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135 年 の 歴 史 と 設 立 の 経 緯 を 忘 れ ず 全 人 医 療 を 提 供 し ま す

第 21 回 JCHO 人吉医療センター研究発表会

松本晉一先生

平 成28年4月9日(土)、 ア ン ジ ェ リ ー ク 平 安3階 ア フ ロ
ディーテにおきまして、第21回JCHO人吉医療センター研
究発表会が開催されました。今回、院内からは11演題の発
表がありました。また、松本歯科医院院長 松本晋一先生
による『行きたか！行く！よう行った！ヨーロッパ・ミニ
グランド紀行』の特別講演が行われました。
特別講演では、松本晋一先生の約1カ月間に及ぶヨーロッ
パ旅行について御講演していただきました。旅行中の写真
を交え、思い出話や出来事など非常に興味深い御講演を頂
きました。
一般口演では、今回も歯科から発表をさせていただき、
「糖尿病を伴った重度下顎骨周囲炎の患者に高気圧酸素療
法が奏功した一例」というテーマで私が発表させていただ
きました。今回のように重症度の高い症例の場合、歯科だ
けでは対応困難なことが多く、多くの関連部署との連携に
より対応することが重要であることを痛感しました。今後
の診療においても、多くの関連部署との連携を強化してい
き、より高い医療を患者さまに提供していきたいと考えて
おります。
今年度より、９年間の長きにわたり歯科口腔外科部長と
して御活躍をされた別府先生が鹿児島大学口腔外科へ戻ら
れることとなり、私と研修医時代から付き合いのある野村
昌弘先生が後任として就任し、歯科口腔外科も新体制とな
りました。私も気持ちを新たに、これまで以上に全人医療

第 21 回 JCHO 人吉医療センター研究発表会プログラム
No
演 題 名
1 イベントレコーダー装着の有効性とその症例
右房内巨大血栓に対してＤＯＡＣが有効であっ
2
た一例
再検数削減による検査コスト削減の取り組みに
3
ついて
当院における非浸潤性乳管（ＤＣＩＳ）の診断
4
の変化
静脈血栓症予防における現状調査および今後の
5
課題
混合病棟で新生児のケアを行うスタッフの不安
6 軽減について
～フローチャートを用いた結果について～
7 薬剤師の外来薬物療法支援への取り組みと評価
糖尿病を伴った重度下顎骨周囲炎の患者に高気
8
圧酸素療法が奏功した一例
9 フットケア外来立ち上げに向けて
10 熊本県における小児救急医療体制について
救急と総合診療
11
～人吉・球磨と JCHO ～
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『行きたか！行く！よう行った！』ヨーロッパ・ミニグランド紀行
松本歯科医院

院長

松本

晉一先生

を提供できるよう努力し、石神先生、野村先生と共に今後
も口腔外科を盛り上げていきたいと思います。
歯科口腔外科
藤崎 順一
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【平成 28 年熊本地震
H28 年 4 月 14 日 21 時 26 分 熊 本 地 震 が 発 生。 熊
本地方を震源とする、M6.5 震度 7、その 28 時間後
に M7.3、再度震度７。熊本市や益城町、南阿蘇、さ
らには大分県を震源とする地震が起き続けています。
被災されたみなさま方へお見舞いを申し上げるとと
もにお亡くなりになられた方へのご冥福をお祈り申

発災後、夜中の事務室内の様子

し上げます。
当院の状況については、病棟の高層階になるにつ
れ揺れ幅が拡大し床頭台が倒れ、棚からは薬品等が
落下するなどの被害がありました。今後も揺れは継
続して起きると言われている今、さらなる災害対策
を講じていかなければなりません。

鳥取 DMAT や長崎県ドクヘリによる被災者関連患者搬入の様子

八代市の病院が倒壊の恐れあり入院受入

DMAT ①隊目出動 翌日②隊目出動

五木村診療所

速報】

所長就任挨拶

前列中央 2 名 左から：野村 Dr（歯科）、南 Dr

こんにちは。今年度より新たに五木村診療所所長を拝命致しました、
南 由美子と申します。
これまでは熊本赤十字病院で初期研修をおこない、今年の 4 月より人
吉医療センターに勤務しております。出身は熊本県熊本市で栃木県にあ
る自治医科大学で医学を学びました。前人の吉村文孝医師の大学の後輩
にあたります。学生時代はビックバンドでベースを担当しておりました。
新参者ではありますが五木村診療所所長として村の医療に精一杯貢献で
きればと考えております。見かけた際は、お気軽に声をかけて下さい。
すごく喜びます。
どうぞ、よろしくお願い致します。
五木村診療所所長 南 由美子

入院時食事療養費

変更のお知らせ

【改正の内容】
平成 28 年 4 月 1 日より、国の施策として入院時食事療養費の負担額が変わります。入院と在宅医療の負担の
公平を図る観点から、食材料費相当額に加え、調理費相当額の負担を求めることとなりました。平成 28 年度
から一般所得の方は 1 食 360 円となります。増額分が病院の材料費に上乗せされるわけではなく、あくまで調
理費（光熱水費）となるため、食事内容は今まで通りとなります。ご理解の程よろしくお願い申し上げます。
栄養管理室
1
食あたり６４０円
H28年
3/31まで
自己負担２６０円

4/1より

保険給付３８０円

+100 円
自己負担３６０円

保険給付２８０円

※ 低所得者除く
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春 の 総 親 会
4 月 9 日（土）にアンジェリーク平安において人吉医療センター春
の総親会が開催されました。
はじめに木村正美院長より開宴の挨拶があり、引き続き、研究発表
会にて特別講演いただきました松本晉一先生の乾杯のご発声で春の総
親会が開始されました。
ステージでは、42 名の新任職員の紹介があり、1 人ずつ自己紹介を
しました。さらに当院の部活動紹介が行われ、最後に下川恭弘副院長の一本締めで春の総親会の幕を閉じました。
今後も職員一同、人吉・球磨・えびの・伊佐を含めた地域の中核医療機関として医療機能の充実を図り、また、
地域の先生方とも協力しながら安心できる医療の展開に努めてまいりたいと思います。
総務企画課

実 習 生 感 想
特別臨床実習（消化器外科）
今回、消化器外科学のクリニカルクラークシップの一
環で人吉医療センターに、一週間実習をさせていただく
ことになった。普段、実習でみる大学の医療現場とまた
少し違った医療現場を見ることができて、今後の研修病
院や将来の医師としてのヴィジョンを掴む上で大変参考
となった。特に、実習を通して一番驚いたことは、消化
器外科の医師たちが、消化器だけでなくその他の臓器の
外科的治療も行っているということである。今回の実習
で見た手術（消化器外科以外）は肺の VATS 手術である。
大学では診療する疾患が細分化され、それに伴い、診療
科も細分化されているため他科の疾患を見ることは基本
的にないが、外の市中病院では、外科は一般外科として
機能しているため、外科的疾患はすべて見る様なスタン
早期臨床体験実習
来年度から導入される「早期臨床体験実習Ⅲ」のパイ
ロット実習生として、3/7( 月 ) から 3/11( 金 ) の 5 日間、
人吉医療センターにて病院実習に参加させていただきま
した。朝のカンファレンス、外来や回診、夜間診療、五
木村診療所見学など、臨床講義が始まったばかりの私に
とって、何もかもが新鮮で興味深く、本当に有意義な時
間を過ごすことが出来ました。
私の今回の実習の目的は、地域医療の現場を知ること
にありました。人吉医療センターは熊本のみならず宮崎
や鹿児島からも多くの患者さんが集まってくる地域中核
病院としての役割を担っています。医学的な問題だけで
なく、社会的問題も重要視しており、多職種連携を大事
にしているという話を田浦先生から事前に伺っていまし
た。実習期間で特に印象的だったのは、五木村診療所見
学です。五木村は熊本県内で人口流出率、高齢化率とも
に非常に高く、五木村診療所は村に 1 つしかない診療所
として、大変重要な役目を果たしています。今回は、下
川先生の丁寧な説明のもと外来を見学させていただきま
したが、気づかされたことが多くありました。例えば、
高齢者の方が決まり通りに薬を飲めるとは限らないとい

石井

潤

スであることをこの実習を経て、思い知った。更に朝の
外科カンファレンスで取り上げられる症例は、消化器に
留まらず、呼吸器、甲状腺、乳腺と多岐に渡っていた事
が本当に衝撃的だった。
また、今回は消化器外科の実習の一環だったが、消化
器外科の先生の方々だけでなく、レジデントの方々とも
交流する機会もあり、研修病院の選び方や今後の国家試
験に向けた勉強の姿勢などの話を伺うことができて大変
有意義な実習となった。
今回の人吉医療センターでの実習は一週間という短い
間ではあったが大変充実した、有意義な実習が出来たと
思う。お忙しい中、時間を作って指導してくださった、
木村院長はじめ、多くの先生方に心から感謝申し上げま
す。今後も医学を熱心に学び立派な医師になれるよう頑
張りたいと思います。
熊本大学医学部医学科 5 年

足立

優樹

うことです。現に、飲み忘れにより、大量の薬が余った
ままになっている患者さんも少なくありませんでした。
そのような患者さんをサポートする仕組みは、診療所の
看護師による訪問看護にとどまらず、ヘルパーやお弁当
配達サービスなど多くの人が連携することで成り立って
いることに大変驚きました。薬の飲み忘れは私が思って
いた以上に深刻な問題でした。なぜなら、ポリファーマ
シーによる健康上の弊害はもちろんのこと、医療費の拡
大につながるからです。総務省によると、超高齢社会に
突入した日本では、これからも高齢化率が上昇し続ける
とのことです。そのような日本社会で、私は将来どう働
くか、何を学ぶべきかを五木村診療所見学を通して、改
めて真剣に考えることが出来ました。
この短期間で、本当に多くの収穫を得ることが出来た
ので、5、6 年生の病院見学や病院実習で人吉医療センター
をぜひ訪れたいと思っています。最後になりましたが、
木村院長、田浦先生、研修医の先生方をはじめとする多
くのスタッフの皆様、大変お世話になりました。心より
お礼を申し上げます。
熊本大学医学部医学科 3 年

新垣

紀子
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臨床研修医

新任あいさつ

４月より２年間人吉医療センターで働かせていただくこ

知識や手技を身につけていけることで毎日本当に充実した

ととなりました、研修医１年目の内村竜太郎と申します。
一緒に卒業した大学の同級生が他病院でオリエンテー
ションや研修合宿など行っている中、自分達は勤務初週
から救急外来のファーストコールをとらせて頂いたり、現
在まわっている麻酔科で様々な手技をやらせて頂いている
今の状況にとてもやりがいを感じており、どんどん新しい

日々を送れていると実感しております。
最初のうちは皆様にご迷惑おかけすると思いますが、少
しでも早くこの環境に慣れ、仕事を覚えて、病院の 1 スタッ
フとして貢献していけたらと考えていますので、皆様、ご
指導ご鞭撻のほど、よろしくお願いいたします。
臨床研修医（基幹型） 内村 竜太郎

4 月より 2 年間人吉医療センターで研修させていただく
ことになりました中垣祐紀と申します。4 月の 1 日にオリ
エンテーションを行い、次の勤務日にはいきなりの救急当
番で救急車が途切れることなく到着して、困惑と同時にい
よいよ医師として働き出すのだと胸が高鳴りました。
先生方を始め、スタッフの皆様には多大なご心配、ご面
倒をおかけすることになるかと思いますが、少しでも早く

戦力となるように一生懸命頑張りますので宜しくご指導ご
鞭撻のほどお願いいたします。
また人吉は空気も澄んでいて景色も良いので、趣味のラ
ンニングであちこち出かけて散策してみたいと考えており
ますのでお勧めのスポットなどありましたら是非教えてい
ただきたいです。
臨床研修医（基幹型） 中垣 祐紀

熊本市出身で熊本大学卒業の平賀円と申します。基幹型
研修医として 2 年間人吉医療センターでお世話になります。
4 月は代謝内科で野田先生のもとで学ばせていただき、5 階
西病棟のスタッフの皆さまに大変お世話になっています。
私が当院で研修をしようと思った理由は 3 つあります。
1 つ目は、学生時代からの知り合いだった先生がたくさん
いたこと。分からないことは何でも聞けて頼りになります。

2 つ目は、研修医が救急外来での経験を数多く積めること。
私はまだまだ慌ててばかりですが、先輩方のように 1 日で
も早くテキパキと動けるようになりたいです。3 つ目は、
ご飯が美味しいこと。
素直・謙虚・感謝をモットーに一生懸命努力して参りま
す。ご指導ご鞭撻のほどよろしくお願い致します。
臨床研修医（基幹型） 平賀 円

研修医 1 年目の鮒田貴也です。今回基幹型として 2 年間
人吉医療センターにお世話になっております。実家があさ
ぎりということで、10 年以上ぶりにこの人吉球磨に戻って
こられたことを、大変うれしく思います。まだまだ医師と
は言えず半人前の私で、先生方はじめスタッフの方々にご
迷惑をおかけしている毎日を送っております。しかしなが
ら、諸先輩方の寛大な心でご指導いただき、すべての会話
がミニレクチャーのようにいろいろなことを吸収できてい
る毎日は、とても充実していて、この人吉医療センターに

きてよかったと喜んでいます。特に救急外来での対応は、
てんやわんやの私とは違い、2 年目の先輩方の適格で迅速
な対応に感動し、来年は自分もこうでありたいと切に思う
毎日です。少しでも諸先輩方に迷惑をかけないよう、そし
てこの人吉球磨に住んでいらっしゃる皆様のお役にたてる
よう精進してまいりますので、ご指導ご鞭撻のほどをよろ
しくお願い致します。
臨床研修医（基幹型） 鮒田 貴也

4 月より人吉医療センターで初期研修をさせていただく、
研修医 2 年目の松田圭史と申します。熊本大学病院との協
力型研修プログラムで、昨年 1 年間は大学病院で研修して
おりました。まだまだわからないことばかりですが、先生
方、スタッフの皆様に温かく指導していただき、とても楽
しく充実した毎日を過ごしております。
私の出身は多良木町で、久しぶりに地元に戻ってきまし
たが、スタッフの中にも同級生や知り合いがおり、大変懐

かしく、また嬉しく感じております。研修を終えた後は一
旦違う土地で働くことになるかと思いますが、将来的には
また人吉球磨に戻ってくる予定です。
温かい人々と温かい温泉、美味しい料理と美味しいお酒
に囲まれて楽しい日々を送りつつも、医療の現場では精一
杯尽力して参りますので、今後ともご指導ご鞭撻のほど何
卒よろしくお願い申し上げます。
臨床研修医（協力型） 松田 圭史

研修医２年目の佐藤寛紀と申します。昨年度は済生会熊
本病院で研修を行いました。今年度は９月までの半年間、
済生会病院の協力型研修医としまして、こちらでお世話に
なります。
４月現在は小児科で研修させて頂いております。済生会
病院では、ほとんど診る機会がなかった小児を相手に、毎
日新鮮な気持ちで診療しております。
そろそろ自身の進路を決めなければならない時期が迫っ

ておりますが、初期研修医の内は、人吉医療センターが掲
げる「全人医療」を行えるよう、様々な診療科で学びたい
と考えておりますので、今後は産婦人科、整形外科の方で
も研修させてもらえたら幸いに存じます。
人吉という私にとっては初めての環境で、不慣れなこと
も多く、様々な場面でたくさんのご迷惑をおかけするかと思
いますが、何卒ご指導のほどよろしくお願い申し上げます。
臨床研修医（協力型） 佐藤 寛紀
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森田 秀祐（予防医療センター・部長）
最終卒業校：佐賀医科大学
趣味：サッカー観戦、将棋
好きな言葉：笑う門には福来たる
長所：まじめ
短所：気配り下手
自分のコマーシャル：内視鏡を中心とした消化管の画像診断で、
胃癌・大腸癌を早期発見することが、自分の得意分野であり、
使命だと思っております。
みうら

みつとし

三浦 光年（循環器内科・医長）
最終卒業校：熊本大学
趣味：魚釣り、最近マラソン始めました
長所：循環器の医師としては比較的気長
短所：大雑把
自分のコマーシャル：今年で14年目になります。前任は福岡県
大牟田市の社会保険大牟田天領病院でした。当院は前任の病院
の倍以上の症例をこなしており忙しくなりそうですが、楽しみ
でもあります。海釣り派だったのですが、人吉には海が無いの
で川釣りにも挑戦したいと思います。
はなおか

ようすけ

花岡 洋右（循環器内科・医員）
最終卒業校：近畿大学
趣味：旅行、読書、スポーツ観戦
嬉しかったこと：息子の誕生
自分のコマーシャル：初心を忘れず頑張りたいと
思います。よろしくお願いします。
たなか

ひでゆき

おかどめ

かずお

田中 秀幸（内視鏡外科・部長）
最終卒業校：熊本大学
趣味：ラグビー、スノボ、テニス、酒
モットー：長いものには巻かれろ
自分の性格：性格はのんびりした性格です
自分のコマーシャル：済生会熊本病院から異動してきました。
鏡視下手術を主に行ってきました。宜しくお願い致します。
岡留 一雄（外科・医員）
最終卒業校：熊本大学
趣味：ソファで寝ること
生活信条：嫌なことは忘れる
自分の性格：単純だが時に細かい
自分のコマーシャル：研修医のときにお世話になった場所に戻
ることができて大変ありがたく思っています。楽しみにしてい
ます。
やなぎさわ

あきひろ

桺澤 哲大（整形外科・医員）
最終卒業校：熊本大学
趣味：スポーツ、読書
好きな言葉：合理主義
自分の性格：せっかち
自分のコマーシャル：慎重に頑張ります。
おおの

たかふみ

大野 貴史（整形外科・医員）
最終卒業校：福岡大学
趣味：バスケ、ゴルフ、ウェイクボード、スノーボー
ド
生活信条：努力は実る！
自分の性格：明るい
長所：天然パーマ
短所：チビ

人 吉 医 療 セ ン タ ー

自分のコマーシャル：明るく元気に仕事します。フットワーク
の軽さが自慢です。テンションの低い時、それは…きっと二日
酔いです。人吉での生活はとても楽しみです。よろしくお願い
します。
まつうら

じん

松浦 任（脳神経外科・医員）
最終卒業校：熊本大学
趣味：サッカー
好きな言葉：猪突猛進
長所：声が大きい
自分のコマーシャル：若輩者ですがよろしくお願いします。
みなみ

ゆ

み

こ

南 由美子（総合診療科・医員）
最終卒業校：自治医科大学
趣味：音楽、映画
好きな言葉：一期一会
自分の性格：マイペース
自分のコマーシャル：若輩ですが、頑張りますので何卒よろし
くお願い致します。
のむら

まさひろ

うちむら

りゅうたろう

なかがき

ゆうき

野村 昌弘（歯科口腔外科・医員）
最終卒業校：鹿児島大学
趣味：登山
生活信条：常に笑顔で前向きに
長所：忍耐強い
短所：口数少ない
自分のコマーシャル：患者様から愛されるドクターを目指して
頑張ります。宜しくお願いします。
内村 竜太郎（臨床研修医【基幹型】）
最終卒業校：熊本大学
趣味：睡眠、アルコール
困ったこと：最近は静電気がひどくて困っています
自分の性格：心配性、慎重です
自分のコマーシャル：少しでも早く仕事を覚えて病院に貢献で
きるように努力していきたいと思っていますので、ご指導ご鞭
撻よろしくお願い致します。ビールは大好きですが、焼酎はな
かなか好きになりません。これを機に人吉で焼酎も少しずつで
も飲めるようになれればいいなと思っておりますので、お手柔
らかにお願い致します。
中垣 祐紀（臨床研修医【基幹型】）
最終卒業校：熊本大学
趣味：マラソン、ゴルフ
モットー：初志貫徹
自分の性格：人からは優しい性格をしていると言
われますが、気を遣いすぎて返って迷惑になっているようなこ
ともあります。自分のコマーシャル：大学生になった時からジ
ムに通い体を鍛えているので体力には自信があります。ゴルフ
にマラソン、読書や映画、海外旅行などジャンルを問わず様々
な趣味を嗜んできたので働き出してからも色々と挑戦していき
たいです。精一杯頑張りますので、2年間よろしくお願い致し
ます。
ひらが

まどか

平賀 円（臨床研修医【基幹型】）
最終卒業校：熊本大学
趣味：バドミントン
モットー：当たって砕けろ
自分の性格：馬鹿が付くほど真面目だと言われま
す。
自分のコマーシャル：人見知りな所がありますが、お酒を飲ん
で皆さんと仲良くなりたいです。よろしくお願い致します。
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たかや

鮒田 貴也（臨床研修医【基幹型】）
最終卒業校：鹿児島大学
趣味：料理、食べること
困ったこと：受験で体型が変わり、服を全て買い
替えなければならなくなりました…
長所：社交的
短所：（特に料理に）こだわりが強い
自分のコマーシャル：生まれ育った人吉・球磨で医療に従事で
きることに感謝しています。一日でも早く慣れ、お役に立てる
よう頑張ります。
まつだ

けいし

松田 圭史（臨床研修医【協力型】）
最終卒業校：熊本大学
趣味：サッカー
生活信条：笑顔
自分の性格：マイペース
自分のコマーシャル：多良木生まれ、人吉高校出身です。よろ
しくお願いします。
さとう

ひろき

佐藤 寛紀（臨床研修医【協力型】）
最終卒業校：福岡大学
趣味：バスケットボール
好きな言葉：「あきらめたら、そこで試合終了です
よ」が好きな言葉です
自分の性格：丁寧でゆっくりしています。
自分のコマーシャル：身長は高いです、血圧は低いです。
きむら

ま り え

木村 麻理恵（薬剤科・薬剤師）
最終卒業校：福岡大学
趣味：読書、音楽鑑賞
モットー：いつも笑顔で！
自分の性格：マイペース
自分のコマーシャル：1日でも早く仕事に慣れて一人前の薬剤
師になれる様に頑張ります。
くわはら

しょうこ

桑原 翔子（薬剤科・薬剤師）
最終卒業校：九州保健福祉大学
趣味：音楽鑑賞
モットー：ポジティブ思考
自分の性格：明るい
自分のコマーシャル：人吉・球磨の医療に貢献できることを嬉
しく思っています。よろしくお願いします。
つじ

はるか

辻 春香（薬剤科・薬剤師）
最終卒業校：福岡大学
趣味：音楽鑑賞
好きな言葉：継続は力なり
自分の性格：少しマイペース
自分のコマーシャル：佐賀出身ですが、よろしくお願いします！
いしい

まさひろ

石井 雅浩（放射線科・診療放射線技師）
最終卒業校：東洋公衆衛生学院
趣味、海釣り、車
嬉しかったこと：最近になってあのガリレオと誕
生日が400歳差で同じ日と知り、なんとなく嬉し
くなった。
自分の性格：人見知りで短気
自分のコマーシャル：なぜか、よく人から「怖い人かと思った」
と言われることがあります。お酒を飲むと分かる通り、普通の
陽気なおじさんです。お気軽に声をかけてください。よろしく
お願いします。

6

たかおか

だいき

おおはら

りゅういち

髙岡 大記（放射線科・診療放射線技師）
最終卒業校：純真学園大学
趣味：野球
好きな言葉：継続は力なり
自分の性格：真面目
自分のコマーシャル：何事にも一生懸命取り組んで、1日でも
早く仕事を覚えられるよう頑張ります。多少人見知りな部分も
ありますが、よろしくお願いします。
大原 竜一（放射線科・診療放射線技師）
最終卒業校：日本文理大学医療専門学校
趣味：テニス
モットー：素直さと謙虚さ
自分の性格：マイペース
自分のコマーシャル：一生懸命頑張るので、よろしくお願いし
ます。
いわさき

り

ほ

岩﨑 李歩（臨床検査部・臨床検査技師）
最終卒業校：熊本保健科学大学
趣味：映画鑑賞
特技：書道
モットー：いつも明るく前向きに
長所：最後まで諦めない根気強さ
自分のコマーシャル：何事にも真摯に頑張りますので、よろし
くお願いします。
さかもと

じゅんき

坂本 純輝（臨床検査部・臨床検査技師）
最終卒業校：臨床検査技師
最終卒業校：熊本保健科学大学
趣味：ボーイスカウト
特技：弓道、水泳
困ったこと：一人暮らしが初めてで自炊ができるか不安で困っ
ています。
自分の性格：明るく元気な性格です。皆さん気軽に声をかけて
下さい。
自分のコマーシャル：こんにちは、坂本純輝です。「純粋に輝く」
と書いてジュンキです。明るく元気溌剌に日々全力で頑張って
いこうと思います！よろしくお願いします。
ふじもと

藤本 みつき（臨床検査部・臨床検査技師）
最終卒業校：熊本保健科学大学
趣味：写真撮影、和太鼓演奏
生活信条：健康維持を大切にしています
自分の性格：明るく前向きな性格です
自分のコマーシャル：小さい子供から高齢者まで幅広い年齢層の
方々とすぐに打ち解けることができます。常に挨拶を笑顔を忘れ
ず、まずは自分を受け入れてもらえるように努力しています。
たかはし

か

な

髙 橋 佳 奈（リハビリテーションセンター・理学
療法士）
最終卒業校：九州看護福祉大学
趣味：読書
好きな言葉：ありがとう
自分の性格：人見知り
自分のコマーシャル：勉強不足で至らないところが多々あると
思いますが、一生懸命頑張りますのでよろしくお願いします。
もりした

こうせい

森 下 耕 晴（リハビリテーションセンター・理学
療法士）
最終卒業校：熊本保健科学大学
趣味：読書
好きな言葉：一期一会
短所：肝臓が弱くお酒が飲めない事です
自分のコマーシャル：くまモンのような親しみやすさが売りで

独立行政法人地域医療機能推進機構

す！何でもお話してください！未来の僕が親身になってくれる
はずです！よろしくお願いします！
や

の

こうき

うめき

よしゆき

矢 野 晃 基（リハビリテーションセンター・作業
療法士）
最終卒業校：鹿児島医療技術専門学校
趣味：映画
モットー：強い人になる
自分の性格：明るい
梅木 南志（臨床工学部・臨床工学技士）
最終卒業校：熊本総合医療リハビリテーション学
院
趣味：野球
好きな言葉：考える時は、考えるべきポイントを
間違えないことだ
自分の性格：慎重に行動する
自分のコマーシャル：先を考えて行動する。
ひらおか

たけひで

平岡 丈英（眼科・視能訓練士）
最終卒業校：福岡国際医療福祉学院
趣味：筋力トレーニング
生活信条：人との出会いを大切に
自分の性格：マイペース
自分のコマーシャル：一生懸命頑張ります、よろしくお願いし
ます。
うえのその

さ ゆ り

上之薗 小百合（手術室・看護師）
最終卒業校：宮崎医療福祉専門学校
趣味：読書、手芸
生活信条：出来る事はしっかりとする
自分の性格：我慢強い
自分のコマーシャル：細かいことをするのが好きです。
おおつき

まゆみ

大槻 真弓（6階病棟・看護師）
最終卒業校：ユマニテク看護専門学校
趣味：可愛いキャラもの集め、ゲーム
好きな言葉：笑う門には福来たる
長所：我慢強い
自分のコマーシャル：前職場は愛知で、8年ぶりに人吉に戻っ
てきました。かわいい娘のために育児・仕事の両立頑張ります。
おくや

きょうか

奥谷 京香（6階病棟・看護師）
最終卒業校：出水中央高等学校
趣味：音楽
生活信条：何ごとにも挑戦する
長所：おおらかな所、笑顔をほめられます
短所：めんどくさがり
自分のコマーシャル：笑顔を絶やさず頑張ります、宜しくお願
いします。
こじま

たくと

兒島 拓斗（7階病棟・看護師）
最終卒業校：出水中央高等学校
趣味：スポーツ（サッカー）
モットー：元気
自分の性格：明るい
自分のコマーシャル：分からないことが多いですが、一生懸命
頑張りますので、よろしくお願いします。

こだま

ま

ゆ

こほり

あ

き
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児玉 麻結（5階西病棟・看護師）
最終卒業校：藤元メディカルシステム付属医療専
門学校
趣味：ソフトボール
好きな言葉：努力は必ず報われる、ありがとう
自分の性格：マイペース
自分のコマーシャル：笑顔を大切に一生懸命頑張りますので、
よろしくお願いします。
み

小堀 朝貴美（5階病棟・看護師）
最終卒業校：出水中央高等学校
趣味：映画鑑賞
モットー：笑顔
自分の性格：人見知り
自分のコマーシャル：笑顔で一生懸命頑張りたいと思います。
よろしくお願いします。
でぐち

まいか

はぎわら

ゆうき

出口 埋果（7階病棟・看護師）
最終卒業校：名古屋市医師会看護専門学校
趣味：食べ歩き
モットー：楽しい時は思いっきり楽しむ、やる時
はやる！！！
自分の性格：人見知りでネガティブですが、笑顔を忘れず頑張
ります
自分のコマーシャル：1年前に夫の故郷である人吉・球磨に帰っ
て来ました。以前は手術看護に携わっており、病棟業務は慣れ
ていないので、初心に戻りスタートしたいと思っています。ご
迷惑おかけしますが、よろしくお願い致します。
萩原 有希（9階病棟・看護師）
最終卒業校：出水中央高等学校
趣味：DVD鑑賞、バスケットボール
モットー：笑顔を忘れない
自分の性格：マイペースです
自分のコマーシャル：不安がありますが、1日でも早く仕事に
慣れ、笑顔で一生懸命頑張りたいと思います。
まえかわ

たかし

ぞうざ

ま

いしい

じゅん

前川 隆（5階病棟・看護師）
最終卒業校：大精協看護専門学校
趣味：カヤックで川下り
嬉しかったこと：2月に三男が産まれました
自分の性格：マイペース
自分のコマーシャル：大阪から引っ越してきました。新しいこ
とに一つ一つチャレンジしていきます。
や

蔵座 眞耶（5階西病棟・看護師）
最終卒業校：神村学園専修学校
趣味：球技
モットー：一生懸命
自分のコマーシャル：何事にも一生懸命頑張ります。よろしく
お願いします。
石井 潤（総務企画課・事務員）
最終卒業校：大分県立竹田高等学校
趣味：旅行、おいしいものを食べに行くこと
モットー：長いものには巻かれろ
自分の性格：人から何か頼まれると、ついつい引き受けてしま
うところ
自分のコマーシャル：人吉医療センターの文化に早く馴染んで、
皆と仲良く仕事をしたいです。よろしくお願いします。
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入職時オリエンテーション研修
今回、入職時オリエンテーションで接遇マナーや
看護技術、記録の方法などを学びました。
接遇マナーの講習では、時間厳守、自覚と責任な
どの社会人としての心構えや、挨拶や表情・身だし
なみ・態度・言葉使いなど、より良いコミュニケーショ
ンを図るために大切な基本的な事などを学びました。
また、講義を受ける前と受けた後にペアで話し手と
聞き手に分かれ、実際にコミュニケーションをとっ
てみることで、笑顔や相づちなどの傾聴する姿勢を
意識して行うか行わないかで、相手への印象や自分
自身の気持ちも大きく差があることが分かりました。
接遇マナーで学んだことは挨拶や笑顔など、特に
患者様や家族の方と接することの多い私達看護師に
はとても大切なことだと思うので、日頃から意識し
コミュニケーションを図り言葉のキャッチボールが
できるようにしようと思いました。
看護技術研修では、初めて実際に行うものもあり、
不安な気持ちがありましたが、注意する事などひと
つひとつ丁寧に教えて頂きながら行うことができま
した。また、採血をお互いに行ってみる事で患者様
の不安な気持ちや痛みなどを体験することができま

臨床研修医合同研修

した。
技術の上達も大切ですが、患者様の不安などに対
する声かけや配慮も大切な事だと実感しました。こ
れから業務を行う中で、実施する前の確認をしっか
りと行い、患者様への配慮を忘れず、技術を磨き安
心安全な看護を提供できるよう努めていきたいと思
います。
６階病棟看護師 奥谷 京香

桜の下 オリエンテーション開催
4 月 1 日から期待と不安の中で人吉医療センター職員としての生活が始まりま
した。
新人オリエンテーションでは、人吉医療センターの歴史や感染症の予防、応
急救護等についてのお話をして頂き、医療人としての基礎知識を学ぶことが
できました。夜には人吉城跡において、桜の木の下でお花見に参加させて頂
きました。午前中に振っていた雨も上がり、外での開催となりました。お花
見では先輩方から仕事や心構えについてのお話をして頂きとても楽しい時間
を過ごすことが出来ました。至らない点も多々あると思いますが、今後ともよろしくお願いします。
作業療法士

4 月 の 勉 強会 報 告
4 月 12 日（火）人吉球磨骨形成治療学術講演会
「当院における二次骨折予防の取組みとフォルテオの
有用性」
医療法人社団寿量会熊本機能病院 整形外科 部長
清田 克彦 先生

矢野

晃基

4月のフレッシュマンセミナー報告
4/ 7 内布 陽平
4/14 橋本 聡美
4/21 久保田 光昭
4/28 岩井 優蘭

「意思の表示」
「大隅半島の魅力」
「素朴な疑問」
「ディズニーランドと
ディズニーシーについて」

4 月 12 日（木）第 80 回乳腺カンファレンス
「
「私のカルテ」の現状と今後について」
人吉医療センター 南 秀明
社会福祉士
「乳がん術後放射線療法の看護～有害事象を中心に～」
人吉医療センター 樋口 和美
がん放射線療法看護認定看護師
E-mail
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