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地域医療連  携室長 対談
副院長  池田　天史
整形外科部長

松村　敏幸
循環器内科部長

『病診連携の“これ まで”と“これから”』
松村　池田先生が地域医療連携室長に就任され
たのは何年前でしたか。
池田　平成26年の4月だから、2年半前だね。金
子先生（現･院長代理）から引き継いで。
松村　院内ヘリポートが完成したのが平成26年3
月なので、ほぼ同時期ですね。
　ドクターヘリと言えば、圧倒的に整形外傷、特
に池田先生のフィールドである脊椎外科が多いよ
うに感じます。これは池田先生が積極的に地域医
療に力を入れられている結果だと思うのですが…
池田　いえいえ。はっきり言って、脊椎外科の救急
患者受け入れはどの医療機関もなかなか手を挙
げたがらないという原因もあるのかもしれませ
ん。到着後緊急手術をしなければならない場合も
多いし、頚損や脊損の患者であれば術後の二次
病院の選定もしなくちゃならない。

Ⅰ

松村　やっぱり大変なんだ。県南だけでなく県内
全域から運ばれてきますよね。
池田　阿蘇からも来たことがあるね。市内の病院
の対応が難しいとなれば、ヘリは県外、せき損セン
ター（北九州飯塚市）まで運ぼうとするから、それ
なら労災で受けますって話になるよ。二人の脊椎
外科医のうち、どちらか一人がいれば（元気があ
れば）手術はできるんだし。
松村　ということは、病診連携というのは県内各
地が関わってきますか。
池田　脊椎外科に関してはそうだろうね。基本的
にドクターヘリのエリアとしては、県南は熊本労災
病院へ搬送、ということになってる。だけどうちは
結局、脊椎外科も出来て、ハンドマイクロサージェ
リーも出来て、外傷に関しては何でもできるわけ
だから。連絡があれば、受けられる限りは受けま
すよ。

旧 新

整形外科部長
副院長

IKEDA  TAKASHI池 田 天 史
昭和34年12月11日　熊本生まれ

昭和60年　熊本大学医学部卒業
昭和60年　熊本大学医学部整形外科入局
昭和61年　公立玉名中央病院勤務
昭和63年　熊本大学附属病院整形外科医員
平成元年　社会保険下関厚生病院整形外科医長
平成２年　熊本大学附属病院整形外科医員
平成３年　熊本大学附属病院整形外科助手
平成13年　熊本労災病院整形外科部長
平成25年　同副院長

平成8年　医学博士  専門分野は脊椎外科

昭和38年4月13日　　熊本生まれ

平成2年　熊本大学医学部卒業
平成2年　熊本大学医学部循環器内科入局
平成3年　熊本労災病院勤務
平成4年　熊本赤十字病院勤務
平成5年　熊本大学大学院医学研究科  医学博士
平成9年　熊本労災病院循環器内科

循環器内科部長
MATSUMURA  TOSHIYUKI松 村 敏 幸
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松村　整形外科というのは、特にリハビリが必要
な分野だと思います。そうなると、病診連携という
のは重要になってくるでしょう。
池田　そうですね。ただ、八代市郡は人口の割
に、それぞれの患者さんの目的に合って、且つ入院
ができる病院の数というのが少ないように感じま
す。だから、我々が手術をして、すぐに「後はお願
い！」というわけにはいかないなと思ってます。
やっぱりある程度の期間入院してもらっておいて、
もう大丈夫という状態になるのを待たねばならな
いな、と。

松村　その状態になったときには、地域連携室は
がんばらなくちゃいけないってことですね。

松村　熊本地震のときに八代市立病院から患者
さんを受け入れましたよね。ああいうのは病病連
携っていうんですかね。
池田　あれは結構スムーズにできてよかったです
よね。トリアージと並行しながら、みんなよく動い
たと思う。あれは時間帯もよかった。夕方の早い
時間で、患者さんが来るかもという情報があった
から各部署のスタッフが残って待機して。よく力を
合わせて動いたと思いますよ。

『病診連携の“これまで”と“これから”』

広い範囲で更なる病病・病診連携の強化

池田　地域包括ケアシステムって、平成30年から
全国的に始まるのを知ってる？今八代でも、市と、
市郡医師会が中心になって少しずつ進んでるんだ
けど。たとえば今だったら、急性期病院と紹介元、
紹介先っていう三角形でしょ。それをもっと多角
的に、患者さんがどこからどこへ行って、どういう
風に流れていくのかっていうシステムを作ろうとい
う動きが出てきててね。
松村　僕も一度講義を聞いたのですが、なかなか
難しくて理解できませんでした。
池田　うん。こうなると病院どうしだけの地域連
携じゃなくなってくるからね。
松村　熱心に考えていらっしゃる開業医の先生も
いらっしゃいますよね。
池田　これは全国的な動きだからね。それぞれの
医療機関だけの問題じゃなくて、地域全体で協力
し合いながらその流れに乗っていかなくちゃなら
ない。今のところ、この事業の中枢は市区町村だ
けど、でもやっぱり医療の専門的な問題もあるか
ら。医師会と病院も、協力していかなくちゃね。
松村　これはますます、各病院の地域医療連携
室は忙しくなりますね。

松村　これは僕のフィールド（循環器疾患）の話
ですが、今後は心臓血管リハビリに関してももっと
力を入れていかなければならないと考えていま
す。そうなると循環器の分野でも、更に病診連携
を重視していかなければなりません。
　ちなみに、今からヘリコプターで運ばれてくるの
は大動脈解離の患者さんなんですよ。鹿児島県の
出水市から防災ヘリで来て、緊急手術になる予定
です。これは心臓血管外科ですが、今まで循環器
のフィールドではヘリはほとんど来たことがなかっ
たので、労災病院も新たな時代に入ってきたのだ
と感じています。
池田　整形は何度か鹿児島から来たことがある
ね。ヘリに県境は関係ないからね。
松村　だから僕たち循環器の医者も、県南といわ
ず県外…九州南部というくらい広い範囲で病病・
病診連携を考えていかなくちゃならないんだなと
思います。地域医療連携室長になったからには、
これまでそういう覚悟で患者さんを受けてこられ
た池田先生の意志を引き継いで、更に病診連携
を強化していきたいと思っている次第です。

医療ソーシャルワーカー（社会福祉士）
KABATANI
YUTAKA

医療ソーシャルワーカー（社会福祉士）
KUBOTA
KIYOMI久保田 　聖美椛  谷　  豊

退院調整看護師
NAKASHIMA 
MAYUKO中島  真由子4 5



熊本労災病院の新提案
～疾患別MRI検査の取り組み～～疾患別MRI検査の取り組み～
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熊本労災病院 放射線検査
予約サービスのご案内

放射線検査予約直通

※緊急の場合は当日対応も可能です。

①紹介患者様のお名前

熊本労災病院  地域医療連携室
TEL 0965－33－4151（代表）　FAX 0965－34－5799（直通）

②検査項目（CT／MRI ／ RI）

③検査部位

○電話では、こちらから以下の内容についてお尋ねいたします。

・お電話でご予約頂いた場合は検査予約のFAXは不要です。

・予約を承りましたら、当院からFAXにて「検査予約票」を送付します。

・食事制限の有無について記載しておりますので、ご確認の上、当日ご持参をお願いします。

ご不明な点は…

④検査種別（単純／造影）

⑤ご希望の検査日時

TEL 0965－33－7227



耳鼻咽喉科 診療体制のご案内 新任医師のご紹介

麻酔科
篠 﨑 友 哉

第二麻酔科部長

　はじめまして。2016 年 7月から熊本労災病院外

科に参りました入江友章と申します。熊本市民病

院小児外科に勤めておりましたが、4月の震災で熊

本市民病院も被災し八代へ転勤して参りました。

堀野外科部長の下、一外科医として少しでも八代の

医療に貢献できるよう努力しております。私生活で

も初めて八代に引っ越しましたが、住みやすい八代

の生活を楽しんでおります。今後ともよろしくお願

い申し上げます。

　熊本労災病院麻酔科に 7 月から赴任しました

篠﨑友哉です。前任地は熊本市民病院でしたが、

震災の影響でお世話になることになりました。周

産期医療を主とする熊本市民病院とは、病院の

特色が異なりますが、麻酔に関して基本的なこと

は変わりません。八代地域の患者さんが安心して

手術や麻酔を受けられるように、そして手術をさ

れる先生方が集中できるように努めていきますの

で、よろしくお願いします。

しの

ますだまさこ こだまはるか

ざき とも なり

外 科
入 江 友 章
いり え とも あき

　熊本県内では耳鼻咽喉科常勤医がいる病院が

非常に少なくなっています。常勤医 2 名以上在籍

している病院は熊本大学附属病院、当院を含め

て4施設しかなく、熊本市外では当院のみです。

　近隣地域にお住まいの方々の利便性を考慮し、

ほとんどの耳鼻咽喉科疾患の検査、治療を当院

で完結できるように対応しております。また緊急

入院、緊急手術にも対応しています。より高次医

療機関での治療が必要と判断した場合は、大学

病院等を紹介させていただいております。

　まずはご相談ください。

　耳鼻咽喉科は平成27年4月より常勤医1名で診療を再開いたしました。

　平成28年5月より常勤医2名体制となり、平成28年8月現在、増田聖子、児玉晴香の2名で診療にあたっており

ます。

　平日午前に一般外来診療、火・金曜午後に手術を行っています。また専門外来として木曜午前に補聴器・耳鳴

外来、木曜午後に嚥下機能検査を行っています。

　平成27年度の診療実績は新患1254名、入院患者193名、手術症例133件でした。2名体制となってからは入院

35～40名/月、手術件数25～30件/月となっており、これまでより多くの患者様の受け入れが可能となりました。

　耳鼻咽喉科は耳、鼻、口腔、咽頭、喉頭、頸部と広い領域を扱う診療科です。取り扱う疾患も中耳炎、副鼻腔

炎、扁桃炎などの炎症性疾患、アレルギー性鼻炎等の免疫疾患、難聴やめまい、嗅覚障害、味覚障害、顔面神経

麻痺などの感覚器・神経障害、音声や嚥下などの機能障害、睡眠時無呼吸症候群、悪性腫瘍を含む頭頸部領域

の腫瘍性疾患等、多岐にわたる疾患を診察、治療しています。
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9月1日より毎週木曜日14：00～
浜田呼吸器内科クリニック副院長･山村雄治先生によるリウマチ･膠原病内科外来の
診察を開始します。

●略歴
　1984年　熊本大学医学部卒業後、第二内科入局
　1991年　熊本大学大学院医学研究科修了
　1997～1999年　米国ミシガン大学リウマチ科　留学
　その間、いくつかの病院勤務を経て、現在は浜田呼吸器科内科クリニック
　副院長/リウマチ科 勤務

●資格・所属学会
　医学博士、日本リウマチ学会専門医（評議員）、日本内科学会認定内科医
　ICD認定医、日本シェーグレン症候群学会、など

リウマチ膠原病内科
山 村 雄 治 先生
やま むら ゆう じ

9月1日より毎週木曜日14：00～
浜田呼吸器内科クリニック副院長･山村雄治先生によるリウマチ･膠原病内科外来の
診察を開始します。

※「熊本労災病院ボランティアの会」には2016年9月現在、14名が在籍しています。今回ご紹介できなかった9名については、是非また次の機会に…※「熊本労災病院ボランティアの会」には2016年9月現在、14名が在籍しています。今回ご紹介できなかった9名については、是非また次の機会に…には2016年9月現在、14名が在籍しています。今回ご紹介できなかった9名については、是非また次の機会に…には2016年9月現在、14名が在籍しています。今回ご紹介できなかった9名については、是非また次の機会に…

The
volunteer

spirits!
No.1

元看護師長の庄島キミエさん
（右）と、元給食スタッフの上村
律子さん（左）。

「何故病院へ来たのかは聞かな
い。あくまでも患者さんが自主的に話

すことを聞く。だからこそ、ヘルプサインを
見逃さないよう気をつけている」と話す庄島さ

んと、「看護師じゃないから専門的なことは分からな
いけれど、話を聞くことはできるから。病気のことに
限らず、世間話でもなんでも聞いて、患者さんの心
に寄り添えるようにしている」と話す上村さん。ボラ
ンティアスタッフとしてのアプローチは二人それぞ
れだが、「ボランティアを始めたきっかけは？」との
問いには、目を合わせてにっこり笑い、「労災を愛し
てる」と声をそろえた。

ボランティアの会立ち上げ人
である辻セイ子さんは、39年
間当院へ勤め上げたOGの一人
だ。夏はベッドに蚊帳を張り、冬は
ゆたんぽを入れる。かつては受付や
案内までもが看護師の仕事だった。「ボ
ランティアがいてくれたなら…」外来師長とし
て抱き続けた思いを、退職後半年で実現させた。か
つて一番世話になった場所へ、かつて一番欲し
かったものを届けた。病院への恩返しは患者さん
のためになり、患者さんからの「ありがとう」で自分
もまた、元気をもらう。
他の場所は考えていない。「『ここで』やりたいんで
す」とはっきり語る瞳には、労災への熱い思いが
宿っていた。

平成 13 年から参加し今年で 15 年目になるという
ベテランは、樽海哲子さん。当院がんサロンの立
ち上げ人であり、市障害者相談員であり、当院の
他にもいくつもボランティアをかけもちしていると
いうパワフルな女性だ。自身のがん経験から「一

日一生」と思い「感謝、感謝」の心で日々
過ごしているという樽海さん。「ボラン
ティアは元気が出て、自分の力になっ
てくる。これが、私が生きている
間に課せられた使命なのかもし
れません」と静かに微笑んだ。

心がけていることは「がんばって歩こうとさ

れている方には、介助の無理強いをしない

こと」と話す鳥居直美さん。28 年 5 月か

ら参加している 4 か月目の新人だが、「最

近検査室の場所を覚えてきました。血管

エコー室は、もうばっちりです！」

と話してくれた。

鳥居直美さん
とりい  なおみ

樽海哲子さん
たるみ てつこ

上村律子さん、庄島キミエさん
しょうじまうえむらりつこ

辻セイ子さん
つじ

リウマチ･膠原病内科外来のご案内

　関節リウマチは効果的な治療薬である
MTX や生物学的製剤などが積極的に使わ
れるようになり、早期診断治療により良好
な疾患コントロールも可能となってきまし
た。少しでもお役に立てればと思います。

P.S. 下手なテニスと旅行が大好きです。
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曜日診療科 月 火 水 木 金

内　科

午
　
前

呼吸器内科 伊藤　清隆 安道　　誠 伊藤　清隆 安道　　誠 伊藤　清隆
総合内科/再診 山根　宏美 持永　崇惠 杉原　一明 大津　可絵 坂本一比古
神経内科 幸崎弥之助 天野　朋子 幸崎弥之助 天野　朋子 村端　秀映

糖尿病･代謝内科 櫻井　希美 金子　健吾 金子　健吾 金子　健吾 櫻井　希美
再　　診 今村　美幸 坂本一比古 櫻井　希美 蔵野宗太郎 杉原　一明
消化器内科 佐々木雅人

大津　可絵
田中　秀紀 佐々木雅人 田中　秀紀

山根　宏美
佐々木雅人

再　　診 ― 丸山　広高 丸山　広高
PEG作成相談 今村　美幸／蔵野宗太郎 ― 今村美幸／蔵野宗太郎 ― ―

午　

後
特殊外来 ─

腎臓内科
（14：00～16：00）
原　　道顯

禁煙外来
（14：00～15：30）
山根　宏美
（要予約）

腎臓内科（9：00～15：00）
神吉　智子

リウマチ膠原病内科
（14：00～16：00）
山村　雄治

金子　健吾
（要予約）

（13：30～16：00）

肝疾患センター 佐々木雅人 ― 佐々木雅人 ― 佐々木雅人

精神科 ）約予要（）科内療心（ 宮川　太平
（第２週　午後）

荒木　幹太
（午後） ─ ─ 本田　荘介

（院内紹介のみ）

心臓血管
センター

循環器内科 髙嶋　英夫 長谷川　潤 松村　敏幸 阿部　浩二 岡部宏樹／小森田貴史
心臓血管外科 ― 森山　周二 ― 森山　周二 ―

総合血管
外来科

内科 土井　英樹 土井　英樹
(午前中･紹介のみ) ― 土井　英樹 土井　英樹

(午前中･紹介のみ)

外科 ─ 原　　正彦 金子　泰史 ─ 原　　正彦

胸部外科 ─ 原　　正彦 金子　泰史 ─ 原　　正彦

小児科

吉牟田純一郎
大崎　琢磨
永沼　節子
井伊千絵子
安増　恵介

吉牟田純一郎
大崎　琢磨
井伊千絵子
安増　恵介

吉牟田純一郎
大崎　琢磨
永沼　節子
井伊千絵子
安増　恵介

吉牟田純一郎
大崎　琢磨
永沼　節子
井伊千絵子
安増　恵介

吉牟田純一郎
大崎　琢磨
永沼　節子
井伊千絵子
安増　恵介

慢性疾患外来（午後） ○ ○ ○ ○ ○
予防接種／１カ月健診（午後） ─ 予防接種（紹介のみ） １カ月健診 ─ ─

外　科
外科/消化器外科 富安真二朗 堀野　　敬 ― 飯坂　正義 井上　光弘
乳腺外来 ― 中野　正啓 ― 中野　正啓 ―

整形外科
脊椎センター

診察室 ２ 川添　泰弘 
（脊椎外科）

宮﨑　眞一 
（関節外科）

川添　泰弘 
（脊椎外科）

大山　哲寛 
（整形外傷）

池田　天史 
（脊椎外科）

診察室 ３ 土田　　徹 
（手外科）

池田　天史 
（脊椎外科） 担当医 土田　　徹 

（手外科）
宮﨑　眞一 
（関節外科）

診察室 ４ 二山　勝也
（整形外傷）

大山　哲寛 
（整形外傷）

二山　勝也
（整形外傷） 緒方光次郎 担当医

診察室 ５ 担当医 担当医 担当医 担当医 担当医
診察室 ６ 担当医 担当医 担当医 担当医 担当医

脳神経外科
新　　患 築城　裕正 築城　裕正 築城　裕正

築城　裕正
吉田　顯正

再　　診 築城　裕正 ―
―

吉田　顯正 吉田　顯正
脳ドック 八代市委託 八代市委託 八代市委託 八代市委託 八代市委託

形成外科
①　診 小倉　　猛 ― 伊方　敏勝 小倉　　猛 ―

レーザー治療 ○ ―

―

○ ○ ―

皮膚科
①　診 守屋千賀子 守屋千賀子 ― 守屋千賀子 守屋千賀子
②　診 中嶋　泰治 中嶋　泰治 担当医（再診予約診療のみ） 中嶋　泰治 中嶋　泰治

泌尿器科 宮本　　豊 宮本　　豊 冨永成一郎 宮本　　豊

産婦人科
①　診 東矢　俊光 松尾　勇児 東矢　俊光 桑原　三郎
②　診 桑原　三郎 東矢　俊光 松尾　勇児 松尾　勇児

桑原　三郎
松尾　勇児

助産師外来 午後（要予約） 午後（要予約） 午後（要予約） 午後（要予約） 午後（要予約）
眼　科 平川　沙織 平川　沙織 平川　沙織 平川　沙織 平川　沙織

耳鼻咽喉科 増田　聖子 増田　聖子 増田　聖子 増田　聖子

児玉　晴香 児玉　晴香 児玉　晴香

湯本　英二
（第２週　予約のみ）
（１０：００～１２：００）

児玉　晴香
リハビリテーション科 担当医 担当医 担当医 担当医 担当医

―

放射線科
①　診

①　診

②　診

荒木　裕至 梶原　博生 中村　信一 荒木　裕至 荒木　裕至

特殊外来 ─ 放射線治療外来
村上　龍次（要予約） ─ ＩＶＲ外来(午後)

田村　吉高（要予約） ─

麻酔科（術前外来） 成松　紀子 成松　紀子 成松　紀子 成松　紀子 成松　紀子
緩和ケア外来

（13：00～16：00） 伊藤　清隆（要予約） ─ ─ 伊藤　清隆（要予約） ─

熊本労災病院外来診療担当医表 平成28年９月１日現在

※小児科と整形外科は紹介状が必要となります。 ）金～月（でま時１１～分５１時８もと来再、患新 ：  間時付受
（ただし、予約患者、急患はこの限りではありません。）

〒866－8533　熊本県八代市竹原町1670
独立行政法人労働者健康安全機構  熊本労災病院  院長代理  金子泰史

電話  0965－33－4151　FAX 0965－32－4405（代表）
FAX  0965－34－5799（地域医療連携室、救急、時間外受付）




