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理事長・院長
　藤山重俊

　新年　おめでとうございます。
皆様には、素晴らしい新年をお迎えのことと拝察いたします。

日頃、何かとご指導・ご支援賜り、厚く御礼申し上げます。

　当院におきましては、昨年は電子カルテの導入、総合診療科、乳腺センターおよび病理診断科の開設、
日本医療機能評価受審（4回目）に加えて、新病院建設のための諸準備、などで大変慌しい１年でした。
　今春２年毎の診療報酬改訂が行われますが、近いうちに具体化するであろう地域包括ケアシステムの構
築や地域医療構想も視野に入れながら、『在宅療養支援病院』として地域における当院の位置づけ、役
割を見据えつつ、今後の在り方をしっかり考えて参ります。特に、連携機能の更なる向上のために地域連
携室の充実を図って、最近低迷している病床稼働率の上昇に繋げたいと思っています。
入院患者のご紹介をよろしくお願いします。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　くまもと森都総合病院
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理事長・院長　藤山重俊

　引き続きご指導・ご鞭撻いただきますよう、よろしくお願い申し上げます。

　お蔭さまで、昨年９月から始めています新病院建設工事は本年末の竣工を目指して、ほぼ順調に進捗し
ています。この新病院への移転を大きな目標として、『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
て努力を続ける覚悟です。



　当院は味噌天神（住所では大江6丁目ですが）で泌尿器科単科専門病院（32床）を開設してい
ます。通常の外来治療以外の手術としては、前立腺肥大症、膀胱癌に対する内視鏡手術（TUR－
P、TUR－Bt）と結石に対する体外衝撃波結石破砕術（ESWL）を主体とし、最近は前立腺肥大症
に対してレーザーを用いた出血の少ない新しい手術（光選択的レーザー前立腺蒸散術：PVP）も
導入しています。
　当院は、泌尿器科単科専門病院ですので、入院・外来ともに他疾患に関して、くまもと森都総合
病院にお願いすることが多く、また、時に不明熱などどこに紹介するのが良いのかわからない患者
さんも引き受けていただいて、日頃より大変感謝しています。その他にも、CT、MRIの撮影や、先日
からは城野副院長先生自ら、癌末期の入院患者さんの褥瘡に対して往診していただき、とても助
かりましたが、患者さん、御家族も大変喜んでいただきました。
改めて、くまもと森都総合病院には感謝しております。
　また、平成29年春には新病院への移転が予定されていること
から、ますます病院としての機能が向上されることを楽しみにし
ています。

〒862-0971　熊本市中央区大江6丁目25-1
　　　　　　　TEL 　096-366-3275

連携病院紹介 川野病院　院長　川野　尚　先生

『感染・医療安全全体研修会開催』

くまもと森都総合病院では、感染防止対策加算Ⅰ、医療安全対
策加算Ⅰを算定していて、年 2 回の全体研修が必須となっていま
す。2013 年から感染・医療安全全体研修会を同じ日程で複数回
開催しています。これにより別々 1 回開催の時は 50％前後だった
参加率が 88％へとアップしました。また、参加者からも「同じ時
間帯で参加しやすい、参加日が選択できる・・」という良い評価
をいただいています。今回のテーマは「医療事故調査制度につい
て」と「ノロウィルス感染対策・吐物処理方法」です。ともに旬なテー
マで、参加者は407名でした。

サンアントニオ乳がんシンポジウムに参加して 乳腺センター　西村 令喜
病理診断科　  有馬 信之

昨年 12月 8日から12日まで米国サンアントニオ市において乳癌の国際会議が開催され、発表のた
めに参加してまいりました。この学会は年に一回開催される乳癌に特化した世界で最も大きな学会です。

今回、両側乳癌のBiologyに関して、さらに共同演者（九大との共同研究）
としてトリプルネガティブ乳癌についての発表を行いました。世界中から多
くの研究者が参加し、最新の基礎研究・臨床試験のデータを発表、討議するもので、大いに勉強になります。
さらに熊本市の姉妹都市でもあり、10年以上前からほとんどの会議に参加していますが、いつも刺激をもらっ
ている学会と言えます。また、2016 年 12月に向かって・・・。

がんサロン
～１２月のがんサロン～

クリスマス前なので、サロンに来て
くださった方と( 平面のツリーではあり

『社会保険労務士さんのおはな
し』と題して、普段、労働に関するこ
とや年金と健康保険についてお仕事さ
れている、社会保険労務士の長野加

ますが）飾り付けをしました。ときには、手を動かしながらのフリートー
クもいいかも･･･そう考えて計画しましたが、思いのほか、みなさん没
頭されていました（笑）ツリーを完成させた後は、みなさん笑顔でツリー
と記念撮影でした。メリークリスマス･･･♪

～１月のがんサロン～

寿美さんをお招きしました。今後も、フリートークに加えてこのような
企画を行っていく予定です。毎月第２火曜日 14 時から当院内で開催し
ておりますので、ぜひご参加ください。

院長と手術室スタッフのみなさん

川野病院外観

診療科目　：　泌尿器科
診療時間   ：　月～金 　午前9：00～12：00
                   　　    　午後2：00～5：00
　　　　　　　　 土　 午前9：00～12：00
※急患は毎日24時間時間受付



「白川校区体育祭りに参加しました」

部門紹介　　～歯科～

11 月 7 日（土）、院内ミニバレーボール大会を開催しました。会場の白
川小学校体育館の中は、参加した85 名の職員の熱気と笑顔でいっぱいにな
りました。試合は部署対抗で、特に看護部は日ごろの業務でのチームワーク
がここでも活かされていました。優勝は看護師・研修医混合の外来チームで
した。このチームワークを病院全体で発揮し、さらに地域に密着し愛される
病院を目指していきたいと思います。来年はどんなチームが、どんな形で大会
を盛り上げるか楽しみです。

秋晴れの 10 月 18 日（日）、
白川小学校グランドにて開催され
た第 52 回「白川校区体育祭
2015」に、当院から約 20 名の

職員が参加しました。新人看護師
は医療班として活躍しました。校
区町内から多数の参加があり大盛
況の中、綱引き、障害物競走など

12月26日（土）病院玄関ホールにて恒例の餅つき会を行いました。
参加した子供たちも一緒に餅つきや餅を丸めたりを体験した後、笑顔で
つきたての餅をほおばっていました。

　当院の歯科診療室は、診療チェアーが5台の中規模の施設です。常
勤歯科医師1名（3回/週の非常勤歯科医師3名）、常勤歯科衛生士4
名で診療を行っています。一般歯科診療並びに口腔外科治療を中心
に、有病者歯科医療、高齢者歯科医療、小児歯科診療を行なっていま
す。特に、総合病院の歯科として高血圧、心疾患、重症糖尿病、肝疾患、
血液疾患など有病患者様の治療を病院内外を問わず他科医師と連携

地域の方 と々ふれあい、爽やかな汗と感動を実感できた1日でした。

１２月１５日、第 26 回目のクリス
マスコンサートが病院正面玄関ホー
ルにて開催されました。第１部は “白
川小学校金管バンド部 ” により、「サ
ンタが町にやってくる」他３曲の微笑

ましい演奏の披露がありました。
第２部は、“白川小学校ＰＴＡコー
ラス ” による “ 麦の唄 ” 他４曲の
美しいコーラス、第３部は京陵中
学校ＯＢで構成されるジャズバン

ド “ＢＯＫビッグバンド ” によるクリスマスソング、ジブリメドレーの円熟した
演奏が披露されました。ホールいっぱいに集まられた患者さん達は、笑顔

で拍手を送られ、また、
一緒にリズムを取った
り、口ずさんだりして、
ひと時のクリスマス気分
を楽しまれました。

もちつき

落ち葉清掃

ミニバレーボール大会

産業道路に沿った一般歩道には桜や欅（けやき）が切れ目なく植樹
されており、森の都を印象づけています。緑と夏の涼は私達に安らぎを
与えてくれますが、秋から冬は木々が裸になるまで枯れ葉が舞い散りま
す。そのため 10 月末の毎朝 7：45 分から、職員（部署別）にて枯れ

葉清掃を行っています。全部の葉
が散り終わるまでに 2ヶ月程度か
かりますが、寒さと木々の根性に
負けないように今後も取り組んでい
く予定です。

のもとに診療を行なっています。口腔外科治療は炎症・嚢胞・腫瘍・外傷・難抜歯などの治療を中心として、睡眠時無
呼吸症候群、歯ぎしり、いびき、顎関節症等に対し、咬合挙上副子の装着などで効果をあげています。舌痛症、口腔乾
燥症、味覚障害の受診者には、十分な問診、他科や薬剤科とも相談し、継続的な診療を行なっています。また、熊本大
学医学部附属病院歯科口腔外科と連携し、随時入院加療を行なっています。歯の審美性に対する要望に対しては、
自費診療にてベルグラス冠やメタルボンド冠などの白い冠、金属バネがみえない義歯（ノンクラスプデンチャー）を作
成しています。　                                                                                   歯科口腔外科　　大林　武久

◆広報委員長　　宮原洋通
◆広報副委員長　松本成樹
◆広報委員　　　西山康之
　　　　　　　　高岡宏和
　　　　　　　　山田邦夫
　　　　　　　　和泉　孝
　　　　　　　　大嶋悠一
　　　　　　　　早田麻生
　　　　　　　　本田憲一郎
　　　　　　　　間　洋希
　　　　　　　　那須花実
　　　　　　　　上杉容子

広報委員会

診療時間：月曜日～金曜日 
　　　　 　 8：30 ～ 12：00（受付11：00まで）
　　　　　 13：20 ～ 17：00 (受付15：30まで）
担当歯科医師：月曜日～金曜日　大林武久（常勤）
                   月曜日午後・水曜日午後・金曜日全日は
                   熊本大学医学部付属病院歯科医師（非常勤）

診療内容：一般歯科診療（虫歯治療、歯槽膿漏治療、歯牙
欠損部の補綴治療・・など）
ならびに保険外診療・ 口腔外科治療（炎症、嚢胞、腫瘍、外
傷、難抜歯、睡眠時無呼吸  症候群、歯ぎしり、いびき、顎関
節症、舌痛症、  口腔乾燥症、味覚障害・・など）・その他（有
病者歯科医療、高齢者歯科医療、小児歯科診療）

　広報員会を編成しました。
外来受診担当医師表や 、病院から
のお知らせ、病院の実績、健康に関
する様々な情報などを発信するため
の広報誌を作成していきます。
よろしくお願いします。



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(代代）

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 西 潤子

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】

麻麻酔科 午前
（麻酔科）

（ペインクリニック）
◆ 午前のみの診療となります

歯歯科口腔外科

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

眼眼科
午前

（眼科）

放放射線科
午前

（放射線科）

皮皮膚科

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

産産婦人科
午前

（産婦人科）

外外科
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）

（　　　）内の診療科は各担当医となります

整整形外科
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

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

完全予約制
★印の診察場所は循環器内科外来です

代代謝・内分泌
内科

(代謝・内分泌内内科）
（糖尿病内科）

漢漢方外来 (漢方内科）

乳乳腺センター

午前

（乳腺外科）　

新
患

手術

腎腎臓内科 （人工透析内科）

リリウマチ
膠原病内科

（リウマチ内科）

禁禁煙外来

血血液内科
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

呼呼吸器内科
午前

（感染症内科）
感染症内科は各担当医となります

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28年1月現在）

総総合診療科

循循環器内科
（循環器内科）
(心臓内科）

肝肝臓・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

（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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