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　救急科レジデントの杉野大樹と申します。初期研修
は荒尾市民病院で行い、現在医師３年目です。知識、
手技ともに未熟でありご迷惑をおかけすることが多々
あるかと思いますが、一日でも早く地域、病院に貢献
できるよう精進して参る所存です。宜しくお願い致し
ます。

救命救急科医師

杉
すぎの

野　大
ひろき

樹

　令和４年度より勤務させていただいております外科
の松本克孝と申します。
　熊本医療センターには８年振り３回目の勤務となり
ます。
　外科診療と救急外来の 2 本柱で活動致します。宜し
くご指導賜りますようお願い申しあげます。

外科医師

松
まつもと

本　克
かつたか

孝

　4 月より血液内科にて勤務させて頂いております中
村貴久と申します。初期研修を熊本医療センターで２
年間行い、その後 2 年間、熊本大学病院血液・膠原病・
感染症内科での後期研修を経て、この度、再び熊本医
療センターで勤務させて頂くこととなりました。至ら
ぬ点も多々あると思いますが日々精進して参りますの
で、ご指導の程よろしくお願いします。

血液内科医師

中
なかむら

村　貴
たかひさ

久

　今年度より血液内科で勤務させていただいておりま
す神谷千晴と申します。前任はくまもと森都総合病院
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おもいますが、病院
と地域に貢献していけるよう努めてまいります。何卒
よろしくお願い申し上げます。

血液内科医師

神
かみや

谷　千
ちはる

晴

　今年度より産婦人科で勤務しております坪木純子で
す。こちらで 2 年間の初期臨床研修を受け、約 10 年
ぶりに再び勤務させていただきます。見慣れた風景で
ある反面、忘れてしまったことや新しくなったことも
あり、不慣れな点が多くご迷惑をおかけいたしますが、
何卒よろしくお願い申し上げます。

産婦人科医師

坪
つぼき

木　純
じゅんこ

子

　今年度より血液内科にて勤務させていただきます田口
詢と申します。熊本医療センターで２年間の初期研修を
行い、その後１年間熊本大学病院血液膠原病感染症内科
にて後期研修を行いました。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。至ら
ぬ点も多々あると思いますが日々精進して参りますの
で、何卒よろしくお願い致します。

血液内科医師

田
たぐち

口　詢
じゅん

　今年度より形成外科で勤務させて頂いております大
塚駿太と申します。昨年度は研修医として勤務してお
りました。至らぬ点は多々あるかと思いますが、今後
とも当院に貢献できるよう精進して参ります。何卒よ
ろしくお願い致します。

形成外科医師

大
おおつか

塚　駿
しゅんた

太
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　4 月より循環器内科で勤務しております片山哲治と
申します。熊本の中核病院で働けることができ、大変
に張り切っております。毎日、熊本城を眺めながら歩
いて通勤しており、身が引き締まる思いです。先生方
よりご紹介頂きました患者さまに満足して頂ける医療
が提供できるよう、全身全霊で尽力して参りますので、
よろしくお願い申し上げます。

循環器内科医師

片
かたやま

山　哲
てつじ

治

　今年度より循環器内科で勤務させていただいており
ます奥野佑樹と申します。緊急症例の多い当院で修練
を積むことができ、大変嬉しく思うとともに、身の引
き締まる思いでございます。医師 4 年目であり、至ら
ぬ点も多々あると思いますが、日々精進して参ります
ので、ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

循環器内科医師

奥
おくの

野　佑
ゆうき

樹

　今年度より消化器内科で勤務させていただいており
ます山本祐弥と申します。まだまだ経験が浅く、皆さ
まにはご迷惑をおかけすることも多いかと思います
が、当院で経験できる多岐にわたる豊富な症例を通し
て、多くの知識や技能を身につけ、当院に貢献出来る
よう邁進して参りますので、どうぞ宜しくお願い致し
ます。

消化器内科医師

山
やまもと

本　祐
ゆうや

弥

　平成 29 年久留米大学卒、消化器内科の佐々木大尭
と申します。済生会熊本病院で研修後、熊本大学消化
器内科に入局し、3 月まで熊本地域医療センターで勤
務していました。
　救急疾患が多く、非常に忙しい病院と聞いています。
至らぬ点もあると思いますが、ご指導ご鞭撻のほど宜
しくお願いいたします。

消化器内科医師

佐
ささき

々木　大
ひろたか

尭

　2022 年 4 月から当センター小児科に赴任いたしま
した、濱口正義と申します。熊本大学卒業後、研修を
経て熊本大学小児科に所属しており、小児科医として
は５年目でまだまだ修練中の身です。地元である熊本
に貢献できるよう、日々精進してまいりますので、ご
指導ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。

小児科医師

濱
はまぐち

口　正
まさよし

義

　今年度より赴任となりました小児科の小山真輝と申
します。医師 7 年目、小児科 5 年目となります。前年
度は熊本赤十字病院で勤務しておりました。救急当直
の際には、他科の先生方にたいへんお世話になるかと
思います。至らぬ点が多いかと思いますが、当院に少
しでも多く貢献できるよう努めて参りますので、何卒
よろしくお願いいたします。

小児科医師

小
おやま

山　真
まき

輝

　歯科口腔外科の前田顕誠と申します。昨年は当院に
て初期研修をさせていただきました。日々の外科処置
を始め、周術期口腔機能管理や緩和ケアチームの一員
として従事しております。熊本の医療に貢献できるよ
う努めて参りますので、何卒よろしくお願い申し上げ
ます。 

　今年度より婦人科に赴任してまいりました、小林克
と申します。前年度は熊本大学で勤務しておりました。
　現在卒後 4 年目で修練中の身でありますが、当院で
は悪性腫瘍および救急疾患への対応をより深く勉強さ
せていただき、熊本の産婦人科医療、救急医療に貢献
できますよう、精進して参ります。ご指導の程宜しく
お願い致します。

歯科口腔外科医師産婦人科医師

前
まえだ

田　顕
けんせい

誠小
こばやし

林　克
まさる
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　今年度より赴任いたしました國武茜と申します。熊
本の救急医療の中核を担う当院で勤務させていただき
光栄に存じます。医師 4 年目でまだ経験が浅く至らぬ
点も多々ございますが、地域医療に貢献すべく精一杯
努めてまいります。ご指導ご鞭撻のほど何卒よろしく
お願い申し上げます。

整形外科医師

國
くにたけ

武　茜
あかね

　4 月より総合診療科に赴任しました吉村文孝と申し
ます。
　3 月までは、天草や阿蘇・人吉の医師不足地域で勤
務し、へき地医療に従事しておりました。
　若輩者ですが、熊本市の救急医療・地域医療に貢献
できるよう精進いたします。
　ご指導・ご鞭撻のほど、何卒宜しくお願いします。

総合診療科医師

吉
よしむら

村　文
ふみたか

孝

　今年度より脳神経外科で勤務させていただいており
ます。３月までは鹿児島県鹿屋市の徳田脳神経外科病
院で２年間勤務し今回赴任して参りました。久々の総
合病院での診療であるため、至らぬ点があるかもしれ
ませんが、精進して参りますのでどうぞよろしくお願
いします。

脳神経外科医師

田
たしま

嶋　恒
こうぞう

三

　初めまして。令和 4 年度から当院にお世話になって
おります、総合診療科の久保崎順子と申します。医師
としては 7 年目に入ります。研修を終えてからは 4 年
間、公立玉名中央病院（現在のくまもと県北病院）に
勤務しておりました。ご迷惑をおかけすることばかり
と思いますが、何卒よろしくお願いいたします。

総合診療科医師

久
くぼさき

保﨑　順
じゅんこ

子

　本年度より脳神経内科で勤務することになりました
髙松孝太郎と申します。昨年度までは熊本市民病院で
勤務しておりました。今回の異動で熊本医療センター
には平成 16 年、平成 20 年に続き、14 年ぶり 3 度目
の勤務となります。脳神経内科領域の診断、治療も 14
年で様変わりしておりますため、お困りの患者さまが
いらっしゃいましたらご紹介ください。

脳神経内科医師

髙
たかまつ

松　孝
こうたろう

太郎

　脳神経内科の田北智裕と申します。4 年ぶりに熊本
医療センターでの勤務となりました。前回は 14 年間
勤務させていただいていたこともあり、知っている職
員も多く、働きやすい職場だと感じています。急性期
医療の現場に早く慣れ、少しでも多く貢献できるよう
に頑張って参ります。何卒よろしくお願い申し上げま
す。

脳神経内科医師

田
たきた

北　智
ともひろ

裕

　今年度より整形外科で勤務させて頂いております
富野航太と申します。この１年は変性疾患や脊椎疾
患に加え、外傷診療についての様々な経験を積むこ
とが出来る貴重な機会であると考えております。至
らぬ点が多々あるかと思いますが、少しでも病院と
地域に貢献できるように努めて参りますので、ご指
導ご鞭撻のほどよろしくお願い申し上げます。

　4 月から心臓血管外科勤務となりました岡本健と申
します。当院には 14 年ぶり 2 度目の赴任となります。
10 数年ぶりにお会いするスタッフもいらっしゃいま
すが、大半の方とは「はじめまして」状態ですので心
機一転、気持ちを新たにして仕事に臨んでまいります。
前任地での経験を活かして循環器疾患ならびに病院と
地域医療に貢献できるよう精一杯努めてまいりますの
で、どうぞよろしくお願いいたします。

整形外科医師心臓血管外科部長

富
とみの

野　航
こうた

太岡
おかもと

本　健
けん
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　今年度より皮膚科で勤務させていただくこととなり
ました草場と申します。大学院で昨年度まで研究をし
ておりました。何かと不慣れなことがありご迷惑をお
かけするかもしれませんが、当院に貢献できるよう全
力を尽くしますので何卒よろしくお願いいたします。

皮膚科医師

草
くさば

場　雄
ゆうどう

道

　今年度より着任しました病理診断科の光山佳菜子と
申します。久留米出身であり現在久留米大学病理学講
座に所属しております。熊本は旅行で何度も訪れてお
り馴染みの土地です。市中病院での勤務は初めてなの
で初心に立ち返り頑張っていきたいと思っておりま
す。どうぞ宜しくお願い致します。

病理診断科医師

光
みつやま

山　佳
かなこ

菜子

　2022 年度より麻酔科で勤務させていただいており
ます是松伸之介と申します。昨年度は熊本市民病院に
勤務しておりました。場所が変わり慣れないことがま
だ多いですが、手術に伴う患者さまの苦痛を可能な限
り取り除けるよう精一杯努めてまいります。
　何卒よろしくお願い申し上げます。

麻酔科医師

是
これまつ

松　伸
しんのすけ

之介

　今年度より放射線治療科で勤務させていただいてお
ります専攻医 2 年目の山田茂雄と申します。昨年度ま
で熊本大学病院に勤務しておりました。まだまだ至ら
ぬ点も多々ありご迷惑をお掛けすることもあるとは思
いますが、熊本の放射線治療に貢献できるよう努めて
参りますので、何卒よろしくお願い致します。

放射線治療科医師

山
やまだ

田　茂
しげお

雄

　今年度より麻酔科で勤務させていただきます鳥居泰
峻と申します。国保水俣市立総合医療センターの初期
研修中に救急の研修として 2 か月ほど当院で勤務しま
したが、再び勤務させていただくことになりました。
麻酔科医としては 2 年目でありまだまだ至らないとこ
ろが多いですが、何卒よろしくお願いします。

麻酔科医師

鳥
とりい

居　泰
やすたか

峻

　4 月に赴任いたしました、津山奏子と申します。
　熊本医療センターは急性期の中核的病院で、緊急症
例も多く、医師として多くの経験を積める環境である
と有難く感じています。
　患者さまにとっては、手術は不安や恐れを感じる数
少ない経験であることを忘れず、麻酔科医として安全・
安心、そして丁寧な診療を心がけて参ります。どうぞ
よろしくお願いします。

麻酔科医師

津
つやま

山　奏
そうこ

子

　今年度より皮膚科で勤務させて頂きます中原智史と
申します。
　昨年度までは水俣医療センターに勤務していました。
　新たな病院の雰囲気に慣れるまでは多々ご迷惑をお
掛けすることもあるかと思いますが、日々精進してい
きたいと存じます。
　よろしくお願い致します。

　泌尿器科の村上栄敏と申します。2017 年から 2 年
間当院で初期研修をさせていただき、今回 2022 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、泌尿器科治療に貢献できるよう
頑張って参ります。よろしくお願い致します。

皮膚科医師泌尿器科医師

中
なかはら

原　智
さとし

史村
むらかみ

上　栄
ひでとし

敏
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　初めまして。令和４年４月より、熊本医療センター
に勤務いたしております精神科の三角と申します。昨
年度までは精神科の単科病院に勤務しておりました。
まだまだ未熟であり、ご迷惑をおかけすることもある
かと存じますが、熊本の医療に少しでも貢献できれば
幸いです。これからよろしくお願い申し上げます。

精神科医師

三
みすみ

角　雅
まさひろ

裕

　今年度より赴任となりました精神科医 3 年目の山口
祐介と申します。最初は九州大学の理学部に入学し、
大学院で農学部へ。修士課程を修了するものの研究の
道が閉ざされてしまい、一念発起、熊本大学医学部に
入学しました。このため、高齢ながらまだまだ未熟者
ですが、何卒よろしくお願い致します。

精神科医師

山
やまぐち

口　祐
ゆうすけ

介

　今年度より糖尿病・内分泌内科で勤務させていただ
いております井手口拓弥と申します。2016 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、
4 年ぶりにまた勤務させていただくことになりました。
地域と病院に貢献できるよう努めて参りますので、何
卒宜しくお願い申し上げます。

糖尿病・内分泌内科医師

井
いでぐち

手口　拓
たくや

弥

　今年度より精神科で勤務させて頂いております和田
浩稔と申します。平成 31 年に熊本大学を卒業し、熊
本大学病院と済生会熊本病院で初期研修をさせて頂き
ました。熊本大学神経精神科に入局し、熊本大学病院
で 1 年間勤務しました。チーム医療で患者さまに最善
の医療を提供したいと考えておりますので、ご指導ご
鞭撻のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

精神科医師

和
わだ

田　浩
ひろとし

稔

　今年度より代謝内科で勤務致しております荒木 裕大
と申します。宮崎大学出身でテニス部に所属していま
した。2019 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、その後熊本大学病院糖尿病・代
謝・内分泌内科に入局しました。この度、1 年ぶりに
当院で勤務させて頂くこととなりました。至らぬ点も
多々あると思いますが、日々精進してまいりますので、
よろしくお願い致します。

糖尿病・内分泌内科医師

荒
あらき

木　裕
ゆうだい

大

　今年度より眼科で勤務させていただいております幸
野理久と申します。昨年までは大学病院にて勤務して
おりました。まだまだ若輩者で皆様方に多くのご迷惑
をおかけするとは思いますが、精一杯当院に貢献でき
るように努めて参りますので、どうぞよろしくお願い
いたします。

　今年度より麻酔科で勤務させていただいております
王子維蘭と申します。
　まだまだ経験が浅く皆様にはご迷惑をお掛けするこ
とも多々あると思いますが、病院と地域医療に貢献で
きるように日々研鑽を積んで参ります。
　これからよろしくお願い致します。

眼科医師麻酔科医師

幸
ゆきの

野　理
りく

久王
おうじ

子　維
ゆい

蘭
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院長 石
いしい

井　雅
まさこ

子

くまもと森都心
クリニック

◆貴院のアピールをお願いします
　2021 年 10 月 1 日に熊本駅前のくまもと森都心、
ザ・くまもとタワー 1 階に開院しました。内科・
泌尿器科・美容皮ふ科を標榜しています。外来診
療日は火曜日と金曜日です。開院して半年が経過
し当院の約９割が女性の泌尿器科疾患でお困りの
患者さまです。院内はプライベートな空間を大事
にし、女性の患者さまでも安心して受診できる環
境を整えています。

◆先生の趣味・お勧めスポットを教えて下さい
　３歳の双子の男の子の母親でもありますので、
週末や休日は子供達との時間を大事に過ごしてい
ます。熊本県内の公園という公園を見つけ出し、
ストライダーやボール、縄跳びを持って出かけて
いきます。私の体力の続く限りは子供たちを追い
かけますが、すぐに息がきれてしまいます。その
後は木陰で休みながら、溜まった事務作業をした
り読書をしたりとのんびり子供達を眺めながら過
ごす時間が私のパワーの源です。

◆当院へのご要望をお聞かせ下さい
　他科と比べますとまだまだ少数である女性の泌
尿器科医師として、他施設様と連携させていただ
きながら日々診療を行なっています。女性泌尿器
科疾患（腹圧性尿失禁、骨盤臓器脱、間質性膀胱
炎等）は重症になると手術療法がメインとなりま
す。貴院にはそのような患者さまや、また地域連
携室を通し、緊急時のご対応や精密検査等で大変
お世話になっております。今後ともご指導とご鞭
撻の程を何卒宜しくお願い申し上げます。

【診療科目】
　内科・泌尿器科・美容皮ふ科

【診療受付時間】
　火・金（予約優先制）　午前：8 時 30 分〜 13 時
　　　　　　　　　　　午後：14 時〜 17 時 30 分
　木　　（完全予約制・オンライン診療）

【休診日】
　月・水・土・日・祝日

【住所】
　〒 860-0047 熊本市西区春日 1 丁目 14-3
　　　　　　　 くまもと森都心 C-1

【TEL】
　096-277-1381

【FAX】
　096-277-1382
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国立病院機構熊本医療センター　泌尿器科 村
むらかみ
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ひでとし
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川　浩
ひろあき

明

前立腺がん診断率アップ！
～県内初、ＭＲＩ・超音波融合（フュージョン）前立腺生検の導入～

最近のトピックス

泌尿器科（No.12）医学シリーズ
No.283

　これまでの前立腺生検をより高い精度で行うため、
2021年 12 月 MRI・超音波融合標的生検システムであ
るトリニティⓇを導入しました。従来の前立腺生検は経直
腸エコーで前立腺を観察し、MRI で指摘された病変部位
（ターゲット）を頭の中でイメージし超音波画像上で病変
を探し出し針生検を行ってきました。病変がはっきり同定
できれば問題ありませんが、PSA 値が 20ng/ml 以下の早
期病変では MRI 上は同定できても超音波では見えないと
いう事も多くあり、そのような場合は、おおよその場所に
狙いをつけ生検の本数を多くすることで診断の正確さを担
保していました。しかし、このMRI フュージョン生検では
MRI 画像を事前にトリニティⓇのソフトウエアに取り込むこ
とで、MRI 画像上でのターゲットを超音波画像上にリアル
タイムに描出することができ、確実に病変部を狙撃生検す
ることが可能になりました。そのため、がん病巣の検出率
が向上し、かつ局在診断も可能となる画期的な方法です。
　近年、患者さまが増え続けている早期前立腺がんに対
する治療法は多岐にわたりますが、個々の患者さまに適切
な治療法を提供するためにも、正確ながん診断および局
在診断は重要であり、これまでも課題であった前立腺が
んの過剰治療回避やより低侵襲な治療の提供も可能にな
るのではと考えています。また、正確な組織採取は不必要
な再生検の回避にもつながり、前立腺生検による感染症や

出血などの合併症も減らせるなど様々なメリットがあります。
　当院ではこのMRI フュージョン生検を経会陰的に施行
する為、麻酔科管理のもと 2 泊 3日の入院で行っておりま
す。所要時間は 30 分程度で、これまでに 80 例ほどの症
例を経験しました。通常の生検に比べてやや煩雑な準備
工程がありますが、2022 年度の診療報酬改定により正式
に保険適用となり、従来の生検に比べ約 5 倍の点数が認
められた事によりこれも解決しました。
　我々はこのMRI フュージョン生検をむやみやたらと前立
腺がんを見つけ出す手段ではなく、前立腺がんに特有な
経過をみてもいい “ がん” か、治療すべき “ がん” かを判断
するために必要不可欠な医療技術として捉えています。当
院では倫理委員会の承認のもと、放射線治療科と協力し、
まだ全国で 3 施設しか取り組んでいない密封小線源治療
を使用した前立腺がん“ 部分 ”（フォーカル）治療に本技
術を取り入れ、より低侵襲な治療として開始しています。
　従来の前立腺生検では標的病変が小さかったり、ター
ゲットが前立腺腹側にあるため生検困難と思われる症例
や、再生検が必要と判断された患者さまもこのMRI フュー
ジョン生検法により正確に組織採取・診断が可能となりま
すので、適応の患者さまがいらっしゃいましたらご紹介の
程宜しくお願い致します。

トリニティⓇ 検査風景

従来の 2Dイメージの生検

3DイメージのMRI フュージョン生検
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2022 年 6月研修のご案内

※今後の感染状況や熊本県の動向を踏まえ、急遽中止させていただく場合がございます。
　最新の情報は当院ホームページでご確認いただくか、事務局までお問い合わせください。

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）

医学生のための臨床研修説明会

医学生のための臨床研修説明会のお知らせ
　平素より研修医の地域医療研修等についてご協力頂き、厚くお礼申し上げます。この度、当院では医学生を対象と
した臨床研修説明会を下記の通り実施することとなりましたのでご案内申し上げます。
　説明会では指導者及び研修医も参加し、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。
当院の事を理解してもらう良い機会ですので、ご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。
　なお、新型コロナウイルスによる多大な影響が各方面に出ておりますが、その点十分に配慮した上で実施いたしま
す事を申し添えます。

（教育研修部長　境　健爾）

日時：令和４年６月26日（日）　12：50 ～
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

詳細につきましては当院 HP をご確認下さい
https://kumamoto.hosp.go.jp/rinken-index/rinken-setumeikai/
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