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病院敷地内全面禁煙のお知らせ

皆様のご理解とご協力をお願いします。

熊大病院ニュース

本院は、患者本位の医療の実践、医学の発展及び
医療人の育成に努め、地域の福祉と健康に貢献する。

・ 良質な医療を受ける権利 
・ 十分な説明と情報提供を受ける権利 
・ 自分の意思で医療を選ぶ権利 
・ プライバシーや個人情報が保護される権利

・ 患者の希望、期待、要求を尊重する医療の実践
・ 安全安心で質の高い医療サービスの提供
・ 優れた医療人の育成 
・ 先進医療の開発と推進 
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・ 自分の健康状態について正確に伝える 
・ 本院の規則を遵守する 
・ 迷惑行為を行わない

【理　　念】

【基 本 方 針】

【患者の権利】

【患者の責務】

熊本大学医学部附属病院の建物内、 敷地内（含む
中庭、 駐車場） および病院周辺の道路は全面禁煙
です。 喫煙を確認した場合は、 来院者には退去勧
告、 入院患者さまには退院や転院を勧告いたしま
す。 禁煙へのご理解とご協力をお願いいたします。

熊本大学医学部附属病院 広報誌
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【監修】熊本大学医学部附属病院 医療情報経営企画部　宇宿 功市郎  部長 

くまもとメディカルネットワークくまもとメディカルネットワーク
熊本県地域医療等情報ネットワーク熊本県地域医療等情報ネットワーク

くまもとメディカルネットワークとは？

　くまもとメディカルネットワークとは、病院・診
療所・歯科診療所・薬局・訪問看護ステーション・
介護施設をネットワークで結び、患者さんの診
療・調剤・介護に必要な情報（医療機関等の受診
歴、病名歴、検査結果、処方内容、画像情報）を共
有することで、より良い診療 に役立てることがで
きるしくみです（図1）。
　本ネットワークの「利用施設」として登録されて
いる施設において、患者さんが「参加同意書」を
提出することで本ネットワークに参加することが
可能となります。（詳細は次ページ上段参照）

　本ネットワークは熊本県、熊本県医師会、熊本
大学医学部附属病院の3者が一体となり構成し
た「熊本県地域医療等連絡協議会」が主体とな
り、構築・運営しています。
　現在、本院と県内基幹病院では本ネットワーク

の活用を促し、今後は患者さんの情報（医療機関
等の受診歴、病名歴、検査結果、処方内容、画像
情報）連携を「くまもとメディカルネットワーク」を
通じて行うことを目指して活動を行っております。
　現在、熊本県内で本ネットワークを利用できる
施設数は313施設（平成30年10月18日現在）とな
り、少しずつではありますが県内での整備が進ん
でいる状況で、今後ますます利用可能施設を増や
していく予定です。
　本ネットワークの趣旨をご理解いただき、ぜひ
「くまもとメディカルネットワーク」へのご参加を
検討いただければと思います。

特別なしくみが用意されています

　参加手続き時に、情報を共有してもよい医療介
護施設を患者さんに指定して頂き、通常は、それ
らの施設でのみ情報を共有します。しかし、参加
されている方が、意識を失い救急搬送された場合
など、参加者自身が意思表示をできない状況で
は、くまもとメディカルネットワークに登録されて
いる医療機関の緊急措置に従事する医療従事者
などに限り情報を共有することができるしくみを
用意しており、緊急時や災害時にも迅速で適切な
治療を受けることができます。

　くまもとメディカルネットワークに関する情報は
HPにも詳しく掲載しております。※ また興味のあ
る方は、本院の総合案内へお問い合わせくださ
い。

図 1 くまもとメディカルネットワーク
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※くまもとメディカルネットワークHP
　http://kmn.kumamoto.med.or.jp/



特集：くまもとメディカルネットワーク／イベント紹介 第 26 号　2018.11 2Kumamoto University Hospital News

　２０１8年８月24日（金）外来診療棟ホールに
て「ちっちゃな夏祭り」が開催されました。「ちっ
ちゃな夏祭りは」は、本院に入院している子ど
も達とそのご家族を対象に毎年開催していま
す。子ども達はバルーンアートショーやポップ
コーン、わた菓子、ヨーヨーすくいなど夏祭りを
楽しんでいました。

ちっちゃな夏祭りを開催

イベント紹介 一般財団法人 恵和会の助成により開催されている院内のイベント等をご紹介します。

【写真】 バルーンアートで作ったキリン

・参加者（患者さん）は、無料でご参加いただけます。
・診療費、調剤費、介護費等の自己負担分は通常と変わ
 りません。

総合案内お問合せ  ☎096-373-5978
受付時間／月～金 8：30～17：15 （祝祭日を除く）

※熊本大学医学部附属病院では、総合案内で手続きを行っています。

参加手続き方法

本院をはじめ、利用施設に登録されている
施設で『くまもとメディカル
ネットワークに参加したい』
とお伝えください。

登録後、情報の共有を開始します。
くまもとメディカルネットワークを利用している利用施
設で、参加者（患者さん）の診療・調剤・介護等に必要な情報
の共有が開始されます。

参加者カードをもらえば手続き完了です。
※利用施設の追加・変更時に参加者
　カード番号が必要になりますの
　で、紛失等ないようにお願いしま
　す。

『くまもとメディカルネットワーク参加同
意書』を記入（印鑑不要）する。



新任役職者紹介

　平成30年6月に呼吸器内科の教授・
診療科長を拝命いたしました坂上拓郎
です。
　私は新潟出身で、平成9年に新潟大
学を卒業し、いままでの大半を故郷で
過ごしてきました。熊本はもとより九州
の地での暮らしは初めてとなります。
　呼吸器内科医が頼りにされる疾患と
して、肺癌、COPD・喘息、間質性肺炎、
睡眠呼吸障害、呼吸器感染症などがあ
ります。高齢者でよく見られる疾患も多
く、昨今の高齢化の進行に伴い呼吸器

疾患を患っている方も増え続けていま
す。
　また、診断法・治療法は、少し前には
誰も想像できなかった進歩を遂げてお
ります。こういった患者さんの数の増加
と専門性が必要とされるなかで、地域の
連携病院との協力のもとに呼吸器内科
としての最善の診療を提供していくこ
と、またそのために人間味あふれる優
秀な後進を育てることに全力で取り組
んでいく所存です。どうぞよろしくお願
い申し上げます。

　平成30年7月1日に８代目の教授を拝
命し赴任してきました。
　私は、広島県にある国立病院機構呉
医療センター・中国がんセンターなど
で、幅広い精神疾患の治療と気分障害
の研究を行ってきました。精神科医は、
全人的な視点で治療に取り組み、患者
さんとともに歩み成長できる、とても魅
力ある仕事です。また、新しい診断・治
療法の開発やこころの仕組みを解き明
かすことができる無限の可能性を秘め
た脳科学が応用できる仕事です。 
　私は、呉医療センターにおいて、bed 

side-to-bench・bench-to-bed sideという
スタンスで、うつ病などの気分障害の病
態にグリア・炎症のプロセスが関与する
新しい視点から血液・髄液バイオマー
カーの候補を見出し、また、抗うつ薬の
新しい作用点がグリアのリゾフォスファ
チジン酸１受容体（LPA1）であることを
見つけました。分子脳科学分野などの
基礎医学、他の臨床医学の教室と密に
連携しながら、ここ熊本大学でもbed 
side-to-bench・bench-to-bed sideの理
念で、診療に還元する挑戦をしたいと考
えています。

神経精神科 教授

竹林実

呼吸器内科 教授

坂上拓郎
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　２０１8年8月に人型ロボット「Pepper
（ペッパー）」を導入しました。導入後、初めて
小児科病棟でPepperを使い、入院中の子ど
も達とアプリゲームをしました。子ども達は
クイズやダンスをして楽しそうに遊んでいま
した。
　今後は、毎週水曜日に小児科病棟での業
務に使用するとともに、その他の診療科等で
も手術の説明などの業務に活用していく予
定ですので、どうぞよろしくお願い致します。

人型ロボット「Pepper（ペッパー）」を導入

【写真】 アプリゲームで遊ぶ子ども達とPepper
※ソフトバンクロボティクスのPepperを活用し、本院が独自に実施しているものです。

お仕事してるよ！



世界糖尿病デーに使用される「ブルーサークル」は糖尿病対策のシンボルマークです。
「糖尿病との闘いのため団結せよ（Unite for Diabetes）」というキャッチフレーズととも
に、世界中で糖尿病抑制に向けたキャンペーンを推進しています。

知っ得！納得！Q A&

「糖尿病について（11月14日は世界糖尿病デー）」
　日本の糖尿病患者数は増加の一途をたどっており、糖尿病患者とその予備群はおよそ2000
万人に達しています。糖尿病患者数の増加は世界的にも問題であり、2006年には国連が毎年
11月14日を「世界糖尿病デー」と公式に認定しました。全世界が一致団結して糖尿病の予防と
克服に向けて闘うことを呼びかけています。

「糖尿病について（11月14日は世界糖尿病デー）」
　日本の糖尿病患者数は増加の一途をたどっており、糖尿病患者とその予備群はおよそ2000
万人に達しています。糖尿病患者数の増加は世界的にも問題であり、2006年には国連が毎年
11月14日を「世界糖尿病デー」と公式に認定しました。全世界が一致団結して糖尿病の予防と
克服に向けて闘うことを呼びかけています。

【監修】熊本大学医学部附属病院 糖尿病・代謝・内分泌内科　荒木 栄一 教授

知っ得！納得！Q&A：糖尿病について

　糖尿病にはいくつかの異なったタイプがあ
り、もっとも多いのが２型糖尿病です。糖尿病
になりやすい体質に、肥満や運動不足などの
生活習慣の乱れが加わって発症する、代表的
な生活習慣病です。２型糖尿病の場合、特に
自覚症状に乏しいのが特徴で、健康診断など
で血糖値を測定しないと初期の段階で見つけ
ることは困難です。喉の渇きや多飲、多尿、倦
怠感、体重減少などの症状は著しい高血糖の
際に認められますが、このような症状が出現し
た時には、すでに糖尿病の病態がかなり進行
していることが心配されます。

どんな治療方法が
　　　　　ありますか？Q A

　糖尿病治療の基本は食事療法です。身長か
ら計算される標準体重や、日頃の運動量を参
考に１日の摂取カロリーを決め、栄養バランス
のとれた食事を心がけます。できる限り歩くな
ど日頃の生活に運動習慣を取り入れることも
重要です。食事や運動でも十分な効果が得ら
れない時には、薬物療法を併用します。薬物療
法には、飲み薬（７種類に大別されます）と注
射薬（インスリンとGLP-1受容体作動薬）があ
り、患者様の病態に最も適したものを選択し
ます。きちんと糖尿病を治療すると、合併症の
発症や進行を阻止できます。

　血糖値（血液中のブドウ糖の濃度）が慢性
的に高くなる状態が糖尿病です。ブドウ糖は
体にとって必要不可欠の栄養素ですが、過剰
に血液中に存在すると血管を傷めるなど、
様々な合併症を引き起こします。血糖値はイン
スリンという膵臓から出るホルモンによって調
節されています。このインスリンの分泌が障害
されたり、インスリンの作用が障害されたりす
ると糖尿病が発症します。糖尿病を放置する
と、目や腎臓、神経の障害などの糖尿病に特
徴的な合併症や、心筋梗塞や脳梗塞などの動
脈硬化症を引き起こします。

糖尿病の原因は？Q A

初期症状はありますか？Q A
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【写真】 １１月１４日の世界糖尿病デーに合わせて毎年行われる「世界糖
　　　  尿病デー記念ウォーク」の様子。



移植医療センター

　当院の小児外科・移植外科で行ってきた生体
肝移植は2017年には通算500例に達し、九州南
部唯一の脳死肝・小腸移植可能施設としても日本
の指導的役割を果たしてきました。泌尿器科で行
われてきた腎移植も合わせて、臓器移植に関わる
業務を一元的に支援・調整すべく、2011年に移

植医療センターが発足しました。
　日本移植学会が認定する移植コーディネー
ターが専任で常駐していることが特長で、院内
外の連携はもとより患者さんおよび生体ド
ナー・ご家族の移植手術前後の心身両面の支
援、生涯にわたるきめ細かなフォローアップ、脳
死移植待機患者の手続き・脳死ドナー発生時
の24時間対応が可能な体制を確立しておりま
す。移植医療の次世代の養成に加え、熊本県
と協調し移植医療の教育啓蒙活動を行うこと
も本センターの使命です。
　このほか当院で肝移植を受けた患者さん団
体である「いちょうの会」を通し、患者さんやそ
のご家族同士の絆を深め、熊本・九州・日本の
移植医療の持続的な発展に努めております。

放射線治療科

　当科の特色の一つは、強度変調放射線治療
(IMRT/VMAT)、定位放射線治療(SRT)、四次元
放射線治療(4DRT)、画像誘導放射線治療(IGRT)
などの高精度放射線治療をいち早く導入してきた
ことです。これらの新しい照射法は、「癌に厳しく
人に優しい」という、放射線治療が本来持ってい

る特徴を最大限に活かす治療技術です。でき
るだけ多くの患者さんに、最も有効な治療が
提供できるように、高精度放射線治療の開発
と臨床応用に取り組んでいます。
　放射線治療部門では、様々な医療スタッフ
がそれぞれの専門性を発揮して、一人一人の患
者さんの治療にあたっています。職種間のコ
ミュニケーションによる、高度なチーム医療の
実践も当科の特色です。
　放射線治療専門医、認定看護師、認定放射
線技師、医療物理士などの綿密な連携を通し
て、安全かつ有効な放射線治療を実現してい
ます。

放射線治療科／移植医療センター放射線治療科／移植医療センター第 26 号　2018.11第 26 号　2018.1155 Kumamoto University Hospital NewsKumamoto University Hospital News

各診療科・部門についてご紹介いたします。各診療科・部門についてご紹介いたします。

▲大屋夏生教授

▲日比泰造センター長▲安藤恵子移植コーディネーター
【写真】 鹿児島大学の肝不全患者さんの往診を終えて

診療科・部門

紹  介



看護部だより

第 26 号　2018.11 ６Kumamoto University Hospital News 看護部だより

がん医科・歯科連携

医科歯科連携事業が開始されました

　国の「がん対策推進基本計画」に基づき、が
ん治療における医科歯科連携による口腔ケア
の推進が求められ、「口腔ケアや歯科治療をが
ん治療の一環として取り入れる」医科歯科連携
事業が開始されました。

　この事業の目的は、口腔ケアをがん治療に
導入することで、がん治療中の口腔内合併症を
予防・軽減し、またがん患者さんが安心して歯
科治療や口腔ケアを受け、口から自然な形で
おいしく食事をとることができる、そのような
医療体制を構築することにあります。また、が
ん治療前に歯科医院で専門的な口腔ケアや必
要な治療を行うことでがん治療中のお口のト
ラブルはもちろん、肺炎の発症を減らし、がん
治療成果そのものへの貢献も報告されていま
す。

　当院では、看護部と診療科（消化器外科・婦
人科、乳腺外科など）が連携し、がん外科手術
予定の患者を対象に、術前口腔ケアを目的とし
て当院とがん患者医科歯科医療連携登録歯科
医院と連携を行っています（図1）。

　このように、手術前に地域の歯科医院と連
携し、術後の口腔内トラブルや肺炎防止につな

げています。他にも心臓血管外科の手術前や
血液内科の化学療法前なども治療後の合併
症予防のために口腔ケアに取り組んでいます。
また、緩和ケアとしても口腔ケアは推奨されて
います。

　口腔ケアに関する医科歯科連携について
は、熊本県歯科医師会のホームページにも詳し
く掲載されております。※
※熊本県歯科医師会HP
　http://www.kuma8020.com/information/

図 1 当院での歯科受診までの流れ
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