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4階外来フロアのアートストリート

熊本県美術連盟の先生方より寄託していただいた

すばらしい美術作品を展示しであります。

evorcE 

［特集］
・医学生のための臨床研修説明会のお知らせ

・くまぴょう TOPICS

新任職員紹介 ・研修のご案内

・研修日程表

基本理念

最新の知識・医療技術と礼節をもって、

良質で安全な医療を目指します。

運営方針

L良質で安全な医療の提供

2政策医療の推進

3.医療連携と救急医療の推進

4.教育 ・研修 ・臨床研究の推進

5国際医療協力の推進

6健全経営

患者様の権利

1.良質かっ適切な医療を公平にうける権利があります

2. ご自身の医療について理解しやすい言葉k方法で十分な説明k情報を受ける権利があります

3.病院から説明k情報を得た上で、自らの意志で治療を受け、あるいは選択し、拒否する権利があります

4.自分の診療記録の開示を求める権利があります

5.セカンド ・オピニオンを求める権利があります

6.個人としての人格の尊重とプライメジーの保護を受ける権利があります



　循環器内科の田山信至と申します。名は「しんじ」と読み
ます。これまで「自ら信実に至ること」をミッションと考え
ていましたが、最近では「信用される人に至りたい」と思っ
てます。
　どうぞよろしくお願いいたします。

循環器内科部長

田山　信至
たやま　しんじ

　2006 年より５年間、熊本医療センターで研修をした後、
慶應義塾大学医学部救急医学・整形外科で学んで参りまし
た。今まで学んできたことを生かして、熊本の救急医療と若
手医師の教育に貢献できれば幸いです。

救命救急科医長

清水　千華子
しみず　ちかこ

　これまで済生会横浜市東部病院・慶應義塾大学救急医学に
おいて特に外傷・熱傷・急性腹症・外科集中治療を中心に研
鑽して参りました。地域の救急医療のニーズにお応えしなが
ら、若手医師の教育にも精一杯取り組んで参ります。

救命救急科医長

渋沢　崇行
しぶさわ　たかゆき

　こんにちは。放射線科柏木寧と申します。平成 23 年より
2 年間当院で研修、熊大病院、熊本中央病院、天草中央総合
病院、済生会熊本病院での勤務の後、戻ってまいりました。
これまでの経験を活かし、貢献していきたいと思います。ど
うぞよろしくお願い申し上げます。

放射線科医師

柏木　寧
かしわぎ　やすし

　麻酔科の光田祐樹と申します。7 年前に当院で初期研修を
行いまして、再び勤務させて頂くこととなりました。病院と
地域に貢献できるよう努めてまいります。宜しくお願いいた
します。

麻酔科医師

光田　祐樹
みつた　ゆうき

　4 月から皮膚科で勤務させていただいております、島田秀
一と申します。まだまだ経験の少ない身ですが、多くのこと
を勉強できればと思っております。どうぞ宜しくお願い致し
ます。

皮膚科医師

島田　秀一
しまだ　しゅういち

　今年度より泌尿器科で勤務することとなりました矢野大輔
と申します。熊本大学出身で、学生時代はラグビー部、柔
道部に所属していました。大学卒業後、当院で２年間研修を
行った後に熊本大学医学部附属病院泌尿器科へ入局しまし
た。入局後、熊本医療センター、大学病院、熊本医療センター、
熊本総合病院へ勤務させていただき、今回４年ぶり３回目の
カムバックとなります ( 笑 )。これまでの経験を生かして当
院での泌尿器科診療に貢献できればと思っております。ご迷
惑をおかけすることもあるかと思いますが、精一杯頑張りた
いと思いますので、ご指導ご鞭撻のほど宜しくお願い申し上
げます。

泌尿器科医師

矢野　大輔
やの　だいすけ

　4 月から皮膚科で勤務させていただいております、島田佳
奈子と申します。これまで大学病院におりましたので初めて
の異動となります。ご迷惑をおかけすることも多々あるかと
存じますが、何卒宜しくお願い致します。

皮膚科医師

島田　佳奈子
しまだ　かなこ

　歯科医師の中川文雄と申します。熊本医療センターで働く
のは 3 年ぶりになります。歯科麻酔分野を主としており、歯
科領域を中心に全身麻酔も担当しております。よろしくお願
いいたします。

歯科医師

中川　文雄
なかがわ　ふみお

新任職員紹介
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　初めまして泌尿器科の近浦と申します。
　出身大学は宮崎大学ではありますが、生まれも育ちも熊本
であります。久しぶりの急性期病院で慣れない点も多々ある
かと思いますが、何卒よろしくお願い申し上げます。

泌尿器科医師

近浦　慶太
ちかうら　けいた

　4 月 よ り 赴 任 し ま し た、 麻 酔 科 の 森 永 真 矢 と 申 し ま す。
3 年前にもこちらで勤務させて頂いておりました。まだまだ
若輩者ではありますが、安全な手術ができるよう励んで参り
たいと思います。ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたし
ます。

麻酔科医師

森永　真矢
もりなが　まや

　４月から精神科医として勤務しております満崎晃志と申し
ます。当院では３年ぶりの勤務となります。地域の精神科医
療に少しでもお役に立てるよう努めて参りますので、ご指導
ご鞭撻のほど何卒宜しくお願い致します。

精神科医師

満崎　晃志
みつざき　こうし

　4 月より国立病院機構熊本医療センター総合診療科に赴任
しました、吉村文孝と申します。これまで熊本県内の僻地に
て総合診療科に従事してまいりました。どちらに紹介すれば
よいか迷われる場合など、ご用命ください。

総合診療科医師

吉村　文孝
よしむら　ふみたか

　平素より大変お世話になっております。昨年度は遺伝性の
末梢神経疾患のモデル動物に関する博士論文が無事アクセプ
トされ、博士課程を修了することが出来ました。まだまだ臨
床経験が浅く、日々勉強させられる事ばかりですが、当院の
スタッフとして、丁寧な診療を心掛け、熊本の医療に少しで
も貢献出来ましたら幸いに存じます。今後とも御指導御鞭撻
の程、よろしくお願い申し上げます。

脳神経内科医師

津田　幸元
つだ　ゆきもと

　4 月より採用していただきました。当科の症例数は他院・
同科と比較して相当に多いものです。これはご開業されて
いる先生方より多くの患者様をご紹介いただいている結果で
す。誠にありがとうございます。ご指導ご鞭撻のほどよろし
くお願いします。

血液内科医師

窪田　晃
くぼた　あきら

　脳神経内科新任医師の津田麻友美です。卒後 6 年目です。
初期研修から 4 年ぶりの勤務となります。子育てをしながら
急性期病院で勤務ができるものか少し悩みましたが、自分で
希望し、当院へ配属していただきました。精一杯頑張ります
のでご指導のほどよろしくお願いします。

脳神経内科医師

津田　麻友美
つだ　まゆみ

　本年度より当院精神科に赴任致しました、右田と申します。
　昨年度まで県立こころの医療センターに勤務しておりまし
た。
　多様な疾患、客層、院内他科からのご相談と未経験の業務
に苦心しつつ対応する日々を送っております。
　ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。

精神科医師

右田　光
みぎた　みつる

　この度、熊本医療センターの外科に赴任となりました松本
嵩史と申します。
　当院の理念を遵守し、迅速かつ正確な治療を心がけて参り
たいと思います。一人一人の患者さんに真摯に向き合って参
ります。どうぞ宜しくお願い申し上げます。

外科医師

松本　嵩史
まつもと　たかし

　今年度、国立病院機構熊本医療センターに赴任しました産
婦人科の神尾未紗希と申します。熊本大学産科婦人科学教室
に入局して 3 年目、医師としては 5 年目になります。出身大
学は宮崎大学医学部です。今後とも宜しくお願い致します。

産婦人科医師

神尾　未紗希
かみお　みさき
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　平成 29 年に熊本大学神経精神科に入局し、平成 30 年度
は佐賀県にある肥前精神医療センターで勤務し現在に至りま
す。至らないところが多々あるかと思いますが皆様のお役に
立てるよう精進して参る所存です。

精神科医師

大潮　一太
おおしお　いった

　H31 年 4 月より放射線科へ勤務させていただく事になり
ました松本忠士と申します。
　H28 年に熊本大学医学部を卒業し、熊本大学医学部附属
病院、森都総合病院 ( 救急研修では 3 カ月間国立病院でお
世話になりました。) でそれぞれ 1 年の初期研修を終了後、
H30 年に熊本大学医学部附属病院画像診断・治療科へ入局
致しました。
　まだまだ未熟で、ご迷惑をお掛けする点も多々あるかと存
じますが、皆様のお役に立てますよう頑張っていきたいと思
いますので、ご指導ご鞭撻の程どうぞ宜しくお願い申し上げ
ます。

放射線科医師

松本　忠士
まつもと　ただし

　形成外科に赴任させていただきました前山徹と申します。
福岡大学形成外科に所属しております。大学では外傷を中心
に臨床をしていました。赴任させていただき救急病院でもあ
る当院でさらに向上していけるように努めていきたいと思っ
ております。また患者様のために日々精進していきたいと
思ってますので何卒よろしくお願い申し上げます。

形成外科医師

前山　徹
まえやま　とおる

　今年度より循環器内科　内科レジデントとして異動して参
りました大塚　康弘と申します。私は初期研修医の 2 年間
を当院で研修させて頂き、当院でまた働くことができ幸甚に
存じます。循環器内科は急性冠症候群・急性心不全をはじめ
とする救急疾患から、外来にて慢性心不全・不整脈など内服
コントロールに渡るまで、多くの臨床像に携わる科であると
感じております。当科のスタッフとして全力を捧げると同時
に、循環器内科の魅力を初期研修医の先生方に伝えていけれ
ばと存じます。初歩的なご相談でも構いませんので、何か当
科疾患におけるご不明な点がございましたら気軽にお声がけ
頂ければ幸いです。

循環器内科医師

大塚　康弘
おおつか　やすひろ

　急患の多い熊本医療センターではフットワークの軽さを生
かして、患者さんに寄り添った診療をモットーに日々邁進し
たいと思います。さらに臨床能力面での自らのスキルアップ
も目指して、誠心誠意励む覚悟です。

外科医師

湯本　信成
ゆもと　しんせい

　初めまして。新任職員の森戸淳です。
　医師 4 年目で外科のレジデントとして熊本医療センターに
赴任しました。まだまだ経験・知識が浅いですが、患者さん
お一人お一人に真摯に対応させていただく所存です。
　何かとご迷惑をおかけする事があるかと思いますが、何卒
よろしくお願い申し上げます。

外科医師

森戸　淳
もりと　あつし

　熊本医療センター 整形外科 唐田宗一郎と申します。4 月
より後期レジデントとして、当院での研修を行っておりま
す。いつも紹介や転院などお世話になっております。今後と
もよろしくお願い申し上げます。

整形外科医師

唐田　宗一郎
からた　そういちろう

　先生方には日頃から大変お世話になっております。今年度
から熊本医療センターにて整形外科レジデントとして勤務し
ております、相馬 史朗と申します。出身は宮崎県で出身大
学は熊本大学です。今後ともよろしくお願いいたします。

整形外科医師

相馬　史朗
そうま　ふみあき
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　2019 年 4 月より熊本医療センター腎臓内科で勤務いたし
ております伊達亮佑と申します。
　ご迷惑をおかけすることも多々あるかと存じますが、少し
でも地域に貢献できますよう日々精進して参ります。諸先生
方には、ご指導ご鞭撻のほど、何卒よろしくお願い申し上げ
ます。

腎臓内科医師

伊達　亮佑
だて　りょうすけ

　この 4 月から熊本医療センターでの勤務となりました、消
化器内科レジデントの志茂田美紀です。
　研修医 2 年間を当院で過ごし、知ってる方も多くとても心
強いです。頑張りますのでよろしくお願いします。

消化器内科医師

志茂田　美紀
しもだ　みき

　この度 4 月より熊本医療センターに着任致しました、脳神
経外科　水上 秀紀と申します。2016 年卒の医師 4 年目にな
ります。熊本医療センターでは研修医 1 年目に研修をさせて
頂きましたので、懐かしい気持ちです。何卒宜しくお願い致
します。

脳神経外科医師

水上　秀紀
みずかみ　しゅうき

　４月から熊本医療センターに勤務させて頂いております、
眼科２年目の下田と申します。入局後初めての外病院であ
り、色々とご迷惑をお掛けすることもあるかと思いますが、
これからご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い致します。

眼科医師

下田　健文
しもだ　たけふみ

　今年度より国立医療センターの精神科に赴任しました泉雄
気と申します。出身は熊本で、熊本高校、熊本大学卒業後、
くまもと森都総合病院で研修し、平成 30 年度に精神科に入
局しました。趣味はテニス、筋トレ、漫画、ゲーム、映画鑑
賞です。ご迷惑をおかけすることも多々あると思いますが精
一杯やりますのでどうぞよろしくお願いいたします。

精神科医師

泉　雄気
いずみ　ゆうき

　4 月 1 日より勤務させていただくことになりました。不慣
れな点が多く、ご迷惑をおかけする点が多々あるかとは思い
ますが、お役にたてるよう精進したいと思いますのでよろし
くお願いいたします。

小児科医師

米田　成美
よねだ　なるみ

　4 月から救急科の専攻医になった松尾悠史と申します。出
身は東邦大学です。羽田空港に広告を出してる大学です。精
神科救急の勉強がしたく、熊本医療センターに参りました。
こちらに来て 1 ヶ月経ちましたが、まだまだ慣れないところ
も多く、ご迷惑をおかけすることも多いと思います。頑張っ
てまいりますよろしくお願いいたします。

救命救急科医師

松尾　悠史
まつお　ゆうし

　くわみず病院の家庭医療専攻で、救急科研修のために配属
となりました。高次医療機関の ER で、これまで経験が無い
ような重症症例や外傷などの初期診療にあたり、多くのこと
を上級医の先生方からご指導賜っております。短期間ですが
良き学びが得られるようにますます頑張る所存です。

救命救急科医師

東雲　芳朗
しののめ　よしあき

　杉谷浩規と申します。久留米大学を卒業後、当院で初期臨
床研修を行い、熊本大学血液・膠原病・感染症内科に入局い
たしました。本年度は当院血液内科にて勤務させていただい
ております。
　研修医時代から慣れ親しんだ施設にて引き続き仕事できる
ことをとても嬉しく思います。県内の医療に貢献できるよう
日々研鑽を重ねてまいります。今後ともどうぞよろしくお願
い申し上げます。

血液内科医師

杉谷　浩規
すぎたに　ひろのり

　糖尿病内分泌内科にて 4 月より勤務開始しました吉永智昭
と申します。熊本医療センターでの勤務は初めてで、何もか
もが新鮮な経験です。精一杯頑張りますのでよろしくお願い
いたします。

糖尿病・内分泌内科医師

吉永　智昭
よしなが　ともあき
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竹下外科整形外科医院  
院長 竹下 一幸

【診療科目】
　外科、整形外科、リハビリテーション科

【診療時間】
　午前 9：00 ～ 12：30　午後 14：00 ～ 18：00

【休診日】
　水曜午後・土曜午後・日曜・祝日

【住所】
　〒 862-0971 熊本市中央区大江 5 丁目 4 －24

【TEL】
　096 －372－ 6411

◆貴院のアピールをお願いします
　当院は、平成 31 年 4 月に地震被災から新しく整形外
科・リハビリテーション中心のクリニックとして、改築し
生まれ変わりました。
　今後はリハビリテーションを中心とする人が人間らし
く生きる手助けになるような医療を行って参りたいと思
います。また、かかりつけ医として相談を中心にひっそ
りと町医者をやっていきたいなと思っています。

◆先生の趣味・お勧めスポットを教えて下さい
　趣味？うーん読書ですかね？
　最近、市立図書館の本を借りて読むことに凝っていま
す。
　普段買わないような、微妙な？本を雑多読みします。
万年筆の歴史とか？男の家庭料理？中年男のハワイ旅行
記など、買わないけど面白い本が好きです。近くのイン
ド食堂のカレーも美味しいですよ。

◆当院へのご要望をお聞かせ下さい
　いつもお世話になっています。院長の高橋先生や整形
外科の橋本先生など、いつも困ったときにすぐに対応し
ていただいて感謝しています。
　先日は何かわからんバッテンおかしかバイ？と患者
さんを紹介してガンを診つけてくださってとても有り難
かったです。

日時：令和 元年 6 月 29 日（土）　13：00 ～ 16：30
場所：国立病院機構熊本医療センター　地域医療研修センターホール

医学生のための臨床研修説明会

　平素より研修医の地域医療研修等についてご協力を頂き、厚くお礼を申し上げます。この度、当院では毎週金曜日に

行なっております医学生を対象とした臨床研修説明会を下記の通り実施することになりましたのでご案内申し上げます。

　説明会では指導者および研修医も参加し、医学生との意見交換や病院機能・研修内容等についての紹介を行います。

当院のことを理解してもらう良い機会です。熊本医療センターでの研修に興味をお持ちの医学生がおられましたら、是

非ご案内いただきますようお願い申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（教育研修部長　境　健爾）

医学生のための臨床研修説明会のお知らせ
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くまびょう TOPICS

質量分析計を導入しました
国立病院機構主催

「新規採用者研修会」
参加報告

【筆者】理学療法士：和田千尋 〆a由心

当院からは和田理学療法士 （PT）、 園川｜作業療法土 f 坐覗

(OT）の 2名が研修会Lζ参加しました。国立病院機 ＼ . • 

構の概要やビジネスマナー、 POSTの役割やキャリア ＼ミ＿！／

アップなどの講義を受講し、一日も早く国立病院機構の一員として

貢献できるように頑張っていきたいと思います。

0参加：新規採用者（約 125名）

リハ参加者 （PT6名、OTlO名）

【会場】 九州医療センター

【筆者】臨床検査技師長：江角誠 メーーε＼

.--r - ~;c.-i9 NHO初となる最新型の質量 （日司 i 
，.~： 分析計を細菌検査室に導入 ＼二I ／ 

しました。圏内では 2台固と ＼〈二／／

なります。レーザーでイオン化された試

料は、電圧をかけることで加速され、検

出器までの到達時聞から得られたマスス

ペク卜ルによって菌種を同定します。前

処理時聞を含めて 10分程で菌種の同定が

可能です。

【場所】細菌検査室

救急外来ポータブル装置更新

【筆者】主任診療放射線技師：小園二忠 ／主白亘＼

更新ざれた装置は本体とモ二タの一体型であり、と f 己珂l

の機種は熊本県内では当院が初の導入となります。＼‘ 一ー ，

本体のモニタですぐに画像が確認できるため、診断や ＼主旨巳／

処置の迅速化につながると期待します。

今年もパワー全開－スポーツ大会一

【筆者】臨床工学技士：佐藤朋哉

岡山大学病院にてクライオサージ、エリーの見学に参

加しました。今年度より当院でも上記の治療を開始

するため、泌尿器科医師・看

護師・診療放射線技師と共に各役割につ

いて勉強しました。 今回学んだととを参

考にして、治療をよりスムーズに進めて

いけるよう経験を積み重ねていきたいと

思います。

Oクライオサージ、エリー：低温を発生させ

病変組織を凍結犠死させる治療法

【会場】岡山大学病院

【筆者】附属看護学校教育主事 ：大野美穏 ／亙－‘〉＼ 

先輩後輩等がまた、交流できないとの時期に恒例のス f 弓．
ポ一ツ大会を開催しました。クラス対抗の球技では ＼ ::;;,. I 
先輩後輩でも容赦なし！一方、 3学年ミックスの小グ “白，v
ループ活動対応リレーはチーム一丸となり走り抜いていました。

0参加：看護学生3学年 （合同参加）

【会場】 熊本市水前寺体育館

「岡山大学病院見学」参加報告

病院増改修整備工事は、現在、躯体工事中です。まだまだ

足場と固いが目立つ状態ですが、スケジュールと、おりの完成

を目指して君、ピッチで作業を進めているところです。

皆さま方へはいろいろとご不便をおかけしているところで

すが、引き続き、ご理解とご協力を賜りますよう宜しくお願

い申し上げます。
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［今後…一予定 吋築工事： S叩 ～2020年 1月
※スケジューjレは、今後の工事進捗状況

によって変更する場合があります。 外来棟改修工事： Step42020年2月～2020年 11月

企画課 業務班長

安藤隆幸
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1933 年 熊本県熊本市生まれ 
1949 年 海老原喜之助氏に師事 
1956 年 京都市立美術大学西洋画科卒業
　　　　熊本県立天草高等学校美術教諭となる
　　　　新制作展（東京都美術館）に毎年出展 
1959 年 熊日総合美術展奨励賞 1 席 
1960 年 熊本市立高等学校教諭となる 
1961 年 熊日総合美術展熊本市長賞 
1962 年 第 5 回シエル美術賞 3 等賞
　　　　熊日画廊及び天草で個展 
1963 年 安井賞展出品
　　　　欧米アジアへ外遊 
1964 年 個展（大阪あの画廊） 
1965 年 個展（熊日画廊） 
1969 年 ウィーン造形美術大学留学 
1970 年 九州産業大学芸術学部教員となる 
1977 年 第 1 回具象現代展招待出品 80 同人賞 83 同人佳作賞 
1978 年 第 1 回明日への具象展招待出品～第 5 回まで
　　　　第 1 回現代の裸婦展招待出品～第 4 回まで 
1979 年 熊本短期大学教養科教員となる 
1980 年 第 4 回具象現代展招待出品同人賞 
1995 年 個展（東京銀座ギャラリー サロン・ド・ボナ） 
2001 年 個展（東京南青山 始弘画廊） 
2002 年 熊本学園大学客員教授となる
　　　　ウィーン "GALERIE AKUM" にて個展 
2005 年 作品集「HARUGUCHI 生命、崩壊、再生」を出版 
2006 年 第 41 回熊本県文化懇話会賞受賞

　当院では、患者様の心の安らぎを目的とした病院装飾について、当時熊本県美術家連盟会長をなさっ
ていらした春口光義先生にご相談致しましたところ、「患者さんの為にご協力致しましょう。」と、趣旨
に賛同していただいた同連盟の多くの先生方から美術作品を寄託していただいております。
　すばらしい作品を展示してございます。随時ご紹介させて頂きますので、ご来院の際には心を癒し
ていただけますと幸いに存じます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（院長　髙橋　毅）

美術作品のご案内

春口　光義

「平和都市」
油彩・60 号 F 型

正面ロビーより院内に入ってすぐ左側にあります。

シャトルバス発車時刻変更のお知らせ
　患者さまやご家族に、より便利にご利用いただけるよう熊本医療センターは、2019 年 5 月
7 日にダイヤ改正を実施しました。
　患者さまもご家族の皆さまも病院への足に、雨の日に、お買い物に･･･お気軽にどうぞご利用下さい。

5 月 7 日より通町筋シャトルバスの時間が変更となります。
通町筋発　7：30　→　7：40

（10 分間繰り下げて運行します）
他の時間帯についてはダイヤの変更はございません。
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研 修 の ご 案 内

地域医療連携室直通電話　096 －353 － 6693
　　　　　　　　　　　　月～金 （祝日を除く） AM 8：30 ～ PM 17：00

　先生方には日頃より患者様の御紹介を頂きありがとうございます。 
　当院は、 地域医療連携室へのお電話が繋がりにくいとのご指摘を受け、 直通電話を設置致しております。 
　この直通電話は、 関係医療機関の皆様から頂くお電話のみ をお受け致します。 患者様からの直接のご相談は、 代表電話を通じ
て承る予定です。 
　医療機関の皆様のための直通電話になります。 ホームページ等では公表いたしておりませんので、 ご了承下さい。今後ともよろし
くお願い申し上げます。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  地域医療連携室室長　菊川 浩明

地域医療連携室直通電話をご利用下さい
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