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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 23 回 人吉医療センター
研究発表会・市民公開講座、春の総親会

総合開催

熊本大学
庄野 孝先生
総親会
4 月 15 日（土） カルチャーパレスにおいて第 23 回人
吉医療センター研究発表会・市民公開講座を開催しました。
チーム医療をテーマに 12 題の発表があり、スムーズな
超緊急帝王切開術目指して他部門との調整をおこなったも
のや、「チーム春風マラソン」の発表のように、院外の関
連団体と連携をとりながら地域のイベントへの貢献を図っ
たものなど様々な形のチーム医療への取り組みについて聞
くことができました。今回、栄養管理室からは NST の活
動報告を行いました。当院では 2005 年より栄養サポート
チーム ( 以下 NST) を立ち上げ、専任の医師、看護師、薬
剤師、専従の管理栄養士に加え、言語聴覚士、理学療法士
などもチームメンバーとして活動を行っています。12 年
目を迎えた NST 活動も今では浸透し、年間約 600 症例に
介入し栄養治療を行っています。昨年度の NST 介入症例
をまとめてみると、介入理由や終了理由での偏りがあり、
今後の課題も見えてきました。また、平成 28 年度より、
歯科医師と連携し栄養サポートを実施し、歯科医師に専門
的に口腔管理を図ってもらうことで経口摂取への大きな足
がかりとなっています。今後も患者さんのよりよい栄養管

理を行っていけるよう、チーム一丸となって活動していき
たいと思います。
研究発表会の後は、引き続き、予防医療分野をテーマ
とした市民公開講座を開催され、婦人科検診、脳ドック・
PET-CT、震災後の熊本県周産期状況のほか、熊本大学医
学部附属病院消化器内科 庄野孝先生より大腸内視鏡検査
についてご講演をいただきました。庄野 孝先生のご講演、
「リスクに応じた大腸内視鏡と治療～大腸カメラは怖くな
い～」では、定期的な検診で大腸癌の早期発見と予防がで
きること、年齢や家族歴など個々の状況で検査の間隔も異
なることをわかり易くお話しいただきました。
また、春の総親会総会は、ご講演をいただきました庄野
先生のご発声により開宴し、新入職員が一人ずつ自己紹介
を行いました。さらに当院内の部活動を各部員が紹介、最
後は 4 月に入職した臨床研修医による万歳三唱で春の総親
会の幕を閉じました。部署を越えてテーブルを囲み、職員
同士の親睦が深まった総会となりました。
栄養管理室

中村

利枝
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就任挨拶

八代市の熊本総合病院から参りました、倉本正文
と申します。19 年ぶりの異動になります。久しぶり
に違う環境のもとで、仕事内容も今までより、より
現場に近い立場でのものになると思いますので、気
持ちも新たに restart したいと思っています。消化器
外科を中心に一般外科を一通りやってまいりました。
外科医としての残りの賞味期限は、あまり長くはな
いと思いますが、長年臨床で培ってきた経験を生か
して、この地域の医療に微力ながら貢献できればと

看護部長

思っております。年齢も年齢ですし、久しぶりの異
動ですので、新天地での順応力にやや問題があると
思われます。頭も体も柔くしながら、できるだけ早
く適応できるよう頑張ります。どうぞよろしくお願
い致します。
統括外科部長 兼 院長補佐
倉本 正文

就任挨拶

4 月 1 日付で JCHO 人吉医療センターの看護部長
に就任しました入部直子と申します。
同グループの佐賀中部病院からの転勤です。出身
地は福岡南部の筑後平野で、3 県で働くこととなり
ました。
今まで、200 床以上の病院で勤務したことがなく、
139 年の歴史と様々な取り組みをされ地域と根差し
た病院として評価されておられる人吉医療センター
で私はどうしたらよいかと不安いっぱいです。しか
し、職員の方々のチームワークの良さが随所に伺え
私も早く皆様方の仲間になりたいと思った次第です。
看護部においては、13 分野の認定看護師が 16 名

もおられ院内はもとより地域住民の健康増進にも努
められていることを知り素晴らしいと感じています。
このような取り組みを今後も絶やすことなく、学
習し、自己の能力開発に努め主体的な看護師を育成
できる環境を築いていきたいと思います。そして、
看護部の理念「地域住民に安全で信頼される看護を
提供」を目指していきますのでどうぞ、よろしくお
願い致します。
看護部長
入部 直子

最新型 256 列ＣＴ装置を稼働しております。
4 月 3 日よりＧＥ社製の最新型 256 列ＣＴ装置である「Revolution CT」を稼働開始しております。
従来のＣＴ装置と比べ、格段に進歩した高速かつ低被ばく撮影により、息を止めるのが困難な場合や、
じっとしていれない小児の撮影にも対応することが可能となります。
検査依頼方法については、従来通りお電話にてご予約を下さい。
なお、新しい装置についてのお問い合わせもお気軽にご相談下さい。
検査予約について

【外来予約センター】 0966-22-1900

装置についてお問い合わせ 【画像診断センター】 0966-22-2191

当院の 256 列ＣＴ装置
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モニター会議提言書回答
昨年 11 月 モニター会議にて提出いただきました提言書に対し、4 月
15 日（土）モニター会議を代表され会長の大瀬さまへご提言書の回答と
永年の労に感謝状を贈呈いたしました。
人吉医療センターに期待してくださることに喜びを感じ、今後も邁進
して参ります。モニター委員の皆様におかれましても、今後ともお力添
えを賜りますようよろしくお願いいたします。
病院の基本方針である①患者中心の医療②診療３本柱③完結型医療④社会貢献⑤医療人育成等、具体的提言をいた
だきました。その事柄について一つを紹介いたします。
提言：①患者中心の医療について
セキュリティ：病室等の出入制限の趣旨について啓発の強化をお願いしたい。
回答：ご提言を受けて新たにポスターを作成しました。安静の確保、感染防止、セキュリティの
強化を主旨として良好な療養環境の提供を目的にお見舞い等の出入り制限を行い、院内インフォ
メーションボードやホームページに表示します。患者の皆さんは療養中であるということを認識
していただき、短時間もしくはお控えいただく事についてご理解をいただくようにします。

合同看取り研修
3 月 25 日（土）に第 5 回在宅看取り事例報告会開催が
開催されました。人吉球磨在宅ドクターネット理事長岩
井顯先生の開会あいさつの後、訪問看護ステーション、
グループホーム、居宅介護支援事業所、医療機関から、6
名の様々な職種の方が発表されました。
当院は、在宅後方支援病院として在宅療養支援、看取

グループホームに於ける看取り
グループホームえがお は開設して 12 年目に入りまし
た。その間グループホームえがお人吉、小規模多機能ホー
ムほほえみ等の施設を開設していますが、各施設合わせ
て、これまでに 19 名の看取りをさせて頂きました。また
年々看取り希望者が増え昨年から今年にかけて 7 名の看
取りを行っています。
グループホームに入居されてから、最期まで利用者とは
5 年～ 10 年以上という長いお付き合いになります。看取
りは特別な事ではなく、生活介護の延長と捉えています。
しかしグループホームで看取りを行うには次のような
条件が必要となります。
1．地域医療に協力的な医師との連携
2．トップや施設長の方針
3．本人、家族が希望すること
4．家族の協力
5．職員の看取り教育
以前は、医師の協力が得られず、看取りをお断りしたこ
ともありましたが、現在は地域医療に貢献されておられ

りの支援をおこなっており、人
吉球磨地域の包括ケアがより
良いものとなるように尽力し
たいと考えております。
今回の研修会で同グループ
内から 2 題の発表いただき、積
極的に看取りに取り組まれて
いるグループホームえがおの取り組みについて、掲載さ
せていただきます。
グループホームえがお

施設長

小場佐

美穂

ます岩井クリニック及びとやまクリニックの先生方に医
療連携の協力を頂き看取りをお受けできるようになりま
した。また介護職員の中にも目の前で人が亡くなってい
く状況に対して、以前は「恐い、できる事ならやりたく
ない」という声が聞かれました。看取りに対する捉え方
や介護に誇りを持てるように、看護師を中心に看取りの
研修やマニュアル作成、デスカンファレンスを通して職
員のケアを行う事で現在は、職員全員でケアを共有し取
り組んでいます。また昨年からご家族向けのリーフレッ
ト作成して、看取りの説明をすることで家族も看取りに
積極的に参加され、不安等を相談されるようになりまし
た。また“今までにない良い親子関係で看取ることがで
きました”という意見も聞かれています。想い返しても
人の最期は一人ひとり違いました。誰でも最期がありま
す。その最期をどのように生きるか 医師や家族、職員
と協力しながら出来る限りご本人の希望に沿いたいと思
います。

コツコツと骨粗しょう症予防！
人吉球磨骨粗しょう症教室シリーズの一区切りとなる第 4 回人吉球磨骨粗しょう症
教室を 3 月 23 日に開催しました。今回は産婦人科の星原孝幸先生の「骨粗しょう症の
予防と診断について」と薬剤科福島科長による「安全な骨粗しょう症治療の継続」に
ついての講話となりました。
産婦人科星原先生の掛け声の下、平成 28 年 5 月、8 月、12 月と思春期から取り組む
べき骨粗しょう症の予防、診断、治療や運動、食事と様々なテーマで開催されましたが、
医療関係者だけではなく、患者さんや学校関係者の方など幅広い方々にご案内し、参加いただくことができました。
これからも、地域の皆様に貢献できるような研修会を開催していきますので是非ご参加ください。
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くま川がんサロンのご案内
くま川がんサロンは、患者さんやご家族のためのサロ
ンです。病気について気軽に本音で語りあえる交流の場
です。医師、看護師、社会福祉士他、講座に応じて各専
門職種が参加しおり、講座修了後は、患者さん同士の情
報交換の場としてご利用いただけます。語り合ったり、
励まし合ったり、ひとりで悩まないで参加してみませんか。
開催日時：毎月第 4 水曜日 13：00 ～
場
所：人吉医療センター 2 階 患者図書室もちの樹
対
象：がん患者、その家族、その他の支援者
事前申込：不要
会
費：無料
希望者には毎月、講座内容をハガキにてお知らせしてい
ます。ご希望の方は右記連絡先までご連絡ください。

☆がんピアサポーター募集☆
ピアサポーターとは、ピア（仲間）+ サポート（支援）
「同じきような立場によるサポート」を意味します。がん
の正しい知識と対話スキルを身に付け、さらに自らのが
ん体験を活かして当院ピアサポート活動を始めてみませ
んか。詳細につきましては下記までご連絡ください。
〈連絡先〉がん相談支援センター 南・杉松
0966-22-2191（代表）

みんな温泉に入るばい！気兼ねはイランよ！
私は主に乳がんに罹患されている方と出会うことが多
い部署で働いており、乳がんの手術後、日常生活で注意
することや下着についてのお話しをさせていただいてい
ます。その中、ある患者さんが「私は毎日温泉に行きます。
手術後も温泉に行きたい。」と話をされ、手術の傷跡が見
えないようにお胸に布を巻き湯舟につかることができる
バスタイムカバーを紹介したところ、それを着用し温泉
を楽しんでおられます。手術後も変わらぬ生活ができて
いることにうれしく思っていましたが、患者さんから「入
浴時は、お客さんに『乳がんで手術をしたので傷を隠す
カバーです。』と説明しながら入浴をしています。
」とお
聞きしました。手術をしたことで得るものもあるでしょ
うが、失くすものもあると思います。その中で自分が乳
がんの手術をしたこと、入浴専用のカバーであることを
本人が説明し了解を得ながら入浴しなければいけない事
実を聞き、がく然としました。
現在は、乳がんに対する活動
が盛んになりピンクリボンのお
宿ネットワークがあります。こ
れは、乳がんを患い、手術を受
けて回復の道を歩みながらも、
手術後の痕を気にして旅をあき
らめてしまうという方たちに、
バスタイムカバー
ブライトアイズの HP より もう一度、誰の目も気にせず旅

女性消防隊
現在、人吉市女性消防隊は 16 名で活動を行っており、
各種訓練や広報・啓発活動に取り組んでいます。当院か
らも女性スタッフ 2 名が実際に活動を行っています。
広報・啓発活動の一環として人吉市内の施設で紙芝居
と防災クイズを披露させて頂いております。
昨年 10 月には人吉駅前の MOZOCA ステーションにて
市民の子どもたち向けに紙芝居の読み聞かせと消防クイ
ズを行いました。多くの方に来場していただき、とても
好評でした。
今回、3 月 14 日にあいだ保育園様から活動させて頂く
機会を設けて頂き、女性隊員４名で訪問してきました。
日頃読み聞かせなどをし慣れていないため、かなり緊
張してしまいました。聞きにくいところも多々あったと
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に出かけてもらい、心ゆくまで旅館・ホテルでの入浴な
どを楽しんでいただきたいという目的で、2012 年 7 月に
設立されたものです。熊本県にも
ピンクリボンのお宿はあります。
そのお宿に連絡し入浴着について
ご理解を頂くものが掲示されてあ
るか尋ねましたが私が連絡した施
設では１件もありませんでした。
入浴着のことを施設の方や他のお
客様が知らないと入浴を断られた
り、注意されたりして、安心して
温泉を楽しむことができません。
三重県では、ポスターを作り入浴
施設や医療機関に提示し、ご理解
をいただけるような活動が行われ
三重県ポスター
ています。
人吉市は、温泉の街です。このメッセージが誰かの目に
とまり、ポスターや入浴着を常備して頂くなど環境が整備
され、みなさんが気兼ねなく温泉を楽しむことができたら
と思います。
ピンクリボン温泉の街として全国から人吉にいらして
くださるといいですね。
外科外来

看護師

山下

ルミ

思いますが、子どもたちの
真剣に話を聞いてくれる姿
や一生懸命質問に答えてく
れる姿を見ることができ、
とても嬉しかったです。
あいだ保育園の皆様、今
回女性隊の活動にご協力い
ただき誠にありがとうございました。
私自身、女性消防隊へ入りまだ１年しか経っていませ
んが、今後も様々な活動を通して地域貢献していけるよ
う成長していきたいと思います。
人吉女性消防隊では一緒に活動して頂ける隊員の方を
募集しておりますので、いつでもご連絡ください。お待
ちしております。
（連絡先：人吉市役所 防災安全課 ℡：0966 - 22 - 2111）
医療福祉連携室 小田 薫子
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新任ＳＴＡＦＦ紹介
くらもと

まさふみ

倉本 正文（外科・統括外科部長 兼 院長補佐）
最終卒業校：熊本大学
趣味：バンド演奏、読書
モットー：楽しい職場、真っ直ぐ
自分の性格：短気、器用
自分のコマーシャル：20年ぶり転勤となりました。心機一転頑張りま
す。年令も年令なので順応力が心配です。よろしくお願い致します。
おおいそ

ひろし

大礒 洋（糖尿病・代謝・内分泌内科部長）
最終卒業校：熊本大学
趣味：カメラ
自分の性格：マイペース
短所：不器用
自分のコマーシャル：故郷は荒尾、玉名と県北地域ですが、大学院卒
業後は八代、水俣、人吉と県南地域の医療機関に勤務しています。微
力ながら地域の皆様のお役に立てるよう頑張ります。
おざき

のぶゆき

尾﨑 宣之（外科・医長）
最終卒業校：熊本大学
趣味：模索中
生活信条：無理をしないで怠けない
自分の性格：気長な性格です
自分のコマーシャル：さまざまなことに積極的に参加していきたいと
思います。これからよろしくお願いします。
おおうち

まゆこ

大内 繭子（外科・医員）
最終卒業校：久留米大学
趣味：ライブに行くこと
生活信条：楽しく働く
自分の性格：明るくマイペース
自分のコマーシャル：笑顔で働きたいと思います。よろしくお願いし
ます。
いまおか

ゆきひろ

今岡 幸弘（脳神経外科・医員）
最終卒業校：熊本大学
趣味：ソフトテニス、サッカー
好きな言葉：理によって無理に進め
自分の性格：自由奔放
自分のコマーシャル：スポーツ、飲み 好きです。よろしくお願いし
ます！
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きのした

木下 聰（基幹型臨床研修医）
最終卒業校：熊本大学
趣味：ダイエット
モットー：一生懸命
自分の性格：温厚
自分のコマーシャル：よろしくお願いします。
さとう

けいじ

佐藤 慶治（基幹型臨床研修医）
最終卒業校：熊本大学
趣味：ランニング
モットー：チャレンジ
自分の性格：優柔不断
自分のコマーシャル：体力しか取り柄がありません、気軽に話しかけ
て下さい。2年間よろしくお願いします。
しらかわ

ま

み

白川 真実（基幹型臨床研修医）
最終卒業校：熊本大学
趣味：旅行
モットー：なんとかなる
自分の性格：和菓子大好き
自分のコマーシャル：湯前町出身です、地元に帰ってこれて嬉しいで
す。よろしくお願いします。
まとば

ゆうじ

さがら

あきひと

的場 祐二（基幹型臨床研修医）
最終卒業校：熊本大学
趣味：音楽を聴くこと、体を鍛えること
特技：ギター、懸垂
好きな言葉：諸行無常
自分の性格：真面目な性格で、長所は忍耐強い所、短所はちょっと暗
い所です。
自分のコマーシャル：周囲の人間からはよく面白いやつだと言われま
す。皆さんもぜひ、僕の面白さを引き出してください。よろしくお願
いします。
相良 昭仁（協力型臨床研修医・延岡病院より1 ヶ月間）
最終卒業校：宮崎大学
趣味：テレビゲーム、テニス
生活信条：笑顔忘れず
自分の性格：面倒くさがり
自分のコマーシャル：本当に短い間ですが、この相良所縁の地で働く
のを楽しみにして来ました。一生懸命頑張りますので、よろしくお願
いします。
かわさき

り

な

川﨑 里奈（放射線科・診療放射線技師）
最終卒業校：鹿児島医療技術専門学校
趣味：バスケットボール、芸能人の誕生日を覚えること
好きな言葉：自分で自分に後悔しない
長所：明るさと10分前行動が出来ること
短所：集合時間より早くに着きすぎることです
自分のコマーシャル：鹿児島県湧水町出身の川﨑里奈と申します。バ
スケットボールのような丸い顔をしていますが、体力には自信があり
ます。一日でも早く仕事を覚えられるよう、精一杯頑張りますので、
どうぞご指導の程よろしくお願い致します。

おのうえ

よしろう

かわの

たつや

尾方 智子（放射線科・診療放射線技師）
最終卒業校：純真学園大学
趣味：ピアノを弾くこと
好きな言葉：努力
自分の性格：マイペース
自分のコマーシャル：生まれ育ったこの地で医療に貢献できることを
嬉しく思います。精一杯頑張ります。よろしくお願いします。

かねみつ

こうすけ

田中 幸樹（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：柔道
モットー：コツコツ努力
自分の性格：穏やか
自分のコマーシャル：早く一人前になれるよう頑張ります。よろしく
お願いします。

尾上 喜郎（循環器内科・医員）
最終卒業校：熊本大学
趣味：囲碁
自分の性格：わりと気が長い
長所：インフルエンザにかかりにくい
自分のコマーシャル：熊本大学から来ました。今年で9年目になります。
地元が少し近いので、勝手に親近感を抱いています。頑張りますので、
よろしくお願い致します。
河野 達哉（基幹型臨床研修医）
最終卒業校：熊本大学
趣味：テニス、旅行
好きな言葉：効率化
自分の性格：へこたれない
自分のコマーシャル：何を言われても響かない、もといめげないので、
是非厳しくご指導よろしくお願いします。
金光 紘介（基幹型臨床研修医）
最終卒業校：熊本大学
趣味：サッカー
モットー：謙虚
自分の性格：マイペースです
自分のコマーシャル：小・中・高・大学とサッカーをしていたので、
体力には自信があります2年間精一杯頑張りますので、よろしくお願
い致します。

おがた

ともこ

たなか

こうき

うちだ

さ

や

内田 紗椰（栄養管理室・栄養士）
最終卒業校：鹿児島純心女子大学
趣味：バレーボール
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好きな言葉：継続は力なり
自分の性格：明るい、マイペース
自分のコマーシャル：1日でも早くお役に立てるよう一生懸命頑張り
ます。これからよろしくお願い致します。
しばた

あやか

よねくら

まさひろ

芝田 彩夏（栄養管理室・栄養士）
最終卒業校：尚絅大学
趣味：バスケットボール、バドミントン
好きな言葉：一意専心
自分の性格：コツコツとマイペースに頑張ります
自分のコマーシャル：何事も最後ま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。
米倉 正博（リハビリテーションセンター・士長）
最終卒業校：熊本リハビリテーション学院
趣味：サイクリング
好きな言葉：七転八倒
自分の性格：温厚でこつこつタイプです。時々熱くなることも…
自分のコマーシャル：今年度中に自転車100kmオーバーを目指しま
す。
すぎもと

かつろう

杉本 勝郎（臨床検査部・副技師長）
最終卒業校：東京医学技術専門学校
趣味：魚釣り
生活信条：人生意気に感ず、功名誰か復た論ぜん
自分の性格：少し心配性
自分のコマーシャル：早急に検査科の流れを覚えて、自分の役割を果
たせるように、スタッフのみなさんと連携を取りながら精一杯頑張り
ますので、よろしくお願いします。
いりべ

なおこ

入部 直子（看護部・看護部長）
最終卒業校：久留米医師会看護専門学校
趣味：読書
特技：どこでも眠れます
座右の銘：継続は力なり
好きな言葉：いいかげんだと愚痴がでる、中途半端だと言い訳がでる、
一生懸命だと知恵がでる
長所：明朗活発
短所：あわてんぼう
自分のコマーシャル：佐賀中部病院から転勤してまいりました。実家
は福岡の筑後市です。単身赴任で家に義父母と主人を置いてきました。
久しぶりの一人暮らしで内心ウキウキです。200床未満の病院しか働
いたことがないのでとても不安ですが、皆様の力を借りて頑張ってい
く所存です。どうぞよろしくお願いします。
はやし

ち

な

つ

林 千奈都（６階病棟・看護師）
最終卒業校：日南看護専門学校
趣味：料理
モットー：一人一度きり、楽しむことをモットーにして
います。
自分の性格：明るい
自分のコマーシャル：看護師経験は3年間ありますが、まだまだ新人
なので、新しい気持ちで頑張りたいと思います。
いけだ

みこと

池田 美琴（8階病棟・看護師）
最終卒業校：熊本看護専門学校
生活信条：
「どうにかなる」やる時にはやる！遊ぶときは
思いっきり遊ぶ！！！
自分の性格：明るくて元気
自分のコマーシャル：不安もありますが、全力で頑張りたいと思いま
す。よろしくお願いします！！！
いわさき

ゆうや

岩﨑 優也（5階西病棟・看護師）
最終卒業校：出水中央高等学校
趣味：魚釣り、野球
生活信条：継続は力なり
長所：誰とでもすぐに打ち解けられる
短所：人の意見に左右されやすい
自分のコマーシャル：年齢が離れた人や意見の違う人でも、自然と打
ち解けることができます。人と向き合うときに、自分の考えや正論に
固執せず、常に相手のことを知りたいという素直な気持ちで接してい
るからだと思っています。その気持ちを大切にしながら接することで
患者様とも良い信頼関係が築けるのではないかと考えています。

6

かたせ

片瀨 やすき（7階病棟・看護師）
最終卒業校：出水中央高等学校
趣味：お菓子作り
嬉しかったこと：学校卒業後、車の免許取得のため合宿
にて取得を試みたが、仮免の試験で落ちてしまったことは困りまし
た。でもそこで新しい看護師の仲間と巡り合うことができ、とても嬉
しかったです。
自分の性格：お調子者、明るい、感情がすぐ顔に出てしまう
自分のコマーシャル：見た目は中性的でよく男か女か分からないと言
われることが多いですが、中身はお調子者で面白い人だとよく言われ
ます。そのおかげか年齢が離れた人とも自然と打ち解けることができ
ます。年齢を問わず、様々な年齢層の患者様と良い関係を築いていけ
るよう努めます。よろしくお願い致します。
かわの

じゅんや

しんや

あつし

そのかわ

ほなみ

河野 淳哉（手術室・看護師）
最終卒業校：熊本中央高等学校
趣味：バスケ、バレー、体を動かすのが趣味です
モットー：なんとかなる
自分の性格：明るく、積極的です
長所：楽観的で元気な所
短所：マイペース
自分のコマーシャル：スタイルには自信があります。早く先輩方と仲
良くなりたいと思っています。よろしくお願いします。
新屋 敦司（手術室・看護師）
最終卒業校：出水中央高等学校
趣味：ギター演奏、歌唱
生活信条：
“するかしないかで迷ったら、する！”ことを
大切にしています
自分の性格：第一印象は暗いイメージがありますが、楽しいことが大
好きです
自分のコマーシャル：何事も前向きにとらえ、それを次にいかせるよ
うに行動に表せられるよう頑張っていきます。慣れないことが多すぎ
ると思いますが、よろしくお願いします。
園川 帆南（9階病棟・看護師）
最終卒業校:出水中央高等学校
趣味：スノーボード、読書
好きな言葉：苦しみの先に幸せがある、だから今つらく
ても頑張る
自分の性格：真面目に頑張る
自分のコマーシャル：笑顔を忘れず、気配りができる看護師に慣れる
よう努力していきたいです
だいぐうじ

けいこ

大宮司 桂子（5階西病棟・看護師）
最終卒業校：八代看護学校
趣味：読書
好きな言葉：継続は力なり
長所：協調性がある
自分のコマーシャル：心身の健康に気を付けて笑顔で“こつこつ”頑
張っていきたいと思います。よろしくお願いします。
つかもと

ちあき

なかしま

みさと

塚本 千秋（8階病棟・看護師）
最終卒業校：熊本中央高等学校
趣味：DVD鑑賞
好きな言葉：笑顔
自分の性格：のんびりしてます
自分のコマーシャル：早く仕事に慣れて、先輩方と一緒に働けるよう
一生懸命頑張ります。よろしくお願いします。
中島 美里（9階病棟・看護師）
最終卒業校：九州看護福祉大学
趣味：バレーボール
好きな言葉：
「つらくても笑顔」
、
「あきらめなければ何で

もできる」
自分の性格：最初は人見知りですが、慣れるとすごく元気だと思います
自分のコマーシャル：一生懸命頑張りますので、よろしくお願いします
なかわたり

み

き

中渡 美紀（6階病棟・看護師）
最終卒業校：福岡県私設病院協会看護学校
趣味：旅行、運動すること、音楽・映画鑑賞
モットー：今を大切にする。努力する。
好きな言葉：思いやり

独立行政法人地域医療機能推進機構

自分の性格：マイペース
自分のコマーシャル：わからないことが沢山ありますが、日々学び何
事にも笑顔・思いやりを持って頑張ります、よろしくお願いします。
のむら

あかね

野村 茜（5階病棟・看護師）
最終卒業校：九州中央リハビリテーション学院
趣味：映画鑑賞
生活信条：常に前向きに明るくいるようにしています
長所：明るく元気
短所：慌て気味なので、落ち着いた行動をとれるよう深呼吸をしてか
ら動くようにしています
自分のコマーシャル：人見知りな部分もありますが、話し始めたらす
ぐに仲良くなれると思います。人と話すのが大好きです。よろしくお
願いします。
みやはら

なおや

宮原 直也（5階病棟・看護師）
最終卒業校：たちばな医療専門学校
趣味：野球、スノーボード
モットー：仕事も遊びも一生懸命
長所：元気がいい、我慢強い
短所：お調子者と言われることがある
自分のコマーシャル：憧れだった人吉医療センターで働けることを嬉
しく思っています。看護を一から学びたいと思いますので、ご指導宜
しくお願い致します。
やました

り

な

山下 里奈（7階病棟・看護師）
最終卒業校：九州中央リハビリテーション学院
趣味：買い物、食べる事
生活信条：ポジティブ
長所：切り替えの早さ
短所：三日坊主
自分のコマーシャル：早く一人前の看護師になれるよう、初心を忘れ
ずに頑張ります。
みつなが

ゆ

き

満永 裕妃（ICU・看護師）
最終卒業校：出水中央高等学校
趣味：映画鑑賞、旅行
好きな言葉：
「大丈夫」
自分の性格：明るくて真面目な性格、笑顔を大事にしています
自分のコマーシャル：信頼のある看護師を目指して、以前働いていた
病院でも忙しい時こそ患者様に丁寧な対応を心がけていました。人吉
医療センターでも、少しずつ一人一人の患者様と信頼関係を築けるよ
う一生懸命働きたいと思います。
かわぐち

けいこ

川口 恵子（6階病棟・看護師）
最終卒業校：九州看護福祉大学
趣味：音楽鑑賞
自分の性格：のんびり

人 吉 医 療 セ ン タ ー

自分のコマーシャル：感謝の心と笑顔を忘れず、一生懸命がんばりま
す。宜しくお願い致します。
とめおか

みさき

たさき

ゆういち

留岡 美咲（整形外科外来・看護師）
最終卒業校：国立都城病衣附属看護学校
趣味：スポーツ観戦
モットー：笑顔
自分の性格：マイペース、心配性
自分のコマーシャル：一生懸命頑張ります、よろしくお願い致します。
田﨑 裕一（医事課・外来係長）
最終卒業校：淑徳大学
趣味：イカ釣り、単車、野宿、昼酒
特技：寿司が握れます
嬉しかったこと：異動先が人吉医療センターだったこと
困ったこと：免許を取った息子に車を乗っ取られたため、人吉ではし
ばらくのあいだ車無しの生活になること
自分の性格：竹を折った（
「割った」ではない）ような性格です。
短所：しょちくれてよいちくれるところ。
自分のコマーシャル：宮崎江南病院から異動してまいりました。初老
のおじさんですが、年の割には軽快なフットワークを持っております
ので、様々なことにご活用いただけます。お気軽にご利用ください。
どうぞよろしくお願い致します。
おざき

いくみ

尾﨑 郁美（医事課・メディカルクラーク）
最終卒業校：北海道浅井学園短期大学部
趣味：バドミントン
自分の性格：マイペース
自分のコマーシャル：笑顔と学ぶ姿勢を大切に、日々成長できるよう
頑張ります。よろしくお願い致します。
まつもと

松本 あかね（医事課・メディカルクラーク）
最終卒業校：九州技術教育専門学校
趣味：映画鑑賞
生活信条：笑顔を忘れず、常に謙虚に感謝の気持ちを持
つこと
自分の性格：人見知り
自分のコマーシャル：分からない事ばかりで、ご迷惑をおかけします
が、何事にも積極的に取り組み、一日でも早く皆様のお役に立てるよ
う努力して参ります。宜しくお願い致します。
かわなべ

ま

な

川邊 真奈（医事課・メディカルクラーク）
最終卒業校：人吉高等学校
趣味：バレーボール
好きな言葉：桜梅桃李
自分の性格：マイペース
自分のコマーシャル：頑張りたいと思います。よろしくお願いします。

連携施設探訪 「3rdhand」訪問リハ ･ 訪問看護 Vol.4
当院は、みなさんが住み慣れた地域で安心して生活していただけるよう、人吉・球磨地域の医療・福祉機関と連携して地域
包括ケアを推進していきます。
そこで、地域の社会資源を周知していただくため、連携施設をご紹介いたします。今回は「3rdhand」さんです。
【施設の特色】

・広い訪問範囲
県境を生かし、熊本県はもとより、えびの
市、伊佐市、湧水町に訪問にでています。
・治療台の持ち込み
リハスタッフ全員が治療台を持ち歩いてい
るため、病院と変わらない治療やリハビリ
を行えます。
・スタッフの充実
看 護師 4 名、理学療法士 3 名、作業療法士
3 名、言語聴覚士 1 名、事務員 1 名がそろっ
ていますので、連携をとりながら、幅広い
疾患に対応しています。
・24 時間対応体制
24 時間連絡や訪問が可能です。

・交通費・材料費ゼロ
遠い場所でも一切交通費は頂いておりませ
ん。作品製作などの材料費も当ステーショ
ンで負担します。

【サービス内容】

【問い合わせ先】
3rd hand 月曜～金曜（祝日・土日休み）
8：30 ～ 17：30
〒868-0008 熊本県人吉市中青井町307-6
Tel :0 9 6 6 - 3 2 - 9 9 3 0

訪問リハ（PT/OT/ST）
・訪問看護（運動機能
訓練/認知機能訓練など）

【地域の皆様に一言】

3rdhand は 2012 年 5 月に開業し、今年で 5
年目に突入しました。今まで多くの利用者様方
に出会うことができ、本人様やご家族様に大変
満足して頂いております。利用者様の笑顔が
見れるよう、私たちは全職員で連携を図りなが
ら努めていきます。

7

syou

53 6 号

臨床研修医修了式
退職者送別会
3 月 14 日（火）当院 3 階講堂にて臨床研修医修
了式、ならびに退職者送別会を行いました。3 月 31
日付で 30 余名が退職・異動となりました。中には
30 年以上勤務された方もおり、会では思い出話に
花を咲かせていました。

新入職員オリエンテーション
平成 29 年 4 月 3 日、人吉医療センター職員として
の初日を迎えました。オリエンテーションでは、人
吉医療センターの歴史や医療人としての心構え、心
肺蘇生法など、多くを学ぶことが出来ました。また、
夜は人吉城跡での花見会に参加させていただきまし
た。花冷えの夜でしたが多数の参加があり、新入職
員もそれぞれ挨拶をさせていただきました。医療機
関という職場は様々な職種が混在するところですが、
花見会では多職種の方々と職域を越えた交流ができ、

たいへんに充実した貴重な時間でした。新年度初日
という慌しい日の夜にあって手作りの花見会を開催
する、その企画力・実行力・組織力のすばらしさを
感じます。慣れない新人をあたたかく迎えていただ
き、ありがとうございます。人吉医療センターの一
員としての誇りを胸に業務に励みます。どうぞ、よ
ろしくおねがいいたします。
医事課

田﨑

裕一

4 月 の 勉 強会 報 告
4 月 12 日
（水）
人吉市・球磨郡医師会学術講演会～慢性疼
痛治療を考える会～
「我慢しない疼痛管理～痛み治療の Next Step ～」
せんだメディカルクリニック 理事長 千田 治道先生
4 月 13 日
（木）
第 86 回乳腺カンファレンス
「認定がんネットワークナビゲーターについて」
当院 がん相談支援センター 社会福祉士 南 秀明
「術後再発した乳癌の一例」
当院 臨床研修医 鮒田 貴也

E-mail
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