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　世の中は 「もちつ、もたれつ」 １人ではやれない
ことも、みんなで協力してやれば100万馬力！ 何
でもきやがれ！ です。医療の世界も同じこと。
　医師が１名から２名の診療体制になることは、小
さな一歩でも、１馬力アップであります。
　そこで、近年、１名診療（１馬力）から２名診療（２
馬力）へパワーアップした、 「２馬力で診察をして
いる診療科」 にフォーカスをあて、様々な立場の
医師との対談を通してお話を伺いました。

　２という共通項・・・
　右脳と左脳 “脳神経外科”、 右耳と左耳 “耳鼻
咽喉科”、 右目と左目 “眼科”、 ２つあるがそれぞ
れの機能を果たしつつ、お互いを補い協力する。２
人の力、２馬力で診療を支え、フル稼働している診
療科を紹介していきます。
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脳神経外科はすごい！ イメージ

猪股：脳神経外科の医者はとにかくみんな賢い
イメージがずっとあります。逆に脳神経外科の
先生から見て他の外科系と比べて、自科をどう
思っているか聞いてみたいなって。
等：複雑な面もあるんですけど、慣れてしまうと
そこまでないと思います。最も難しい症例は大
学へ紹介していますが…（笑）
猪股：とは言っても、脳神経外科の細かい手術
は大変なことがあるでしょ。

等：院長先生たち移植外科も同じじゃないです
か。リスクは高いしその分患者さんへの手術の
リスクの説明がシビアになってきます。
猪股：外科系は概ねそうですよね。
等：そういうこともあって、最近は自分自身、リ
スクを避けている面もあってなかなか修羅場に
合うことは少なくなってきました。
猪股：たしかにね、僕も以前は修羅場ばっかりく
ぐってきました。

等：清水の舞台から飛び降りるような思いでや
らんといけんときでも、「やります！」というのが
今はなかなか難しくなっている。
猪股：そういうことも含め、いろんな意味で「脳
神経外科すごい！！」というイメージをずっともっ
ているんですよ。
等：イメージを壊さないようにしたいです
（笑）

手術好き

等：僕、夜中の手術の方が結構好きで手術にや
りがいを感じるんです。
猪股：僕も朝の3～4時の手術は、アドレナリン
が出てきて、「わー」となってきますよね。
等：舍川先生若いからリカバリー力があるんで
すよ。翌日僕はへとへとになっているんですけ
ど、舍川先生結構元気なんですよね！！
舍川：自分は手術が好きなので。脳神経外科の
手術カレンダーにいっぱい記載されていると
「頑張ったなぁ」と喜ばしさに包まれます。
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院長　猪股 裕紀洋 脳神経外科 部長　等 泰之

平成30年度４月より脳神経外科は２名診療の体制となりました。そこで、猪股院長、
等部長、舍川医師の対談を通して脳神経外科の紹介を行っていきます。

脳神経外科 対談

猪股 裕紀洋
院 長 等 　  泰 之

舍 川  健 史

脳神経外科



熊本労災病院
脳神経外科の特徴

～周りの方との交流を
　　　大切にしています～

等：今は２人で出来ることが限られて
いますが、熊本県内外に友達がずいぶ
んと多いので、みんなに大分助けられ
ています。済生会の先生を呼んだり熊
本市民病院の先生などを呼んだりして
一緒に手術をしています。ただ外傷に
関してはどこの病院にも負けません。
特に当院では整形外科が充実していて
頸椎の手術ができますので、頭頸部を
含む高エネルギー外傷は熊本労災病院
でばりばりできる環境であります。
　あとは、最近正常圧水頭症を積極的
にやっています。高齢者が多いと正常
圧水頭症は増加してくるので、紹介が
あればほぼ全例行っています。みなさん
「認知症が治らないか！？」っていう切
実な思いがあるので、認知症が改善す
るとみなさん相当びっくりしますよね。
今のところ好評です。手術をしてあげる
とやっぱりみなさん喜んでくださいま
す。クリッピングも通常の動脈瘤であ
れば治療可能です。
　あと、毎週水曜日は僕か舍川先生が
熊本大学に行ってカンファレンスに参
加しています。熊本大学のスタッフとは
いつも交流は欠かさないようにしてい
ます。

２名診療体制について

等：小回りが利くっていうのはいい点でありますね。２人
でちょっと話して「やろっか！」とか言っています。意見の
集約がしやすいから意思の決定が比較的早いっていうの
もありますね。悪いところは365日24時間あんまり遠い
ところには行けないところですかね（笑）

熊本労災病院ついて

舍川：すごく働きやすいと思います。医師間に関しては
年齢が近い医師がいっぱいいるのはいいですね。
　熊本労災病院は他科の先生でも若い先生がいるのは
すごくいいなと思いました。
等：比較的大きな病院になると交流が少ないと思うんで
すけど、つながりがすごくいいと思いますよ。

ストレス解消法

等：毎日ゴルフの打ちっぱなしをしている。いや、毎日で
はないな、行けるときだけど（笑）
舍川：スケートボードをやっていたんですけど、去年左足
を痛めたので今はランニングが主になっています。
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脳神経外科 医師　舍川 健史



今後の力をいれたいところ

等：今後の目標として、症例をもっと増やして
いきたいです。そして、症例の質を上げて、難し
い手術もやっていきたいです。これからも大学や
周りの先生と連携をとりながらやっていきたい
です。化学療法の患者さんも積極的に受け入れ
るつもりです。
　あと、神経血管減圧術も増やしたいです。アン
ギオ装置を更新もするので、大学の先生を呼ん
で一緒に治療していきたいです。

医療機関の先生方へひとこと

等：どんどん紹介していただいて、気になるこ
とがあったらなんでもいいから、脳神経外科へ
ご紹介ください！どこに紹介すればいいか困る
症例が色々あるかと思うんですけどわからな
かったら、僕に送ってもらったらどんな患者さん
でも診ます。診察して院内でコンサルトもします
し、労災病院内だけでなく、医療機関の紹介窓
口にしていただければと思います。
猪股：信頼に足る場所なのでぜひ信頼して送っ
てくださいということにつきます！
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眼　科

部 長 　 堤  　 孝 之

医 師 　 米 村  　 瞳
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Yonemura Hitomi 
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熊本労災病院眼科の特徴について

司会：当院の眼科も今年度２名に増えたこと
で、熊本労災病院の眼科の魅力・特徴について
どう思われますか。
堤：そうですね、当院の眼科は、八代市にとって
２次医療圏の診療を請け負うことがメインにな
るかと思います。
米村：地域密着型の病院っていう感じですよ
ね。地元の方にたくさん来ていただいていると
いう感じがあります。
井上：基本的には、病床数が多い大きい病院で
あるから、紹介が多いですかね？

熊本労災病院眼科の
印象について

司会：井上教授からみられて熊本労災病院の
眼科はどのような印象を持たれていますか？
井上：そうですね。私、実は若い時に１年間熊
本労災病院で働いていたことがあって、ちょうど
医師になって１年目の半ばから２年目の半ばま
での時期でした。その時と比べると病院の建物
自体変わっていますし、場所も高速道路の近く
で、新八代駅も近くにできたので、環境もかなり
変わっているのかなって思います。今の印象とし
ては、先程も言いましたが、大きい病院である
ので直接来院される患者さんは少ないですか
ね。紹介患者がメインであると思われるので、
地域のかかりつけの医院の医師と密着して病診
連携をしっかりされている病院という印象です
ね。併せて、駅の近くということで、患者さんも
そうですが、勤務している職員にも利便性が高
い場所にあるので、そういう意味では働きやす
い病院ではあるのかなと思います。

堤：そうですね。最近は、それ以外にも病院内
の他の科を受診した患者さんが、眼科を受診す
るということが増えてきている感じはありま
す。
井上：複数の病気を持っている患者さんも多い
ので、診療科同士の交流というか、他科とお互い
に紹介することが多いかもしれないですね。病
院の規模が大きいということは、診療科の数も
多いということだから院内のコンサルト関係
は、お互いに協力していければ良いと思います
ね。

プラスαの相乗効果へ

司会：それでは、２人診療科体制の利点、２人
だからできるようになったことはありますか。
堤：外来の診療に関しては、２人で対応するこ
とで１人１人の患者さんに対して時間をかけて診
療ができますし、あとは米村先生と一緒に診療
しながら手術など覚えてもらっているところで
す。手術件数は年々増えています。
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熊本大学大学院 生命科学研究部 眼科学講座
教授　井上 俊洋 先生

平成31年４月より米村医師が着任し、眼科は２名診療の体制となりました。そこ
で、眼科では熊本大学大学院教授 井上俊洋先生にご協力いただき、堤部長、米村
医師で対談を行いました。

眼 科　対 談

井上 俊洋 先生
熊本大学大学院 生命科学研究部
眼科学講座 教授 堤 　 孝 之

米 村 　 瞳

眼科 部長　堤 孝之

眼 科



米村：堤部長も言われましたが、２人で診療を
しているということで、１人の患者さんに対する
診療時間が長いので、いろいろ患者さんの納得
いくまで説明が出来る時間がとれることはすご
くいいことだと思うし、結構満足して帰られる患
者さんも多いですね。
井上：医師が２人になることで、それぞれ特色
があると思うんですよね。例えば、得意分野や不
得意分野があったり、患者と合う合わないとい
うそういうような多様性があるのもすごく大き
いかな思いますね。また、技術継承という意味
でもお互い得意分野があり、先輩医師が後輩医
師に教えていくのはもちろん、後輩が詳しい分
野ももしかしたらあるかもしれないので、お互い
に高め合い、助け合いながらできるのかなと思

力を入れていきたいところ

井上：それぞれの強みを生かしていくと思うん
ですけど、堤先生は以前、網膜外来にいたので
メディカルレチナの分野は詳しいのではないか
なと思っています。
米村：網膜関連の患者については、堤部長に治
療方針を相談しながら診療しています。
井上：眼底の造影検査等の造影剤を使う検査
はリスクがあるので、開業医の先生方も難しい
ものがあるので、そういうものを使って、網膜の
難しい病気を診断する力は、得意分野ではない
かと思います。また、米村先生は、緑内障の外来
を行っていたので、その分野も併せて診療を
行っていけるのではないかと思います。

医療機関の先生方へひとこと

司会：それでは、八代医療圏の医療機関の先生
に一言いただけますか。
井上：熊本労災病院の眼科は、１人から２名に
増えたことで体制としては整いつつあるので、さ
らにキャパシティが増えたと思います。複数科
が揃っているので全身的な問題のある患者さん
も対応できるので、ぜひ信頼してご紹介いただ
ければと思います。
米村：他科の先生方もぜひお気軽にご紹介く
ださい。

熊本労災病院へひとこと

司会：最後に熊本労災病院眼科に、助言・アド
バイスを頂けますか。
井上：八代市は熊本県第二の都市ですし、人口
も多いですが、熊本市から微妙に離れているこ
ともあるので、地域に密着した病院として熊本
労災病院の果たす役割は大きいと思うんですよ
ね。眼科の医師の人数は１名から２名に増え、今
後も力を入れていきたいですね。是非八代の健
康長寿の増進のために、役に立てればと考えて
います。

いますね。だから単に１＋１が２ではなく、プラス
アルファの相乗効果が期待できるのではないか
と考えています。

熊本労災病院眼科へ
期待すること

司会：井上教授から今後熊本労災病院の眼科
へ期待することはございますか。
井上：そうですね。要するに、かかりつけの医
院で済むことはかかりつけの医院で終わるの
で、かかりつけの医院で難しいことを請け負う
ということが、紹介型病院の役割であると思う
んですよね。白内障の手術はもちろんですけど、
それ以外に専門分野に特色があるとより求めら
れることが大きくなるでしょうし、開業医の先生
方もより助かるのではないかなと思います。例
えば、全身状態が悪く、白内障もあり、どうして
もかかりつけの医院では手術が難しいという場
合も総合病院としての強みがあると思うので、
今後活かしていってほしいなと思います。また、
県南に位置しているので、なかなか熊本市に行
くのは難しい患者さんのためにも発展していっ
てほしいと思っています。
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眼科 医師　米村 瞳



増田：先生たちとはよく食事会はするけど、くだ
らない話しかしていないですよね（笑）
今日も脱線ばかりになりそうですから、編集頑
張ってくださいよ！

草場：だいたいこの会でするのは春野先生の弾
丸で外国どこにいったか、というような話なので
真面目な話はしないですね（笑）
春野：０泊でオーストラリアに行った話とかで
すね（笑）
司会：… そろそろ当院の耳鼻咽喉科の魅力・
特徴について話してください。

普通のことをきちんとやる

増田：魅力って特にないですね…普通のことを
普通にやっているだけです。特別なことや変わっ
たことはしていないですよ。
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耳鼻咽喉科

部 長 　 増 田  聖 子

医 師 　 草 場  雄 基

Masuda Masako

Kusaba Yuki

耳鼻咽喉科では、春野医院 春野尊先生、黒田耳鼻咽喉科医院 黒田和宏先生に
ご協力いただき、増田部長、草場医師で対談を行いました。

耳鼻咽喉科 対談

春野 　尊 先生

黒田 和宏 先生

春野医院

黒田耳鼻咽喉科医院
増田 聖子
草場 雄基

耳鼻咽喉科 部長 増田 聖子　　医師 草場 雄基

耳鼻咽喉科 耳鼻咽喉科



草場：そうですね～。
増田：う～ん、特徴ないです。普通のことをきち
んとやるだけです。…それが魅力かな。
春野：普通に耳鼻科の患者さんを紹介できる、
それが魅力ですよね。
黒田：２人の魅力については言えますよ。　　
草場：極端な悪口でなければ言ってください
（笑）これが載るころには僕はいないんですけ
どね（笑）増田先生は、僕がオンコールのときも
一緒に診てくれたり、緊急手術も一緒にやってく
れるので、そこがやりやすいです。急患などは僕
の判断で入院させても構わない、と言ってくれま
す。
増田：私は“くさもん”を信用しているから。　
春野：連係プレーがいいですよね！増田先生が
ある意味おおらかで、草場先生に「やってごら
ん」と自由にまかせていて、連携の見事さがあり
ますね。雰囲気もよいため安心して患者を送れ
る良さもあります。理想的な組み合わせだと思
ますね。
黒田：耳鼻科の雰囲気をみて耳鼻科入局しよう
という人もいっぱいいると思います。
草場：まぁ僕は、10月から異動するんですけど
ね…。

増田：頑張ってよかったです。２人で十分にやれ
る仕事量しかやってないと、なかなか増員という
話にならないから。
草場：基本的に診察依頼は断らずにやってい
て、何でも受けるようにしています。その結果３
人体制になることができましたね。
黒田：どの疾患でも患者さんを受けてくれるの
は本当に助かりますよね。紹介してすぐに受け
てもらって、非常に助かります。
春野：10月から３人体制になるんですっけ？
増田：そうです。次はどんな感じになるのかな
～。
草場：楽しみですね～。
増田：高野先生と植田先生が来ます。先生方は
２人に会ったことありましたっけ？
春野：植田先生は会ったことがあります。高野
先生は顔は分かるけど話したことはないかな。
増田：またみんなで食事会しましょう！
黒田：植田先生とはアレストでしか会わないか
らな。
草場：植田先生はめちゃめちゃ面白いですよ。

２人体制だからできることは？

増田：２人って当たり前のこと以外はあまりで
きませんよ。でも１人だった時よりはずっとずっ
といいです。
春野：２人体制だと受けるのが難しい病院もあ
りますもんね。
増田：うちは、もうすぐ３人体制になるので、そ
れは楽しみです！
草場：２人体制で頑張ってやってきたから、今度
３人体制になる。２人で頑張ってよかったと思い
ます。
黒田：伸びしろがありますよね。

耳鼻咽喉科の大変なところは？

増田：耳鼻科は救急で呼び出しはあるけど、そ
んなに多くはないですよ。
黒田：深頚部膿瘍とかどれくらい来ますか?
増田：最近ないですね。減ったと思います。でも
最近久々に膿瘍で気管切開したかな。先週日曜
日は、地方会出席中の草場先生呼び戻して手術
をやりましたね。　　
黒田：先生！そういう時、僕よんでください！
増田：え～！日曜ですよ！
黒田：予定が合えば全然大丈夫ですよ！
増田：黒田先生はですね、手術の手伝いに来て
くれるんですよ。
黒田：最近あまりないので寂しいです。
増田：私がまだ1人でやっていた時に、どうして
も助手がいないとできない手術の時は、お願い
したらいつでも来てくださったのですよ。本当に
助かりました。
草場：僕も黒田先生に甲状腺の手術を手伝って
もらいました！
増田：今は熊本大学病院の若い先生達が手術
日に手伝いに来るようになったので、お願いする
ことが減りましたね。また困ったときはお願いし
ます。
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黒田 和宏 先生

春野医院
春野 尊 先生



黒田：土日大変だろうなと思うときあるので行
けるときは行きます！
春野：僕も時々手術やっていますが、他の先生
の手術見学したいときがあるんですよね。
増田：ぜひぜひ来てください！
黒田：耳鼻科は意外とサドンデスが多いんです
よ。オンコールで呼ばれて早急に対応しないと
命に関わるようなシチュエーションが多いんです
よね。
増田：気道閉塞ですね、あと輸血しないとやば
いレベルの鼻出血とか。
黒田：耳鼻咽喉科もやっぱり大変ですよね。
増田：でも耳鼻科の緊急手術はだいたい1時間
あれば終わるから、あまり苦にならないです。
草場：そういえば大晦日に気切したこともあり
ましたね。
増田：労災病院は手術までの準備が早いんで
す。麻酔科の先生や手術室の看護師さんがさっ
とすぐに集まってくれます。麻酔科の先生がいつ

どの分野もまんべんなく
診ています

司会：力を入れたいところ・アピールポイントについてお
願いします。
増田：力いれたいところですか。…なんですかねぇ。
春野：変に力が入っていないから非常に紹介しやすいし、
やりやすいというところがあります。専門分野に特化して
いるとかえって患者さんを送りにくくなることもあるから
ですね。
黒田：特化しているものがあるとそれ以外紹介してはい
けないかな、って思ってしまいますから。
増田：アピールポイントがないところがいいらしいです。
（笑）なんじゃそりゃ（笑）でも、どの分野もまんべんな
く診ようと思っています。
草場：そうですね、できる範囲でですね。
増田：うちはね、まだ若い先生が来るから色がつきすぎ
ると勉強にならないと思っていて。どの分野も70～80点
はとれる、を目指しています。
草場：良性疾患の手術を一通りやらせてもらえるのはす
ごく勉強になります。

最後にひとこと

草場：いつもご紹介いただいてありが
とうございます。
黒田：そう言っていただいてありがと
うございます。
増田：春野先生の所も黒田先生の所
も本当に患者さんが多くて、たくさん
紹介してくださるんですよ。
黒田：送る側と送られる側がいて、
どっちが欠けていても成り立たない仕
事なので。
増田：耳鼻咽喉科は患者さんの数は
多いからですね。
黒田：お互いの関係で成り立っている
と思いますね、ありがとうございます。
春野：まさに、感謝ですよね、熊本労
災病院があってよかったね、って。
草場：そういっていただけると、やりが
いがあって嬉しいです。で、僕はいなく
なるんですけど（涙）

も快く受けてくれるので、とてもやりやすい病院
です。
春野：疾患を選ばないのが良い点ですよね。
増田：そうですねぇ、うちは救急患者や診察依
頼を断ったことはないですね。とりあえずは全
部受ける。ただうちの手術器具では対応できな
い気道異物などは、大学に電話して送ったりし
ていますね。
草場：手羽先の骨をのどに詰まらせた患者さん
は、僕一緒に救急車に乗って熊本大学病院まで
搬送しました。大学の先生と一緒に明け方まで
手術しましたよ。
黒田：僕はホタテがのどに詰まった患者さんが
いました。
増田：貝ごと？！
黒田：貝ごとです。ホタテの貝って結構ボロボ
ロになるんですよ。
増田：異物シリーズは奥が深い・・・。
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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 市川　　亮 家城宇希人 櫻井　希美 福嶋　一晃
脳神経内科 原　　靖幸 米持　康寛 原　　靖幸 村端　秀映 米持　康寛

糖尿病 ･代謝内科 岩下　晋輔 金子　健吾 金子　健吾 金子　健吾 岩下　晋輔
再　　診 山邊　　聡 福嶋　一晃 櫻井　希美 渡名喜銀河 今村　美幸
消化器内科 瀬戸山博子 山邊　　聡 佐々木雅人 瀬戸山博子 佐々木雅人
再　　診 与那嶺真一 川口　紘矢 丸山　広高 山根　宏美 丸山　広高

PEG作成相談 家城宇希人／市川　　亮 ― 家城宇希人／市川　亮 ― ―
腫瘍内科 ― ― 丸山　広高 ― 丸山　広高

午　
後 再診／特殊外来

再　診
清水ゆかり

（13：30 ～16：00）（要予約）

腎臓内科
原　　道顯

（14：00 ～16：00）

禁煙外来
山根　宏美

（14：00 ～15：30）（要予約）

腎臓内科
担当医（9：00 ～15：00）

再　診
金子　健吾

（13：30 ～16：00）（要予約）

アレルギー外来（第1･第3）
出口　秀治

（14：00 ～15：30）

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 瀬戸山博子 山邊　　聡 佐々木雅人 瀬戸山博子 佐々木雅人
精神科（心療内科）

（要予約・院内紹介のみ）
大内　　清／宮川 太平

（午前･午後リエゾン）（第２週午後）
大内　　清／荒木　幹太
（午前･午後リエゾン）（午後）

大内　　清
（午前・午後リエゾン）

大内　　清
（午前・午後リエゾン）

大内　　清／本田　荘介
（午前･午後リエゾン）（午前･午後)

心臓血管
センター

循環器内科 角森　大樹 本里　康太 松村　敏幸 阿部　浩二 古川祥太郎

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）

― ―

不整脈外来（午前中）
川上　和伸

―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 ―

血管外来
内科 土井　英樹 ― 土井　英樹 ― 土井　英樹

外科 ― 原　　正彦
（末梢血管 ･静脈瘤含む） ― ― 原　　正彦

（末梢血管 ･静脈瘤含む）

小児科

吉牟田純一郎
永沼　節子
松石　芽衣
西　　智美
橘　　秀和

吉牟田純一郎
松石　芽衣
西　　智美
橘　　秀和

吉牟田純一郎
永沼　節子
松石　芽衣
西　　智美
橘　　秀和

吉牟田純一郎
永沼　節子
松石　芽衣
西　　智美
橘　　秀和

吉牟田純一郎
永沼　節子
松石　芽衣
西　　智美
橘　　秀和

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
一般外科/消化器外科
（新患のみ） ― 中原　　修 ― ― ―

一般外科/消化器外科 中原　　修 飯坂　正義／辻　　　顕 ― 飯坂　正義 藏元　一崇
乳腺外科 ― 林　　裕倫 ― 林　　裕倫 ―
呼吸器外科 ― ― 柴田　英克 ― 柴田　英克

小児外科・移植外科 大矢　雄希 ― 猪股裕紀洋 林田信太郎 ―

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） 武藤　和彦（脊椎外科） 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） 武藤　和彦（脊椎外科） 大山　哲寛（整形外傷） 坂本佳菜子
診察室６ 担当医 担当医 担当医 担当医 担当医

脳神経外科
診察室１ 等　　泰之 ― 等　　泰之 ― 等　　泰之
診察室２ 舍川　健史 ― 舍川　健史 ― 舍川　健史

形成外科
診察室１ 小倉　　猛 ― 松本由希子 小倉　　猛 ―
診察室２ 松本由希子 ― ― 松本由希子 ―

皮膚科
診察室１ 守屋千賀子 守屋千賀子 押川　由佳

（再診予約診療のみ） 守屋千賀子 守屋千賀子

診察室２ 押川　由佳 押川　由佳 丸田　志野 押川　由佳 丸田　志野

泌尿器科 宮本　　豊 宮本　　豊
（手術日に付き要相談） 宮本　　豊 冨永成一郎 村上　道洋

産婦人科
診察室１ 東矢　俊光 片渕充沙子 東矢　俊光 本田　智子（第２・４・５週） 片渕充沙子
診察室２ 片渕充沙子 本田　智子 本田　智子 片渕充沙子 本田　智子

助産外来（要予約） 午後 午後 午後 午後 午後

眼科
診察室１ 堤　　孝之 堤　　孝之 堤　　孝之 堤　　孝之 堤　　孝之
診察室２ 米村　　瞳 米村　　瞳 米村　　瞳 米村　　瞳 米村　　瞳

耳鼻咽喉科
診察室１ 増田　聖子 増田　聖子 草場　雄基 増田　聖子 増田 聖子／草場 雄基

( 第１・３・５週 )  ( 第２・４週 )

診察室２ 草場　雄基 草場　雄基 増田　聖子（予約のみ） 草場　雄基 ―
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
診察室１ 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。

令和元年９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

※セカンドオピニオン外来をご希望の方は、地域医療連携室にお尋ねください。当院ＨＰにも掲載しています。
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）


