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　今年度より形成外科で勤務させていただいております石田
拓也と申します。福岡徳洲会病院で初期研修しておりまし
た。経験が浅く、皆様にはご迷惑をおかけすると思いますが、
当院に貢献できるよう努めていきますので何卒よろしくお願
いします。

形成外科医師

石田　拓也
いしだ 　　たくや

　外科の野元大地と申します。2017 年に当院で外科レジデ
ントとして 1 年間勤務させて頂き、今回 2021 年 4 月より再
び当院で勤務させて頂けることになりました。熊本の救急医
療、外科治療に貢献できるよう頑張って参ります。宜しくお
願い致します。

外科医師

野元　大地
のもと 　　だいち

　 今 年 度 よ り 赴 任 と な り ま し た、 平 成 30 年 卒 業　 外 科 の
耕佳徹と申します。
　日々の手術症例に加え、救急が盛んであるため緊急手術症
例も多く、経験を積むことができる当院への入職を兼ねてよ
り希望しておりました。
　4 年目と若輩者であり多々ご迷惑をおかけすると存じます
が、日々精進して参りますので、何卒宜しくお願い致します。

外科医師

耕 　佳徹
たがやす  よしゆき

　今年度より血液内科で勤務させていただきます岡本祐毅と
申します。熊本大学出身で、ソフトテニス部に所属していま
した。初期研修を熊本医療センターで 2 年間研修し、その後
は 1 年間熊本大学病院血液・膠原病・感染症内科で過ごしま
した。この度、再び熊本医療センターにて勤務させていただ
けることとなりました。まだまだ未熟ですがよろしくお願い
致します。

血液内科医師

岡本　祐毅
おかもと 　ゆうき

　今年度より眼科で勤務させていただいております吉積華子
と申します。前任は大学病院に勤務しておりました。まだま
だ経験が浅く、ご迷惑をおかけすることが多々あるかと思い
ますが、病院と地域に貢献していけるよう努めて参ります。
どうぞ宜しくお願いいたします。

眼科医師

吉積　華子
よしづみ 　はなこ新任職員紹介

　4 月から外科で勤務させていただいております小野明日香
と申します。2018 年から２年間熊本医療センターで初期研
修をさせていただき、1 年ぶりにまた勤務させていただくこ
ととなりました。至らぬ点も多々あると思いますが、少しで
も病院と地域に貢献できるよう努めて参りますので、よろし
くお願い致します。

外科医師

小野　明日香
おの 　　　あすか

　外科の堀野大智と申します。熊本大学消化器外科に所属し
ております。医師 5 年目であり、修練中の身です。熊本都市
圏の中核にあたる当院での勤務にあたり、身の引き締まる思
いです。諸先輩方に学びながら多くの知識、技能を身に付け
るべく精進致します。ご指導ご鞭撻の程よろしくお願い申し
上げます。

外科医師

堀野　大智
ほりの　　  たいち
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　循環器内科レジデントの長倉拓究と申します。初期研修も
熊本医療センターで様々な経験をさせていただきました。循
環器内科医としては未熟な点が多々あると思いますし、ご迷
惑をおかけすることがあると思いますが、２年間勤務させて
いただく予定ですのでどうぞよろしくお願いいたします。

循環器内科医師

長倉　拓究
ながくら 　たくみ

　初めまして。今年度より消化器内科レジデントとして勤務
させていただいております松田暖と申します。まだまだ未熟
なため皆さんには多大な迷惑をおかけすると思いますが一日
も早く貢献できるよう努めて参りますのでよろしくお願いし
ます。

消化器内科医師

松田　暖
まつだ 　　だん

　初めまして。今年度より消化器内科で勤務させていただい
ております向坂健佑と申します。地域医療の中核を担う当院
で少しでも貢献できるようにがんばりたいと思いますのでど
うぞよろしくお願いいたします。

消化器内科医師

向坂　健佑
さきさか　 けんすけ

　今春より血液内科にて勤務しております、杉谷浩規です。
当院での初期研修後に熊本大学血液膠原病感染症内科に入
局、当院血液内科・熊本大学病院にて研鑽を積んで参りまし
た。県内の血液診療の中核を担う当院にて再び診療を行える
こと、とても嬉しく思います。血液疾患で苦しむ方々へ少し
でも力添えできればと日々精進してまいります。どうぞよろ
しくお願い致します。

血液内科医師

杉谷　浩規
すぎたに 　ひろのり

　4 月より耳鼻咽喉科で勤務している志茂田裕です。熊本総
合病院、熊本大学での初期臨床研修を経て熊本大学耳鼻咽喉
科頭頸部外科に入局し、2 年間頭頸部癌を中心に診療を行っ
ておりました。耳鼻科医としては 3 年目で経験も浅いですが、
上村先生の下で学びつつ、日々の診療に尽力する所存です。
よろしくお願いいたします。

耳鼻咽喉科医師

志茂田　裕
しもだ　　 　   ゆう

　今年度より小児科で勤務しております山下貴大です。熊本
医療センターには 2014 年に半年間勤務しておりました。
　小児の血液疾患を勉強中です。患者さまとそのご家族に寄
り添えるように頑張りますので宜しくお願い致します。

小児科医師

山下　貴大
やました 　たかひろ

　こんにちは。4 月より小児科で勤務させていただいており
ます、西村円香と申します。これまでの 1 年半は新生児医療
に携わってきました。患者さまやスタッフに安心してもらえ
る医師になれるよう経験を積んでいきたいと思います。
　慣れない点が多く、ご迷惑をおかけすると思いますが、ど
うぞ宜しくお願い致します。

小児科医師

西村　円香
にしむら　  まどか
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　帝京大学を卒業後、当院で約 2 年間初期研修させていただ
き、熊本大学病院整形外科に入局、その後は熊本中央病院、
熊本労災病院、大牟田天領病院に勤務し、今年度より 5 年ぶ
りに当院で勤務させていただいております。
　これまでの経験を活かしながら、更に研鑽を積み、少しで
も皆様のお役に立つことができたらと思います。宜しくお願
い申し上げます。

整形外科医師

坂本　佳菜子
さかもと 　かなこ

　腎臓内科の松下昂樹と申します。初期研修を天草地域医療
センターで行った後、熊本大学病院腎臓内科に入局しまし
た。入局後は 1 年間大学病院で勤務し、今年度が入局 2 年
目となります。至らぬ点が多くご迷惑をかけることがあるか
と思いますが、何卒宜しくお願い致します。

腎臓内科医師

松下　昂樹
まつした 　こうき

　今年度より整形外科で勤務させて頂いています寺本周平と
申します。
　自分で出来る手技を増やして、1 日でも早く当院に貢献し
たいと思います。
　至らない点がまだまだあり、ご迷惑をお掛けすると思いま
すが何卒よろしくお願い申し上げます。

整形外科医師

寺本　周平
てらもと 　しゅうへい

　今年度より整形外科にて勤務させて頂いております、髙木
寛と申します。病院、そして地域に貢献できるように頑張り
ます。どうぞ宜しくお願いします。 

整形外科医師

髙木　寛
たかき 　　ひろし

　4 月から 1 年間、整形外科で勤務させていただきます、髙
島佑輔と申します。救急病院であり外傷の患者さまも多く受
診される当院において、少しでも地域の医療に貢献できるよ
う精進したいと思います。まだまだ若輩者ではありますが、
何卒宜しくお願い致します。

整形外科医師

髙島　佑輔
たかしま 　ゆうすけ

　熊本赤十字病院を定年退職し、本年 4 月より当院小児科に
勤務しています。主に小児血液・腫瘍患者さまの担当をして
います。入院中の ALL の患者さま 5 名が無事転院できました。
外来では血友病や血液疾患の治療を継続しています。これま
で同様に血液に異常があればご紹介・ご相談お願いいたしま
す。

小児科医師

右田　昌宏
みぎた 　　まさひろ

　4 月より腎臓内科で勤務させていただいております吉井隆
一です。初期臨床研修の 2 年間も熊本医療センターで勤務さ
せていただきました。久しぶりに当院に帰って来られて、顔
なじみの方々にもお会いできて非常にうれしく思っておりま
す。熊本の地域医療に少しでも力になれるよう精一杯がんば
りますのでよろしくお願いいたします。

腎臓内科医師

吉井　隆一
よしい　　 りゅういち
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　今年度より精神科で勤務させて頂いております仁木啓斗と
申します。近畿大学出身で、福岡大学で初期研修を行いまし
た。至らぬ点も多々あるとは思いますが、熊本の精神医療に
貢献できるよう誠心誠意頑張りたいと思います。どうぞ宜し
くお願い致します。

精神科医師

仁木　啓斗
にき 　　　けいと

　4 月より泌尿器科で勤務させていただいております東俊之
介と申します。熊本医療センターでは 2 年間、初期臨床研修
をさせていただき、再び熊本医療センターで勤務させていた
だくことになりました。少しでも貢献できるよう頑張りたい
と思います。宜しくお願い申し上げます。

泌尿器科医師

東　俊之介
ひがし しゅんのすけ

　初めまして。4 月より糖尿病・内分泌内科で勤務させてい
ただいております大村和寛と申します。高知大学を卒業した
後、熊大病院で研修を行い、同院の糖尿病代謝内分泌内科に
入局しました。まだまだ経験の少ない身ですが、患者さまの
力になれるよう精一杯頑張ります。どうぞ宜しくお願い致し
ます。

糖尿病・内分泌内科医師

大村　和寛
おおむら 　かずひろ

　脳神経外科の井上博貴と申します。
　熊本大学、人吉、鹿屋、八代で脳神経外科のトレーニング
を積んでまいりました。熊本市民の皆様のために粉骨砕身働
く所存です。お気軽にご相談下さい。
　どうぞ宜しくお願い致します。

脳神経外科医師

井上　博貴
いのうえ 　ひろたか

　今年度より精神科医師として入職しました大嶋と申しま
す。入院患者さま、救急外来及び一般外来の患者さまの心の
ケアに関わらせて頂いております。よろしくお願いいたしま
す。

精神科医師

大嶋　悠太
おおしま 　ゆうた

　精神科所属の坂口と申します。まだまだ経験が浅く、至ら
ぬ点が多いかとは思いますが、多くのことを勉強していきた
いと思っております。よろしくお願いいたします。

精神科医師

坂口　俊史
さかぐち 　としふみ

　今年の 4 月から皮膚科で勤務させて頂いております市村知
佳と申します。皮膚科歴は 9 年目となります。ご迷惑をお
かけする事もあるかと思いますがこれまでの経験を活かしつ
つ、日々精進してまいりますので何卒宜しくお願いします。

皮膚科医師

市村　知佳
いちむら　  ちか
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　はじめまして。麻酔科の松原光希と申します。昨年度、熊
本大学麻酔科に入局し、今年度より当院で勤務させて頂くこ
ととなりました。医師 4 年目と経験は浅いですが、皆さまに
安心して手術を受けて頂ける麻酔をモットーに日々精進して
参りますので何卒よろしくお願い申し上げます。

麻酔科医師

松原　光希
まつばら　 こうき

　4 月より麻酔科で勤務させていただいております添田賢造
と申します。済生会熊本病院で研修後、熊本大学で 2 年間勤
務し現在入局 3 年目になります。至らぬ点が多くご迷惑をお
かけすることもあるかと思いますが、何卒宜しくお願い致し
ます。

麻酔科医師

添田　賢造
そえだ　　 けんぞう

　病理診断科の柳田恵理子と申します。市中病院と大学の病
理学講座に約 10 年勤めていました。至らぬ点が多くご迷惑
をおかけすることがあるかと思いますが、どうぞよろしくお
願い致します。

病理診断科医師

柳田　恵理子
やなぎだ     えりこ

　放射線科の井上聖二郎と申します。本年４月より 12 年ぶ
りに熊本医療センターで勤務させていただくこととなりまし
た。前職場の熊本大学病院ではカテーテル治療を主に担当し
ておりました。今までの経験を生かして熊本のがん治療、外
傷等の救急疾患に貢献できるよう頑張ります。よろしくお願
いいたします。

放射線科医師

井上　聖二郎
いのうえ 　せいじろう

　4 月より放射線治療科で勤務しております山口晃世です。
2016 年より 2 年間熊本医療センターで初期研修をさせてい
ただき、大学病院や天草中央総合病院を経て再び熊本医療セ
ンターに戻って参りました。病院と地域に貢献できるよう精
進いたします。よろしくお願いいたします。

放射線科医師

山口　晃世
やまぐち　 こうせい

　4 月より熊本医療センターで勤務させていただくこととな
りました皮膚科の中嶋仁美と申します。
　これまで、天草地域医療センター、熊本大学病院にて初期
研修、レジデントとして勤務しておりました。未熟で、不慣
れなことも多く、ご迷惑をおかけすることも多いと思います
がご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

皮膚科医師

中嶋　仁美
なかしま 　ひとみ
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院長 倉
くらつ

津  純
じゅんいち

一 【診療内容】
循環器内科・呼吸器内科・消化器内科・リウマチ膠

原病内科・脳神経外科・脳神経内科・リハビリテー

ション科・整形外科・小児科・消化器外科・肛門外科・

放射線科・麻酔科・歯科・糖尿病内科・すっきりぐっ

すり排尿外来・口から食べるプロジェクト・復職支援・

自動車運転再開支援

【外来受付時間】
　月～金　　午前 9:00 ～ 12:00、午後 1:00 ～ 5:00

【休診日】
　土曜日、日曜日、祝日、年末年始

　（土曜日午前は事前予約のみ）

【住所】
　〒 861-4173 熊本市南区御幸木部 1 丁目 1 番 1 号

【TEL】
　096-378-1111

【FAX】
　096-378-1119

◆貴院のアピールをお願いします
　本院は高齢者を中心とした 630 床をもつケアミック
型病院です。これまでの高齢者医療から一歩踏み込ん
で、健康寿命の延伸をめざした先進的で、かつ個性的
な病院づくりを目指しています。具体的にはこれまで
取り組んできた「口から食べる PJT」に加え、夜間頻
尿・おもらしに対する排尿機能改善にも取り組み、高
齢者の生活支援を深化させます。また呼吸器・脳・免疫・
消化器・代謝内科・循環器など専門性の高い外来機能
の充実を図ります。

◆先生の趣味・お勧めスポットを教えて下さい
　脳神経外科関連の雑誌から依頼され、私の造語

「ニューロフィッシング」と言うタイトルで巻頭言を書
きました。深海の魚を釣るためには魚の性格、群れの
位置、潮の流れ、岩場の有無などを前もって予想し、
戦略を考え、しかけを用意する必要があります。これ
らは脳深部に存在する病変の摘出に通じるところがあ
ります。また複雑な病変を根気よく周囲組織から摘出
するには揺れる船上で、もつれた糸をほぐす気力と体
力が必要です。下田沖は眺望もよく、沖で 70cm を超
える鯛を 2 回釣りあげました。

◆当院へのご要望をお聞かせ下さい
　私には熊本医療センターに特別の思い入れがありま
す。それは私が大学病院で脳神経外科の医局長をして
いた時に国立熊本病院時代の宮﨑院長と相談して脳神
経外科を開設したことです。また研修医・専攻医教育
でも全国的に高評価されていることは頼もしい限りで
す。強いて要望としては積極的な臨床研究の推進です。
国立病院機構のネットワークで得られたビッグデータ
を活かして大学病院と補完し合う立場の病院を期待し
ます。

医療法人　桜十字
桜十字病院
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総合診療科（No.5）医学シリーズ
No.272

心因性発熱（機能性高体温症）について

　心因性発熱は、主にストレスが原因となって起こる体温上昇を指
し、機能性高体温症とも呼ばれます。精神活動や慢性的なストレス
状況が背景にある中で熱がでるようになり、なかなか下がらない、
病院で検査を受けても異常がないと言われた、解熱剤で熱が下が
らないといった場合、心因性発熱（機能性高体温症）が疑われます。
様々な検査をしても異常が見つからない発熱として、総合診療科で
遭遇することの多い病態です。

◆ 患者背景
　原因不明の発熱（不明熱）の調査では、不明熱患者さまの 12 名中、
3 名（2.5％）が心因性発熱（機能性高体温症）と診断されております。
また、2 週間以上続く37℃以上の発熱患者さまで、特に原因となる
所見を認めなかった 83 症例のうち、40 例（48％）は心因性発熱（機
能性高体温症）であったとの報告もあります。ストレスに対する交感
神経機能の亢進が体温上昇に大きく関係しており、性別や年齢を問
わず、子供から大人まで起こる可能性があります。

◆ 症　状
　ストレスに伴う体温上昇には、大きく 2 つがあります。一つ目は
過度なストレスによって急激に体温が上昇するタイプ、二つ目は慢
性的なストレス状況（過労や介護）で微熱程度の体温上昇が続くタ
イプです。子供の場合、熱産生機能が大人より発達している時期
であるため高熱になりやすい傾向があり、一つ目のタイプであるこ
とが多いです。総合診療科では、二つ目のタイプに遭遇することが
多いです。発熱以外にストレス性症状（頭痛、腹痛など）や不眠症、
うつ状態を合併していることもあります。

◆ 検　査
　発熱の原因となる器質的疾患（感染症、自己免疫疾患、悪性腫
瘍など）が存在するのかを確認する必要があります。そのため、血
液検査、画像検査（レントゲン検査、CT 検査）、心エコー検査、
心電図検査といった検査を行い異常があるのかを確認する必要が
あります。

◆ 治　療
　❶生活指導、❷薬物療法、❸自律訓練法、❹心理療法、❺併存
症（ストレス性に生じている他の身体疾患、精神疾患）の治療があ
げられ、心療内科や精神科の診療が必要となることがあります。当
科では、様々な検査（血液検査、CT 検査、心エコー検査、レント
ゲン検査、心電図検査）や医療面接を行ったうえで心因性発熱（機
能性高体温症）が疑われた場合、検査所見に異常がないことをお
伝えした後に心療内科や精神科の受診を勧めております。

最近のトピックス

国立病院機構熊本医療センター
総合診療科部長

　　辻
つじ

　隆
たか

宏
ひろ
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＝新型コロナウイルス感染症拡大防止に伴う研修会中止のお知らせ＝

研修センター
QR コード▶

研修へのお問い合わせはこちら
国立病院機構熊本医療センター
地域医療研修センター（096）353-3515（直通）

なお、今後の感染状況や国・熊本県の動向を踏まえて、変更させていただく場合がありますので、

最新の情報は当院ホームページ等でご確認をお願いいたします。

　新型コロナウイルス感染症の急速な拡大の影響により、予定しておりました 9月までの下記研修会を中止と

いたしました。各会の開催を楽しみにされていた皆様には、大変申し訳ございませんが、皆様の安全を優先し

てのことでございますので、何とぞご理解くださいますようお願いいたします。

6月5日（土） 第 42 回 診断と治療　－最新の基礎公開講座－

6月21日（月） 第 268 回 月曜会（内科症例検討会）

6月23日（水） 第 182 回 救急症例検討会

7月 4日（日） 第 35 回 臨床薬理セミナー

7月17日（土） 第 36 回 メディカルスタッフのための人工呼吸セミナー

7月19日（月） 第 269 回 月曜会（内科症例検討会）

7月21日（水） 第 143 回 総合症例検討会（CPC）

7月31日（土） 第 43 回 診断と治療　－最新の基礎公開講座－

8月16日（月） 第 270 回 月曜会（内科症例検討会）

8月25日（水） 第 183 回 救急症例検討会

9月 4日（土） 第 44 回 診断と治療　－最新の基礎公開講座－

9月11・12日（土・日） 第 10 回 すべてのナースのためのエンド・オブ・ライフ　－ ELNEC-J in KMC －

9月13日（月） 第 271 回 月曜会（内科症例検討会）

9月22日（水） 第 184 回 救急症例検討会　特別講演
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