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                    　　　　　　　　　ご　挨　拶

日頃、何かとご指導・ご支援いただき、厚く御礼申し上げます。
診療機能の更なる充実を図るべく、本年１月に「総合診療科」を開設し、３月１６日から電子カルテ

を導入する一方、４月１日から新たに開設しました「乳腺センター」「病理診断科」の運営もほぼ予定
通り進捗しています。併せて、連携機能の向上のため地域連携室の充実を図りながら、地域医療構想
の中での当院としての役割・在り方を見据えつつ、今後の方向付けを明確にするよう鋭意、検討を進め
ています。
また、永年の悲願であり、待望久しかった新病院建設が、大江 3 丁目の JT 熊本工場跡地（敷地面
積 15,537 平方メートルと現在地の約 1.7 倍）に9月5日（土）に起工式を挙行し、漸く着工の運び
となりました。新しい病院の規模は病床数は現在と同じ 199 床ですが、PC 造（免震構造）5 階建、
延べ床面積 16,667 平方メートル、患者用駐車場が 180 台収容（平置き）です。設計・施工ともに
松尾建設㈱が行い、平成 28年 12月末竣工の予定です。
新病院建設のスタートを大きな励みとして、これからも『質の高い医療を通じて地域に愛され、親し

まれる病院を目指す』ことを基本理念に地域の中核病院として地域医療への貢献を果たすべく、職員一
丸となって努力して参ります。
引き続きご指導・ご鞭撻いただきますよう、宜しくお願い申し上げます。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くまもと森都総合病院
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長・院長　藤山重俊

理事長・院長
　藤山重俊

平成27年9月5日　起工式の様子



昨年 7月から子飼本町（熊大通り）で、産婦人科（担当：私）と皮膚科（担当：家内）
の有床診療所を開設しています。元々、お産が多かった時代、昭和 33 年に父が開
設した産婦人科医院でしたが、少子化という時代の流れ、それに新興住宅街ではなく
学生街という立地から、新しいスタイルの開業医をしているつもりです。
お産を取り扱わない産婦人科では何をしているのかと昔の先生方は思われるでしょ

う。まず、受験生の月経周期の調節から、月経痛、月経不順、月経前症候群、避妊、
子宮頸がん検診、性感染症 の心配などの特に若い人たち、それから、更年期うつ病、
閉経後女性の退行性変化まで、よろず相談窓口となっております。
皮膚科でも、（産婦人科を前面に出しているにも関わらず）男子大学生が沢山ニキ

ビの相談などで受診され、街のクリニックとしての社会的役割は果たしているかなと思っ
ています。 
小手術にも対応していますが、開業医で出来ることは限られています。開業前は、
(NTT 西日本九州病院→) くまもと森都総合病院産婦人科に 10 年間勤務させていた
だき、病院の大変いい雰囲気を知っています。MRI などの画像診断、（現産婦人科部
長永井 Dr が得意としている）婦人科がんの初期病変の治療などを、ついつい気軽に
お願いしております。頼りがいのある バックアップ病院の存在は大変ありがたいもので
す。
自分自身の心身両面の健康管理もしっかり行い、末永く地域に貢献していきたいと
思いますので、関連病院の先生方へもよろしくお願いいたします。

〒860-0851　熊本市中央区子飼本町６－２０
　　　　　　　TEL 　096-345-8300

連携病院紹介 よしむら産婦人科皮ふ科クリニック　吉村寿博先生

院長と吉村和子副院長

当院が、平成 25年 9月１日より「在宅療養支援病院」と
なり、地域包括支援センターとの懇談や、市内の診療所の訪
問を行った結果、地域のニーズが高く、先生方からの要望が
多かったのが皮膚科専門医による往診でした。
外来受診が困難な方々を対象として、褥瘡・類天疱瘡・

白癬の悪化等、在宅の先生方から往診依頼をいただき、現
在までの往診件数は、総数 352件となりました。

皮膚科専門医が、直接在宅で日常のケアを行うご家族や
訪問看護師さん・ヘルパーさんに対して、疾患の説明を行い、
日常のケアを直接指導するので、理解や処置の向上につなが
り、患者さんにも満足いただいていると感じております。
今後とも、『くまもと森都総合病院』だからこそできること

を、精一杯、地域へ発信していきたいと思います。ご指導、
ご愛顧のほどよろしくお願いします。

　　　　　　　　地域医療連携室看護師　星山　範子

皮膚科往診

「和田医院（和田敏院長）との共同診療」
当院は県よりがん拠点病院として指定されています。このこ

とは各々が専門性を高め、お互いに協力し合い、診療レベル
を上げていくことが求められています。そういう観点からがん
に関連する勉強会を始めました。第一はキャンサーボードで
す。各がん腫でガイドラインが整備され、標準治療が施行さ
れるようになっていますが、症例によっては診断の困難な例、
各科横断的な知識が求められる症例に遭遇することは多々あ
ります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　また、医師以外の専門的な意見も貴重です。そういう例に
対する検討会を各科、各職種が一同に会して少なくとも月一
回開催しています。もちろん、各科でのボードはこれまで通り
開催されています。

また、乳がんに関する勉強会として乳腺画像診断勉強会、
乳がんチーム医療研究会があります。前者は文字通り画像診
断と病理の対比を詳細に行うもので、後者は乳がん診療に関
わる各職種が集まり情報の共有、研鑽を行うものです。何れ
も参加自由ですので、多くの方の参加をお待ちしています。　

　　　　　　　　　　　　　　　　副院長　　西村令喜

乳腺画像診断勉強会
キャンサーボード勉強会のご案内



当院通院中の患者さ
んおよびご家族、大江・
白川校区の住民を対象
としまして、リウマチ性
疾患の病態や治療に関
する最新の情報を提供
しております。各部署
が担当いたしますの

～リウマチ教室～ 10回目をむかえて

で、いろんな視点から病気に対する情報が得られ、また患者
さん同士あるいは医療スタッフとのコミュニケーションを深める
機会にしていただければと思っております。　　　　　　　　
　2月、6月、10 月の年 3 回の計画でこれまで計 10 回のリ
ウマチ教室を開催いたしました。第 1 回は医師と薬剤師、第
2 回は医師と検査技師、第 3 回は薬剤師と管理栄養士が担
当しまして、毎回テーマを少しずつ変えながら開催しておりま
す。尚、会の後半では医療相談コーナーも設けており個別に
質問を受けつけていますので、皆様のお越しをスタッフ一同心
よりお待ちしております。

　　　　　　　　リウマチ膠原病内科医師　高岡　宏和

外来化学療法室
化学療法とは抗がん剤によるがんの治療方法です。　　　　
　以前は入院で行う事が主流でしたが近年、副作用対策の充実
や、患者さんの社会・日常生活を継続しながら行える外来での化
学療法が広く行われるようになりました。　　　　　　　　　　
　2015 年４月から乳腺外来の開設とともに、外来治療室を 10
床に増床しました。治療環境としては、リクライニングチェア６床
とベッド４床を設けています。それぞれにカーテンの仕切りがあり
プライバシーに配慮した環境での治療ができます。またテレビが
各ベッド、チェアに設置されておりリラックスして治療を受けられ
るようになっています。　　　　　　　　　　　　　　　　　
　専任の医師、薬剤師、看護師等チーム医療で取り組み、看護
師対象の学習会や患者さんを対象としたヘアメイク講座や患者会
なども行い、安心して安全に治
療が受けられるよう日々対応さ
せていただいております。患者さ
んが外来で治療し笑顔で帰られ
るような明るい雰囲気を心がけ
ています。

「救急の日」イベントを開催しました。
９月９日の「救急の日」に因んで、９月８日　くまもと森都総
合病院正面玄関ホールにおいてイベントを開催しました。　　　
　今年も中央消防署・救急隊のご協力により、患者さまにＡＥＤ
機器の操作方法の実演を行ったり、救急時の対応についてのＤ
ＶＤ放映や救急車の展示等の紹介を行いました。

飾り馬が病院訪問しました。
～患者のみなさんにもお祭り気分のおすそわけ～

平成２７年９月１８日、毎年恒例となっていま
す、ＮＴＴグループ奉賛会の飾馬飾卸が当院を訪
問し踊りの披露がありました。　　　　　　　　
　思いがけない飾馬と勢子の訪問に、患者さんも
一緒に手を振って踊りながらお祭り気分を味わっ
ていらっしゃいました。

当院の透析室は透析ベッド１４床
（うち個人用透析装置１台）の小さ
な透析室です。腎臓内科医師１名、
看護師 3 名、臨床工学技士 3 名が
業務に携わっており、総合病院の腎
臓内科・透析室として多彩な治療を
提供することをモットーとしていま
す。　　　　　　　　　　　　　

　血液透析導入や、維持透析中の患者さんの合併症に対する検査・治療・
手術目的での入院透析に対応するほか、血液透析以外の各種血液浄化療法
に迅速に対応しています。腎臓内科では検尿異常のみの早期の腎臓病やネフ
ローゼ症候群から末期腎不全まで対応しており、腎代替療法が必要となる患
者さんには血液透析・腹膜透析・腎移植について説明し、患者さんの状態
や生活スタイルに応じて治療法を選択するようにしています。　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　腎臓内科　水足謙介

【 透析室で施行している各種治療 】
・慢性腎不全、急性腎不全に対する血液透析（ＨＤ）
・潰瘍性大腸炎、クローン病、関節リウマチなどに対する血球成分除去療法 
                                                              （Ｌ-ＣＡ Ｐ、Ｇ-ＣＡＰ）
・劇症肝炎、急性肝不全、膠原病、天疱瘡・類天疱瘡などに対する
  血漿交換（ＰＥ）、二重濾過血漿交換療法（ＤＦＰＰ）
・肝硬変、癌性腹膜炎など難治性腹水に対する腹水濾過濃縮再静注法
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（ＣＡＲＴ）

部門紹介　　～透析室～

がん化学療法看護認定看護師
　　　　　　　　　村上優子



受付時間　午前  8：00～11：00  ( 再来機の場合：7:30～11：00 )
　　　　　午後12：30～15：30
土曜・日曜・祝祭日は休診。（但し、救急の場合はこの限りではありません。）
午後の診療に関しては、外来診療担当医一覧をご参照ください。
時間外緊急患者診療受付　※平日の診療時間外、土日祝日における緊急診療
                                       096-364-6000(代表)へお電話ください。

お問合せ

〒862-8655  熊本市中央区新屋敷１丁目17番27号
TEL：096-364-6000（代表）/FAX：096-362-5204（代表）
URL:http://www.k-shinto.or.jp
くまもと森都総合病院　地域医療連携室

096-364-6000(代）
（平成27年10月1日現在）

午前/午後 月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 備考

午 前 下村　泰三 藤本　哲広 鈴島　仁 藤本　哲広 藤本　哲広

午後

午 前 藤井 裕己
藤井　芙有

（熊大）
藤井 裕己 藤井 裕己 藤井 裕己

心臓内科は各担当医となります
◆ 火曜日（藤井Ｄｒ）は再診のみとなります

午後 藤井 裕己 藤井 裕己
山部 浩茂

（熊大）
◆ 午後は再診のみとなります

藤山 重俊 岩下　博文 藤山 重俊
藤山 重俊
(新患のみ）

岩下　博文

宮瀬 志保 束野　奈津己 石貫　敬子 宮瀬 志保 石貫　敬子

廣岡 紀代美 束野　奈津己 廣岡　紀代美

午後

鈴島 仁 鈴島 仁 下村 泰三 渡邊　祐子 下村 泰三

★藤本　哲広
（10時より診察）

藤本　哲広

午後 藤本　哲広 下村　泰三 鈴島 仁 渡邊　祐子 ◆ 午後は予約及び紹介患者様のみとなります

彌永 和宏 彌永 和宏 彌永 和宏 彌永 和宏 松岡 多香子

松岡 多香子 松岡 多香子 松岡 多香子

午後

午前 水足　謙介 水足 謙介

午後 水足 謙介 ◆ 午後は予約及び紹介患者様のみとなります

午前 中村　正 高岡　宏和 高岡　宏和 高岡　宏和 中村　　正

午後 中村　正 中村　正 ◆ 午後は予約及び紹介患者様のみとなります

午前 ★大津 哲郎

午後
★藤井　裕己
（現在休診中）

★松岡 多香子

午前

午後
佐田　公範

（熊大）
１３時30分より診察

◆ 水曜日（佐田Ｄｒ）は再診のみとなります

午前

午後 村上　和憲

大佐古　智文 西山　康之 大佐古　智文

(西村　令喜） (西村　令喜） (西村　令喜）

(藤末真実子) (藤末真実子) (藤末真実子)

西村　令喜 西村　令喜 西山　康之

西山　康之 大佐古　智文

大佐古　智文 西山　康之 大佐古　智文

(西村　令喜） (西村　令喜） (西村　令喜）

(藤末真実子) (藤末真実子) (藤末真実子)

西村　令喜 西村　令喜 西村　令喜 西村　令喜 西山　康之

西山　康之 大佐古　智文 大佐古　智文 大佐古　智文

西山　康之 西山　康之

山中 剛 佐野 收 山中 剛 桑原　暢宏 山中 剛

桑原　暢宏 佐野 收 岡部 和利

午 後 担当医 【手術】 ≪検査≫ 【手術】 担当医
◆ 午後の担当医は、緊急時対応が
     出来ない場合もございます

有住 裕一 伊勢 紘平 伊勢 紘平 有住 裕一 有住 裕一

飯干 明 飯干 明 有住 裕一 飯干 明 飯干 明

午 後 ≪検査≫ 【手術】 ≪検査≫ 【手術】 飯干 明

丸尾　圭志 丸尾　圭志 丸尾　圭志 中原　智史 丸尾　圭志

松尾　敦子 松尾　敦子 松尾　敦子 松尾　敦子 中原　智史

城野　昌義 中原　智史 中原　智史 ★城野　昌義 城野　昌義

丸尾　圭志 【手術】 松尾　敦子 （回診） 【手術】

城野 昌義
（特殊外来）

◆ 水曜日の特殊外来は一般の外来患者様は
　 受付ておりません

永井 隆司 永井 隆司 永井 隆司 永井 隆司 永井 隆司

吉里　直子 吉里　直子 吉里　直子 吉里　直子

午後 手術 永井 隆司 手術 手術 吉里　直子

松本　光希
松本 光希

松本 光希
松本 光希

松本 光希

堤　孝之
堤　孝之

堤　孝之
堤　孝之

堤　孝之
◆ 午後の一般外来は休診となります

午後 【手術】 特殊外来 【手術】 【手術】 【手術】 ◆ 火曜日の特殊外来は予約のみとなります

畑中 義美 畑中 義美 畑中 義美 畑中 義美 畑中 義美

西 潤子 西 潤子 西 潤子 西 潤子 西 潤子

午後 畑中 義美 西東 葉子 西 潤子 畑中 義美 畑中 義美

大津 哲郎 大津 哲郎 大津 哲郎

田口　裕之 田口　裕之 田口　裕之

大林 武久 大林 武久 大林 武久 大林 武久 大林 武久

福間　大喜・
尾木　秀直

（熊大）

大林 武久 大林 武久 大林 武久 大林 武久 大林 武久

熊大
田中　拓也

（熊大）

福間　大喜・
尾木　秀直

（熊大）

【手術】 【手術】

肝臓・消化器
内 科

午 前 （肝臓・消化器内科）
（胃腸内科）

（内視鏡内科）
胃腸内科・内視鏡内科は各担当医となります

医療法人創起会　くまもと森都総合病院　外来診療担当医一覧

（平成27年10月1日～）

総合診療科

循環器内科
（循環器内科）
(心臓内科）

血液内科
午前 （腫瘍内科）

（疼痛緩和内科）

腫瘍内科・疼痛緩和内科は各担当医となります
★印の診察場所は循環器内科外来です

呼吸器内科
午前

（感染症内科）
感染症内科は各担当医となります

腎臓内科 （人工透析内科）

リウマチ
膠原病内科

（リウマチ内科）

禁煙外来

乳腺センター

午前

（乳腺外科）　

新
患

手術

完全予約制
★印の診察場所は循環器内科外来です

代謝・内分泌
内科

(代謝・内分泌内内科）
（糖尿病内科）

漢方外来 (漢方内科）

手術

【診療時間】
午前8：30～12：00　  午後14：00～16：00再

来

午後

新
患

再
来

（　　　）内の診療科は各担当医となります

整形外科
午前 (整形外科）

(リウマチ外科）
（リハビリテーション科）

◆ ﾘｳﾏﾁ科・ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科は各担当医となります

産婦人科
午前

（産婦人科）

外科
午 前 (外科）(消化器外科）

（肛門外科）　（肝臓外科）
（膵臓外科）（胆のう外科）

（内視鏡外科）

皮膚科

午前

(皮膚科）
★城野医師の木曜日は、城野医師宛の紹介状持参
及び有料予約の患者さまのみとなります。

午後

眼科
午前

（眼科）

放射線科
午前

（放射線科）

麻酔科 午前
（麻酔科）

（ペインクリニック外科）
◆ 午前のみの診療となります

歯科口腔外科

午前

（歯科口腔外科）
（小児歯科）

◆ 予約制となります
◆ 月曜日の午後は、熊大（尾木Ｄｒ・福間Ｄｒ・
廣末Ｄｒ・吉田Ｄｒ）の交替となります。
◆金曜日の診療は、第1・3・5週は福間Ｄｒ，
    第2・4週は尾木Ｄｒとなります。

午後

（9時30分より診察）

（9時30分より診察）

（9時30分より診察）

（9時30分より診察）

（9時30分より診察）
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