７３７３ FAX：０９６９-６２-１５４７ 

住所：８６６-０２９３ 熊本県上天草市龍ヶ岳町高戸１４１９-１９ 

電話：０９６９-６２-１１２２（代） FAX：０９６９-６２-１５４６（代）  

   URL ： http://www.cityhosp-kamiamakusa.jp/ 

   Eメール ； kamiama@cityhosp-kamiamakusa.jp 

   発行責任者：地域医療支援部長 城野 英利 

病院事業管理者  岸川 秀樹 
年頭のご挨拶 

 昨年は新型コロナ感染症の流

行のため耐える１年となり、

2021年も年初からの全国的な新

型コロナ感染症の感染拡大のた

め厳しい状況が続いています。

上天草総合病院は、院長先生の

指導の下で職員一丸となり新型

コロナ感染症に立ち向かい、病

院の通常業務を縮小することな

く病院機能を維持し2021年を迎えることができたよう

に思われます。 

 私は昨年10月から当院に赴任し、現在は病院の事

情・地域の事情を教えていただきながら、どのように

すれば病院が今までにもまして地域に貢献できるか模

索中です。上天草市に着任後、新型コロナ感染症の情

報収集を理由にＴＶのニュースをよく見るようになり

ました。ニュースを見るようになると、ニュース以外

の番組を見る時間も増え、なかでも時代劇をよく見ま

す。時代劇は勧善懲悪で、ストーリーの展開も予想で

き、仕事をしながらＴＶをつけっ放しでも理解でき、

安心感があります。中でも「鬼平犯科帳」は、多くの

人が評しているように秀逸な作品と思います。人情の

機微に触れるセリフも多く出てきます。中村吉右衛門

氏が扮する主人公の「鬼平」は今で言えば警視庁と裁

判所を兼ねた役所の長官です。ある日、誘拐と恐喝の

罪で逮捕された一人の侍と対峙することになります

が、その男は「鬼平の奥方」のかつての婚約者で、

「鬼平」に「偉そうな口を聞くな。お前は俺が捨てた

女を娶
めと

った。・・・・・」などと悪態をつきます。そ

の男に「鬼平」が語る言葉は「女は惚れなきゃいけね

え。惚れて惚れて惚れなきゃ、女の本当の良さは、わ

からねえ。」多少表現が異なるかもしれませんが、そ

のようなセリフであったと記憶しています。 

 新たな仕事、新たな医療圏で仕事をするということ

は、「鬼平」のセリフに通じるものがあると感じてい

ます。「(地域に)惚れなきゃいけねえ。(地域に)惚れ

て惚れて惚れなきゃ、(地域の)本当の良さは、わから

ねえ。」 この地域この医療圏を大好きになり、地域

の現状を丸ごと受け入れ、その先に方策が見えるので

はないかと希望を持っています。しかし、盲目的にな

らぬように仕事にあたりたいとも思っています。贔屓
ひ い き

の引き倒しになっては、相手が迷惑ですし、度が過ぎ

るとストーカーとも言われそうです。 

 上天草市には、都市部にない良い点が多々ありま

す。風光明媚な海と山があり、豊かな資源を持つ地域

で自然の良さが強調されがちですが、その魅力は、自

然よりも人ではないかと私は思います。伝統があり、

独立心が強く、周辺の地域に煩わされず、独自の発展

をしてきた、人情に厚い土地柄と思います。私はリハ

ビリ前の体調チェック業務を担当していますが、ほと

んどの人が自分自身に痛みがあるにもかかわらず、リ

ハビリで同席した人と挨拶を交わし、相手の体を気

遣っておられます。これが、都会であれば、個々にイ

ヤホンを付け、周囲の声が耳に入らないように工夫

し、良くても会釈をするぐらいではないかと思いま

す。 

 残念なことに上天草市でも新型コロナ感染者が徐々

に増加してきました。クラスターが発生すれば急激な

増加もありえます。感染爆発を防止するために数カ月

以内のワクチン供給が計画されていますので、当院も

上天草市圏の皆様へワクチンを接種する活動に参加す

べく臨戦態勢です。病院の質がさらに向上し、地域に

貢献でき、地域で高い評価を頂けるように職員全員で

頑張りますので、引き続き御支援を御願い致します。 
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 リハビリテーション科で言語聴覚士として勤務

しております林亜星と申します。言語聴覚士とは、

理学療法士や作業療法士と同様にリハビリテーショ

ン資格の一つであり、その名の通り、様々な原因で

「ことば」の表出や理解に問題を抱えた方を援助す

る専門職です。また、ことばの訓練を行う際には口

腔や呼吸器に対する訓練を

行うことから、併せて食事

を摂取することに問題を抱

える方の援助も行っていま

す。外来での言語訓練・食

事の訓練も可能ですので、

ご希望の方は当院にご相談

ください。 

今回本稿を拝命し、さて何を書こうかと逡巡しま

したが、今回は趣向を変えて子どもの言語発達と言

語療法について述べてみたいと思います。この「地

域医療連携通信あこう」の読者の中には、おじい

ちゃん・おばあちゃん世代の方も多く、長引くコロ

ナ禍にあって正月の帰省を断念せざるを得ず、お孫

さんに会うことができなかった方もおられると思い

ますので、その方の事を想いながら読んでいただ

き、少しでも何かの参考になれば幸いです。 

子どもの言語発達は、運動機能や身体の発達と比

較するとやや個人差が大きいと言われていますが、

通常概ね1歳前後ごろから意味のあることばを話し

始めるようになります。そのころはまだ【わんわん

(犬)】【ぶーぶ(車)】など、いわゆる「赤ちゃんこと

ば」でありそれが2歳半ごろになると「語彙の爆

発」と呼ばれる時期を迎え、急激に話せる語が増え

てきます。さらに4歳ごろになるとおよそ1500～

3000語ものことばを理解するようになり、日常会話

がほぼ完成します。一方で例えば【とうもころし(ト

ウモロコシ)】や【てべり(テレビ)】【がじゃいも

(ジャガイモ)】のように単語内の子音の位置が入れ

替わったり、【うちゃぎ(ウサギ)】【ちりん(キリ

ン)】【みたん(ミカン)】【りんど(リンゴ)】など子

音が他の子音に置換する誤りもこの時期にはよく現

れます。4,5歳ごろのこのような間違い方は言語発達

の過程で誰にでも起こりうるもので、ほとんどの場

合6歳ごろまでには正しく発音できるようになるた

め通常は問題視しませんが、中には他に言語発達を

阻害する要因(知的発達の遅れや口腔内の形態異常な

ど)が無いにもかかわらず、小学生になってもこのよ

うな話し方をする児がおり、そのような場合には言

語訓練により正しい発音の方法を指導するなどの対

応が必要となる場合があります。 

もう一つ、小児の言語発達において重大な問題と

なる症状に「吃音(きつおん)」があります。現在で

は言いませんが、吃音は一昔前までは「どもり」と

も呼ばれており、「言おうとすることばが出てこな

い(難発)」「ことばの一部を何度も繰り返す(連発)」

などの言語症状のために会話によるコミュニケー

ションが困難になります。好発年齢は2～4歳ごろ

で、この時期の急激な言語発達の副産物であると捉

える向きもあります。発症の原因ははっきりしてい

ませんが、種々の研究により遺伝的な要因で発症

し、環境により悪化するようだという見解が得られ

ており、「親の育て方が悪かった」とか「本人の気

質・性格のせいだ」などと言った俗説は明確に否定

されております。根本的な治療法は開発されており

ませんが、症状の緩和のためにはコミュニケーショ

ン環境を整え、保護者が適切な知識を得ることが重

要ですので、吃音についてご心配がある際は一度当

院の小児科を受診され、ご相談されることをお勧め

いたします。 

まだまだ寒さは続き、新型ウィルス感染症の猛威

も収まる気配がありません。今年は少し寂しい正月

を迎えられた方も多いとは思いますが、引き続き感

染予防策を徹底し、体調を崩さぬよう心掛けましょ

う。 

子どもの言語発達と言語療法 

言語聴覚士  林 亜星 
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編集後記 

○「建国記念の日」は日本ができた日じゃない？ 

「建国記念の日」は、「建国をしのび、国を愛する心を養う日」として、1966年に定められました。この

2月11日という日付は、初代天皇とされる神武天皇の即位日である【旧暦】紀元前660年1月1日にあたり、

明治に入って【新暦】に換算した日付というわけなのです。史実に基づく建国された日とは関係なく、た

んに建国されたという事実をお祝いするという考えのもと、「記念日」ではなく「記念の日」となりまし

た。ナショナリズムに傾倒しすぎるのは問題と思いますが、日本人として『自分の国』の誕生を祝ってみ

ませんか？（城野） 

２月１２日（金） 学研・基礎研修） 

 転倒・転落へのあせらない対処法 A to  Z 

  ～要因別対応のしかた～ 

１５：００～ 当院６階講堂 

２月１９日（金） 心臓リハビリテーション教室 
 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当面の間、 

開催は中止します。 

１４：００～ 当院６階講堂 

２月２６日（金） 
がんサロン 
 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当面の間、 

開催は中止します。 

１３：３０～ 当院６階講堂 

研修会・勉強会の行事予定表 

くまもとメディカルネットワークに参加しませんか？（参加施設増加中）  

 くまもとメディカルネットワークとは、熊本県医

師会が運営主体として、県内の医療機関や介護関連

施設などで参加者（患者さん）の診療・調剤・介護

に必要な情報を共有し、医療・介護サービスに活か

すシステムです。 

 参加医療機関の診療情報（処方・注射・検査結

果・放射線画像等）は、県医師会内のセンターサー

バーに保管され、参加者の同意が得られた参加施設

からのみ参照することができます。そして、参加施

設には以下のようなメリットがあります。 

▼参加医療機関・介護関連施設のメリット 

・診療情報の迅速な共有が可能となることで、質の

高い医療・介護サービスを継続して提供できる。 

・他の医療機関で収集した禁忌薬剤、食材、アレル

ギー情報を共有できることで安全な治療に繋がる。 

・診療情報提供書や放射線画像情報の郵送時間、取

込時間等の短縮に繋がる。 

 上天草市の医療・介護関連施設・薬局等の参加施

設数は15施設(2021/1/20現在)と、前年から12施設増

加しております。 

 今後も多くの皆様に参加して頂くことが上天草市

の医療情報共有基盤を整えることに繋がりますの

で、参加登録をよろしくお願いいたします。 

情報管理室  森口 元気 

  ※施設参加登録等の詳しい情報は、

熊本県医師会：くまもとメディカル

ネットワークホームページをご確認

ください。 
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２ 月  診 療 案 内 

 月 火 水 木 金 休 診 日 
       

 

内   科 
  消化器内科 

  呼吸器内科 

和田 正文 

小林 博 

林 広隆 

岸川 秀樹 

和田 正文 

原田 裕士 

林 広隆 

原田 裕士 

小林 博 

中村 太造 

和田 正文 

原田 裕士 

林 広隆 

小林 博 

村本 啓 

 

代謝内科 
※花谷 聡子   岸川 秀樹 

※小野 薫 
（第1･3･5） 

 

※大津 可絵 
（第2･4） 

 

脳神経内科 
   

林 広隆 
（午後） 

 
 

 ※毎週木曜日午後から予約制の診療となります。  

循環器内科  
脇田 富雄 脇田 富雄   脇田 富雄 

 

小児科  
船曳 哲典 ※熊大 船曳 哲典 船曳 哲典 船曳 哲典 

2/17㈬ 

外科・肛門外科  
消化器外科 

大堂 雅晴 城野 英利 大堂 雅晴 城野 英利 大堂 雅晴 
 

整形外科  藤松 晃一 ※上原 悠輔 
藤松 晃一 

村上 直也 
藤松 晃一 村上 直也 

 

 ※毎週火曜日の診療開始は10時50分からとなります。 

※毎週水曜日の藤松医師の診療は予約のみとなります。 

耳鼻咽喉科   － ※熊大 － ※熊大 ※熊大 
 

眼科  粟井 麻衣子 竹下 哲二 竹下 哲二 竹下 哲二 竹下 哲二 
 

※第1・第3・第5水曜日は、熊大医師による診療となります。 

皮膚科 － － － ※熊大 － 
 

泌尿器科 － 小川 愛一郎 － － － 
 

超音波・ 
内視鏡センター 

城野 英利 中村 太造 ※松野 健司 大堂 雅晴 ※山﨑 明 
 

歯科・口腔外科  福田 敏博 福田 敏博 福田 敏博 福田 敏博 福田 敏博 
 
 

※午後は、13時～16時30分までの受付です。 

教良木診療所 応援 原田 裕士 小林 博 応援 応援 林 広隆 

御所浦診療所 応援                       
竹下 哲二 
（午前） 

    

※診療受付時間は午前８時３０分～１１時３０分までです。 

※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） 

※診療案内は都合により変更となる場合があります。ご了承ください。 

※は、熊大応援医師 


