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　春寒次第に緩み、一雨ごとに春の息吹が立ちこめてまいりました。日頃より、連携医療機関の皆様

におかれましては、熊本労災病院の診療運営にひとかたならぬご支援をいただき、厚く御礼申し上げ

ます。

　平成２９年度冬号の『ろうさい病院通信』をお送り申し上げます。当院の診療実態をご理解いただ

き、日頃の診療などに活かしていただければ幸いに存じます。

　本年は、２年に一度の診療報酬改定の年にあたり、すでにその大枠が決定され報道されています。

細部が明らかになるのはこれからですが、当院としては、診療報酬に現れる国の施策の方向性に対応

しつつ、救急やがん診療機能の維持発展も含めて、今後もぶれずに地域の医療を支える急性期病院

としてその存在意義を高めていきたいと思っております。

　前号をお届けした以降、大きな診療機器の更新導入などはありませんが、新たな４Ｄ超音波診断

装置の導入や、手術用顕微鏡を更新して、手術件数が増加しつつある耳鼻咽喉科、眼科、などでのより

精緻な手術の支援を図るなどのハード面での小さな改善を不断に図っております。

　また、昨年よりアレルギー外来を開設し、その専門診療とともに、食物アレルギー等に関してのセミ

ナーも定期的に開催しております。奇しくも、「アレルギー疾患対策基本法」が制定されてその実行が

求められており、地域の医療関係者や市民の皆様とともに、この領域の医療知識の学びの機会の提

供にも役立てていただければと存じます。

　さらに、非常勤ではありますが、医師の増員と診察日の増加によって、精神科リエゾン診療機能が

充実しました。診療科にかかわらず、譫妄などの身体診療科では苦手な状況の対応や、お産を担う病

院としての妊婦さんの心のケアなど、リエゾン精神科を抜きにして総合的な入院診療ができにくい時

代です。そのような面でも安心して患者さんを委ねていただくよう、病院として日々小さな改善を図って

おります。

　本号は、小児科を特集しております。当院では、吉牟田純一郎部長以下５名の小児科医師が勤務

し、熊本大学小児科学教室の中村公俊教授のご支援ご指導をいただきながら、入院診療機能を有し

た小児科専門施設として地域医療に重要な役割を担っています。

　小児科は、成人医療よりも時間を選ばれない激務であり、一時は地域での存続が全国で危ぶまれ

ていました。現在は、有効な集約化が図られ、当院でも毎日１０人程度の小児時間外患者にも対応し

つつ、必要な患者さんには積極的な入院治療を図るとともに、熊本市内の高度医療機関とも迅速で

密接な連携を取っており、適切な移送判断も行って八代地域の小児の救命に貢献しております。

　私自身、小児外科ではありますが長年小児医療に携わってきており、そのやりがいも体感しておりま

す。実は、私の医師１年目は、滋賀県の彦根市立病院での小児科医２名のうちの一人としての小児科医

で、冬には１日１００人以上の外来を朝から晩まで診ておりました。１５年後位に客人を案内して彦根城

を訪れた時に、駐車場整理の女性に、猪股先生ですか？、と呼び止められました。

　聞くと、その方の高校生になるお子さんが、赤ちゃん時代に私の１年目の研修中に気管支炎で数日

入院していたとか。成人患者さんでもあり得ることではありますが、成長というプロセスをはさんで、患

者さんやその親御さんとも長い年月を経て再会できることは本当に小児を扱う医療者としてのご褒美

と思っています。

　本号をご笑覧いただき、熊本労災病院での小児医療の実態と、担当する医師の心意気を感じていた

だければと存じます。そのうえで、もし、ご質問やご意見がありましたら、何なりとお伝えください。

　最後に、本年が皆様にとりまして佳き年になりますことをお祈り申し上げます。
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特 集 小児科 対談

～「熊本方式」の中核として～

小さないのちの
お医者さん

松村 敏幸

地域医療連携室長

Toshiyuki Matsumura

循環器内科部長

高田 綾子

小児科医師

Ryoko Takada

永沼 節子

小児科医師

Setsuko Naganuma

吉牟田 純一郎

小児科部長

Junichiro Yoshimuta

西 智美

小児科医師

Tomomi Nishi

大崎 琢磨

小児科副部長

Takuma Osaki

入江 望美

臨床研修医

Nozomi Irie

　熊本労災病院小児科。熊本市外では最大規模となる５名の医師を擁し、
「熊本方式」の中核として県南地域の小児医療を支える。
　今回はそんな小児科にスポットを当て、「熊本方式」について、専門医
事情について、そして私生活の話から、決して忘れることのない研修医
時代の記憶まで、地域医療連携室長・松村が聞いてきました。
 
　「かわいい」だけじゃない。「いとしい」だけじゃない。未来を担う幼い
命と日々向かい合う小児科医の姿に迫ります。

Data:平成２８年度年間実績

一日平均入院患者数

一日平均外来患者数

年間救急車搬送件数

10.9人

40.3人

196件
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小さないのちのお医者さん

松村　今回は座談会といいますか、小児科の先生方と普通にお話ししてみ
ようという企画です。そんなに緊張されずに、どうぞよろしくお願いします。
　早速ですが吉牟田先生、以前少し伺ったのですが、小児科には「熊本方
式」という言葉があるそうですね。具体的にはどういったものですか。
吉牟田　はい。熊本県、医師会、大学病院や関連病院などが協力して小児
医療および周産期医療を支える医療体制を指しています。八代市などの地
方都市において、小児患者をどのように連携して治療していくのかというこ
とを県全体で決めているんです。具体的にはピラミッドの形を想像していた
だくと分かりやすいと思います。

松村　なるほど。県全体で統一した体制が整えられているんですね。では、
市町村のレベルではどうですか。永沼先生、「八代ってこういうところが独特
だな」と思われたことはないですか。
永沼　そうですね、開業医の先生方との距離が近いとは感じました。
松村　距離が近いというのは、診療上何かあったとき、すぐに連絡がとりあ
える、というようなことですか。
永沼　それもありますが、単純に仲良しだなあと思っています。仕事に限ら
ず気さくに話す機会も多く、お互いに気心が知れていて、ちょっとしたことで
も相談しやすいと感じています。熊本方式では一次医療機関と二次医療機
関との病診連携が大前提ですが、その点において八代はとてもうまくいって
いるのだと思います。
松村　それはとても嬉しい言葉ですね。

松村　ピラミッドの頂点に大学病院ということですか。
吉牟田　熊本大学病院（血液疾患、腎疾患、代謝疾患、新生児）、熊本赤十字
病院（小児救急）、熊本市民病院（循環器疾患、新生児）そして福田病院（新
生児）が頂点の医療機関で、病院毎に専門性を持たせ、限られた数の専門医
を効率よく配置して質の高い医療を提供できるようにしています。そしてピラ
ミッドの基盤となるのは各地域の小児科診療所（開業医）の先生方です。体
調を崩した子供達はまずかかりつけ医である診療所で診療をうけます。そこ
で重症度が高かったり精密検査が必要と判断されたりした患者様はピラ
ミッドの中段に位置する各地の中核医療機関へ紹介されます。八代地区に
おいて当院の小児科はこの役割を担っています。さらに高次の医療機関で
の集中治療や専門的治療が必要と判断されれば、ピラミッドの頂点にあたる
医療機関へ紹介・搬送することになります。このように医療機関毎に明確な
役割分担があるわけです。私たちは、子供達を第一線で診てくださっている
開業の先生方の後方支援を行っているという意識を持っています。また、開
業の先生方は時間外診療にも積極的に参加してくださっています。八代市の
場合夜間急患センターで夜間診療をしていただいており、私たちは本当に
助かっています。このシステムも「熊本方式」の大事な要素のひとつです。

「熊本方式」とは？
松村　ところで、先日、学術講演会で熊本大学の中村公
俊教授に御講演いただいたところですが、先生方も、何
かの専門でいらっしゃるのですか。小児科の場合、専門は
何年目になったら、というようなことはあるんですか。
西　何年目、ということは特にありませんね。基本的に小
児科の場合、小児科専門医となったあとは特に専門を定
めず、一般小児科医として勤められる方が多いと思いま
す。
吉牟田　その傾向はありますね。もちろん、各々興味があ
るものはあるんでしょうけれど。
永沼　ですが、最近の若い先生方は何らかのスペシャリ
ティーを持ちたいと考える人が多いですよ。個人的には
女医さんこそスペシャリティーを持つことを勧めたいで
す。それが子育てしながらでも仕事を続ける大きな助け
になっていると感じています。また、能力に応じて2個でも
3個でもスペシャリティーを持てるのが小児科の醍醐味
であり、これからの若い人に挑戦してほしいと思います。
実際に大阪で仕事をしていた時、自分と歳が近いのに3
個の専門を持っている同僚がいて、その頃何も無かった
自分はかなりへこんだ苦い思い出もあります。

松村　小児科の場合、疾患が多岐にわたるの
ですが、疾病分類ごとにいくつもの専門医の種
類があるわけですね。その中からの選び方は
自由なんですか。
大崎　そうですね。留学したり、あるいは県内
でいろんな医療機関を回って研究したりして、
そういった専門をとっていくことになります。
松村　なるほど。高田先生、昨日の講演会での
ご自身の発表はどうでしたか。
高田　初めてだったので緊張しました…！とて
も勉強になりました。
松村　若手といえば西先生、労災病院に赴任
してきて肝が冷えた！ということはないですか。
西　病院では毎日そんなことの連続です。通勤
途中でさえ溝に落ちかけましたし。
吉牟田　このあたりは溝が多いからね。気をつ
けてください。

専門医事情

「これから」を担う若い先生。

くれぐれも溝には気をつけて。
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松村　吉牟田先生はランニングをされますが、他にご趣味は？
吉牟田　僕はギターをするんです。
松村　そうか！毎年小児科病棟のクリスマス会で演奏されてますもんね。アコースティックギターでしたよね。つ
いつい買っちゃうんじゃないですか。
吉牟田　買っちゃうんですよ。もう本当にやめようと思ってるんですけど…なんかこう「これは今持っているものと
音質や弾き心地が違うんじゃないか！？」なんて思っちゃうと…気がつくと何本も買ってる。
松村　それにしても大崎先生、僕と比べて本当に無口ですね。僕、大崎先生と1分以上話をしたことがないような
気がしますよ。先生、滅多にしゃべらないでしょう？
大崎　そうですね。一番しゃべるのは看護学校の講義
……
永沼　大崎先生はとても面白いんですよ。言葉のひと
つひとつが今みたいにユーモアがあって。看護師さん
とかもすごくファンが多いんですよ。
松村　なるほど。では大崎先生、ご趣味は？
大崎　うーん…放射線科の荒木先生と時々将棋を指し
てます。
松村　あ～！！だから医局には将棋盤が置いてあるの
か！じゃあ、永沼先生のご趣味はなんですか。
永沼　そうですね…娘とテニスをやっています。
松村　娘さんといえば、熊本地震の時に永沼先生がお
子さん二人を病院に連れてこられてたんですよ。一時
間二時間とかではなく、フルタイムで。
永沼　本当にすみません…うちの子達、テレビを陣
取って子供向け番組ずっと見てて…
松村　でも本当にお利口さんでした。医局のみんなも
大好きで。「あ、また来たね～」って感じで。そして二人
仲良くずっとマンガ読んでた。
西　通じるものがありますね。

松村　入江先生はどうして小児科医になろうと決め
られたんですか。
入江　学生実習で一番楽しかったからです。もともと
子供と接するのが好きでしたし、最初は恥ずかしがっ
てしゃべってくれなかった子と徐々に打ち解け、他愛
のない話ができるようになっていくこともうれしかっ
たです。
　先生方や看護師さんが笑顔で楽しそうに仕事をし
ているのも印象的でした。「業務に疲れていても子供
の部屋に行くと癒される。そんな病棟は小児科しか
ないよ！」と、ある先生に言われたことがあるのです
が、今、現場で働くようになりそれを実感しています。
あとは、全身を診る総合内科にも興味があったので、
小児科は子供の総合内科である、というところも決め
手のひとつでした。
松村　そうですか。小児科はとてもいい雰囲気なん
ですね。雰囲気がいいといえば、労災病院の小児科
医は5人と、熊本市外の医療機関の中では最も規模
が大きいと思いますが、やはりそれは吉牟田先生の
お人柄に惹かれて来た、ということなのではないです
か。
吉牟田　いえいえ。丁度いい規模の地方都市、そし
て勉強になる疾患が満遍なく集まってくる…というと
ころに皆さん魅力を感じられるのだと思いますよ。熊
本市内だと医療機関によって集まってくる疾患に偏り
が生じがちですが、こういった地方都市ではいわゆる
一般的に高い頻度で起こる病気は偏りなく集まって
きますからね。

小さないのちのお医者さん

松村　先生方の私生活について伺いましょうか。西
先生、マンガお好きですよね？先生が当直の休憩中
にマンガを読んでいらっしゃる姿をよく見かけるので
すが。休憩時間は常にマンガを読んでいますよね？
西　パソコン画面を見続けて目が疲れたとき、面白
そうなのが目に入ると、つい。
松村　そして、あんまりたくさん読んでいるから、てっ
きり趣味性の強いマンガがお好きなのかと思って聞
いてみれば『名探偵コナン』ですからね。
西　自分も一緒になって推理しながら読んで、当たっ
ているとすっきりするんです。

私生活のはなし

小児科の魅力、
　『熊労』の魅力

今はあくまで「休憩中」。
もちろん、ちゃんと仕事もしています。

例の将棋盤と、寡黙な背中。
きっと、まだ見ぬ魅力がたくさんあるのだ。

毎年恒例、小児科病棟クリスマス会での一幕。演奏が終われば早着
替えでサンタクロースに。柱の陰からこっそり見守る吉牟田サンタの
笑顔はどこまでも、どこまでも優しかった。普通に丸見えだったけど。
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小さないのちのお医者さん

松村　吉牟田先生が赴任されたのは何年前でした
か。
吉牟田　8年前くらいですかね。
松村　もうそんなになりますか。僕、ひとつ覚えている
ことがあって。もう随分前のことになりますが、救急外
来に乳幼児突然死症候群で赤ちゃんが搬送されてき
たことがあったんですね。そのとき、吉牟田先生がお
ひとりで3時間くらい心臓マッサージをされたんです
よ。代わりましょうか、と尋ねても「僕がします」とおっ
しゃって。親御さんの受け入れの準備ができるまで、
懸命に命を繋ぎ続けていらっしゃったんですよね。そ
の姿にびっくりすると同時に、すごく感動したことを覚
えています。他の先生方はそんな経験はありますか。
永沼　研修医の時に、とても状態の悪い赤ちゃんを
救急車で迎えに行ったことがあります。当時は研修医
でしたから、とにかく蘇生して、病院まで連れてきて、
挿管して、呼吸器ではうまくいかなかったのでアン
ビューバッグをして。それで、もうずっとモニターを見
つめて、バッグを押し続けて。そうやっていたら、上級
医の先生に呼ばれて諭されたんです。「これ以上は苦
しいだけだよ」と。じゃあどうすればいいんだろうと、そ
れがとてもショックで。バッグを押せば少し戻る。押さ
なければもう亡くなるということを分かったうえで「そ
のとき」を決めなければならない。医者は生かすだけ
の仕事ではないのだということをその時本当に強く感
じました。
吉牟田　もう難しいとわかったら、あとは受け入れの
場を作るという意識に変わっていくんですよね。
永沼　そうですね。「死のかたち」というのでしょうか。
みんなついモニターばかり見てしまうのですが、親御
さんの直面した『我が子の死』という耐え難い苦しみ
をわずかでも和らげるように死のかたちを整えること
も仕事なのだなと。
松村　そうですね。やはり苦しいですね。高田先生は
そういったご経験はありますか。
高田　あります。NICUに勤めていたころですが、そこ
では積極的蘇生を行うラインを厳密に定めてありまし
た。そこに早産した赤ちゃんが搬送されてきて。上級
医の先生に蘇生をしていいか尋ねたんです。すると、
それはもうしてはいけないと。あとたった十何時間で
蘇生ラインに達するのに、心拍だってあるのに。

　それでも、神様が決めたラインだか
ら、と。蘇生しても助からなかったかも
しれません、ですが…。
吉牟田　長くは生きられないとして
も、命を繋ぐことで親御さんといっしょ
に過ごす時間を作ることはできたかも
しれない。本当に難しいですね。
松村　若い頃、特に研修医の頃のそう
いう出来事ってずっと残りますよね。
永沼　そうですね、今でもすごくリア
ルに覚えています。
松村　その後だって本当に色々なこ
とが起こるのにですね。不思議と、研
修医の頃のそういう記憶は、一枚の写
真みたいに頭の中に厳然として残りま
すよね。
吉牟田　小児科医の場合、最初の研
修を大学病院で行うので、最重症例が
最初の受け持ちになってしまいますか
らね。それもきっと辛いのだろうと思
います。

松村　先生方のお話をたくさん聞かせていただきましたが、吉牟田先
生、最後にこれからの八代地域の小児医療についてお聞かせください。
吉牟田　基本的には自己完結医療を目指します。八代の子供は八代で
治していく。その中で労災病院は開業医の先生方からの受け皿として
しっかりと機能する。かかりつけの先生方へ帰すことを基本としつつ、
重症度の高い子供をきちんと見極め、適切に高次医療機関へつなぐ。
これまでどおり、熊本方式の中核としての役目を全うしていきます。
松村　「これから」の象徴である入江先生。どんな小児科のお医者さん
になりたいですか。
入江　子供達を笑顔にするお医者さんになりたいです。
松村　ありがとうございました。先生、是非これからもがんばってくださ
い。

今も忘れ得ぬ記憶

これからも
「きちんと、これまで通り」に
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医師のご紹介

糖尿病・代謝内科 岡 川  章 太
おか がわ しょう た

　平成29年10月より糖尿病・代謝内科に赴
任しました岡川章太と申します。平成26年3
月に熊本大学医学部を卒業後、国立病院機
構熊本医療センターで2年間の初期研修を
修了し、熊本大学糖尿病・代謝・内分泌内
科に入局しました。熊本大学医学部附属病
院、公立玉名中央病院での勤務を経て、今
回縁あってこちらで勤務させていただくこと
となりました。地域医療に貢献できるように
日々精進したいと思っております。ご迷惑を
おかけすることも多々あるかと思いますが、
内科医としての幅を広げられるよう頑張り
ますので、ご指導ご鞭撻の程よろしくお願
いいたします。

小児科

　平成29年10月から小児科で勤務させて
いただいています、卒後4年目の高田綾子と
申します。熊本大学卒業後、県外の病院で
2年間初期研修をした後に、昨年の3月に熊
本大学小児科医局に入局しました。大学時
代は弓道部・茶道部でした。
　熊本労災病院では小児の急性期疾患だ
けでなく、様々な分野の慢性疾患、成長・
発達を自分で診ることができ、日々貴重な
勉強をさせていただいています。大好きな
子供達のために精一杯学んでいきたいと思
います。まだまだ不慣れで頼りない面が多々
あるかとは思いますが、ご指導のほどよろし
くお願いいたします。

形成外科

　形成外科の松本由希子と申します。2年前
より週に数回、手術日に勤務していました
が、2017年9月より嘱託医として勤務するこ
とになりました。
　結婚・出産を機に前任地の国立病院機構
熊本医療センターを退職し、現在人吉市に
住んでおります。人吉―八代間の通勤路は
自然災害や事故で遮断されることも時にあ
り、小さい子供を連れての通勤は思ったよ
り大変ですが、八代の地域の方々のお力に
なれるよう頑張ります。今後ともよろしくお
願いいたします。

高 田  綾 子
たか だ りょう こ

眼 科

　平成29年10月より眼科に赴任してきまし
た、堤孝之と申します。
　平成17年に熊本大学を卒業、2年間の初
期研修後、熊本大学眼科に入局し、大学勤
務後、NTT西日本九州病院、熊本赤十字病
院で勤務、大学院で神経保護（緑内障）の
研究を行い、前任地のくまもと森都総合病
院に平成29年9月まで勤務していました。
　手術は白内障手術が中心となりますが、
できるだけ幅広い疾患に対応したいと思い
ます。微力ながら地域医療に貢献したいと
存じますので、どうぞよろしくお願い申し上
げます。

放射線科

　10月から放射線科に赴任しました福岡博
文と申します。
　赴任前は荒尾市民病院に4年半勤務して
おりました。スーパーローテーションが開始
される1年前、入局1年目のときに当時の熊
本労災病院に半年間在籍したことがあり、
非常に懐かしく感じております。熊本労災病
院放射線科は関連病院の中でもスタッフ、
IVR件数が比較的多く、最近導入されたdual 
source CTの臨床応用も幅広く、新鮮な環境
で仕事できることを楽しみにしております。
　八代地域の患者様ならびに地域医療機関
の助けになれるよう頑張りたいと思っており
ます。どうぞ宜しくお願いいたします。福 岡  博 文

ふく おか ひろ ふみ

松本 由希子
まつ もと ゆ こき

堤 　  孝 之
つつみ たか ゆき

臨床研修医

やま もと まさ のり みや ざき あき ひろの がみ すず か

山元  雅典 野上  鈴夏 宮崎  誠大
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 診療科　　　　　　　　　 　曜日 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 米持　康寛
糖尿病･代謝内科 岡川　章太 金子　健吾 金子　健吾 金子　健吾 岡川　章太

再　　診 山邊　　聡 坂本一比古 大津　可絵 水田　　馨 片岡　　文
消化器内科 佐々木雅人 山邊　　聡 佐々木雅人 杉原　一明 佐々木雅人
再　　診 大津　可絵 出口　秀治 丸山　広高 山根　宏美 丸山　広高

PFG作成相談 片岡　　文／水田　　馨 ― 片岡　　文／水田　　馨 ― ―

午
　
後

特殊外来 ―
腎臓内科

原　　道顯
（14：00～16：00）

アレルギー外来
出口　秀治

（13：30～15：30）

腎臓内科
神吉　智子

（9：00～15：00） 金子　健吾
（13：30～16：00）（要予約）禁煙外来

山根　宏美
（14：00～15：30）（要予約）

リウマチ膠原病内科
山村　雄治

（14：00～16：00）（要予約）

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（心療内科）

（要予約・院内紹介のみ）
森岡 由紀／宮川 太平
　 (午後)        (第２週午後)  

荒木　幹太／大内　清
　   （午後）（午前･午後リエゾン） ― ― 本田　荘介

（午前･午後）

心臓血管
センター

循環器内科 岡部　宏樹 今村香奈子 松村　敏幸 阿部　浩二 小森田貴史

特殊外来
難治性高コレステロール血症

阿部　浩二
（13：00～15：00）（要予約）

― ―
難治性高コレステロール血症

阿部　浩二
（13：00～15：00）（要予約）

―

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 完全予約制） 土井　英樹 土井　英樹

（午前中 完全予約制）

外科 金子　泰史 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
西　　智美
高田　綾子

吉牟田純一郎
大崎　琢磨
西　　智美
高田　綾子

吉牟田純一郎
大崎　琢磨
永沼　節子
西　　智美
高田　綾子

吉牟田純一郎
大崎　琢磨
永沼　節子
西　　智美
高田　綾子

吉牟田純一郎
大崎　琢磨
永沼　節子
西　　智美
高田　綾子

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 坂本　慶太 ― 飯坂　正義 井上　光弘

乳腺外来 ― ― ― ― 岩瀬　弘敬（熊大教授）
（第１・３週）

呼吸器外科 柴田　英克 ― 柴田　英克 ― ―
小児外科・移植外科 ― ― 猪股裕紀洋 ― ―

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） 片山　修浩 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）

二山　勝也
（整形外傷）

土田　　徹
（手外科）

宮﨑　眞一
（関節外科）

診察室４ 担当医 担当医 担当医 担当医 担当医

診察室５ 二山　勝也
（整形外傷）

大山　哲寛
（整形外傷） 担当医 大山　哲寛

（整形外傷） 甲斐　裕基

診察室６ 担当医 担当医 担当医 担当医 担当医
脳神経外科 築城　裕正 ― 築城　裕正 築城　裕正 築城　裕正
形成外科 小倉　　猛 ― 伊方　敏勝 小倉　　猛 ―

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
（新患のみ）

（手術日に付き要相談）
宮本　　豊／村上 道洋
 (第１・３・５週)    (第２・４週) 冨永成一郎 宮本　　豊

産婦人科
①　診 東矢　俊光 岡島　　翠 東矢　俊光 松尾　勇児 岡島　　翠
②　診 岡島　　翠 松尾　勇児 松尾　勇児 岡島　　翠 松尾　勇児

 助産外来(要予約) 午後 午後 午後 午後 午後
眼科 堤　　孝之 堤　　孝之 堤　　孝之 堤　　孝之 堤　　孝之

耳鼻咽喉科

①　診 増田　聖子 増田　聖子
草場　雄基

増田　聖子 担当医湯本　英二
（第２週 予約のみ）

（10：00～12：00）

②　診 草場　雄基 草場　雄基
増田　聖子

草場　雄基 ―草場　雄基
（第２週のみ）

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
脳ドック 吉田　顯正 吉田　顯正 吉田　顯正 吉田　顯正 吉田　顯正

放射線科
①　診 荒木　裕至 中村　信一 福岡　博文 荒木　裕至 荒木　裕至

特殊外来 ― 放射線治療外来（要予約)
村上　龍次 ― ＩＶＲ外来（午後）（要予約）

田村　吉高 ―

麻酔科（術前外来） 橋本　正博 橋本　正博 橋本　正博 橋本　正博 橋本　正博
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
※小児科と整形外科は『紹介状』が必要となります。

平成30年3月１日現在

受付時間：新患、再来とも８時１５分～１１時まで（月～金）
 （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　猪股 裕紀洋

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）


