
独立行政法人地域医療機能推進機構

地域がん診療連携拠点病院・基幹型臨床研修病院・協力型臨床研修病院・地域医療支援病院・災害拠点病院・熊本DMAT指定病院・救急指定病院

140年の歴史と設立の経緯を忘れず全人医療を提供します

患者中心の医療
患者の人権と意思を尊重
します

診療3本柱
がん・救急・予防医療を
中心に医療機能の充実を
図ります

完結型医療
地域の医療機関と連携し
安心できる医療の展開を
行います

地域包括ケア
地域包括ケアシステムを
推進し地域のまちづくり
に貢献します

社会貢献
災害医療派遣・医療情報
公開・医療ボランティア
の活動を行います

医療人育成
地域医療に貢献できる
医療人の育成を行います
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　脂肪肝とは肝臓に脂肪が沈着して肝障害を
きたす疾患です。
　飲酒によるアルコール過剰摂取が原因の「ア
ルコール性脂肪肝」と、お酒を少量もしくは
全く飲まないのに発症する「非アルコール性
脂肪肝」（以下 NAFL）の 2 つがあります。
　稀に薬剤、手術、ホルモン異常が原因とな
ることもありますが、ほとんどが生活習慣の
乱れや内臓肥満、ストレス、運動不足が原因です。
　肝臓で炎症が起こり、さらに硬くなる線維化という現象が起きます。これが非アルコール性脂肪肝炎（以下
NASH）です。現在、国内には推定で 1000 万～ 2000 万人の NAFL 患者がいると考えられ、そのうち 100
万～ 200 万人が NASH に進展すると言われています。放置すると 10 年後には約 1 ～ 2 割が肝硬変となり、
そのうち数％に肝細胞癌が発生します。

　このように脂肪肝が原因で発生する脂肪肝炎・肝硬変・肝がんにならないためには、「脂肪肝」の段階で放
置しないで治すことが大切です。この度、熊本大学消化器内科では「脂肪肝炎早期発見・治療サポートプロジェ
クト」を立ち上ました。
　肝臓の線維化 ( 肝臓の硬さの判別式です。高い方が肝臓が硬く、肝硬変である可能性があります。肝硬変は
肝臓癌の原因になります。※高齢の方は値が高く算出される傾向があります ) を予測する「Fib-4 index」を
簡単に計算できる Web サイトを利用し、脂肪肝の患者様が速やかにかつ簡便に肝疾患専門医療機関受診で
き、必要時には最新の治療を受けることができる体制を確立しています。病状が進行する前に専門医を受診し
てもらうことを目的としたプロジェクト、それが「熊本脂肪肝プロジェクト」（https://gastro-kumamoto-u.
com/liver_f_project）です。
　HBs-Ag、HCV-Ab のいずれかが陽性、脂肪肝、FIB-4 index が高値の場合など、肝臓内科へご紹介ください。

人吉医療センター　肝臓内科　立山雅邦・吉丸洋子

もう迷わない。手おくれになる前に　
当院は熊本脂肪肝プロジェクトに参加しています
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職場チームによる業務改善の取り組み報告
　周術期口腔管理には種々
のメリットがあり、入院や
手術を予定された患者さん
にとりましては大変有益な
ものです（図１）し、診療
を担当する側としても本管
理料の設定は画期的な出来
事でありました。さらに２
年ごとの保険改定において対象となる疾患が逐次拡大され
ていきましたので、口腔ケアチームの活動もそれに追随し活
発化し収益もまた増加していきました（図２）。
　さらには 2020 年からは当院の入退院支援センターとタ
イアップして、各科の入院予定の患者さんを入院前から把
握し、術前から口腔ケアを開始するようにしました。それ
までは当科単科で管理運営してきたことを、入退院サポー
トセンターを起点とする連携へと発展した意義は大きく、
同センターで一元的に把握されている患者さに対して、術
前から術直後、術後療養までの全般にわたり、一貫して口
腔衛生管理を実施することが可能となりました。
　これらの活動が評価され、2020 年に日本口腔ケア学会
から「口腔ケアセンター」の認定も得ることもできました。
　そもそもは患者さんサービスの一つとして開始した口腔
ケアでしたが、周術期口腔機能管理料が保険収載されたこ
とをきっかけに、そのすべてが新規の事業として病院の収
益となり、さらに２年毎の保険の改定において対象疾患が
拡大されていったので、口腔管理を通しての収益は増加し
ていきました。2008 年以来試行錯誤しながら構築してき
た体制が、徐々に結果を出せるようになり、病院の収益に
も貢献しうる事業へと発展しました。
　ホスピタリティの語源の一つに、「客人を保護する者」
という意味があるそうで、相手の喜びが自分の喜びともな
るという関係性が特徴です。相手すなわち患者さんを大切
にする思いを、口腔ケアを通して実践できたらと願い、今
後も活動を続けてまいります。

　　　　歯科口腔外科センター長　石神　哲郎　

図１：周術期口腔管理のメリット

JCHO人吉医療センター/Japan Community Health care Organization Hitoyoshi Medical Center

✅術後合併症の予防

✅全身麻酔挿管時の口腔トラブルの予防

✅ 手術部位感染の低減

✅在院日数の削減

✅看護師による口腔ケアの負担軽減

✅周術期における口腔内感染・誤嚥性肺炎の予防

　　―ホスピタリティを、収益につなげてー
　　人吉医療センター　歯科口腔外科センター
　　　石神哲郎、野村昌弘、中村康大、
　　　松永千恵、中山亜里沙、浦川智美、森岡ひとみ、
　　　尾形光秀、山田さゆり、溝口奈緒
　　入退院支援センター　山下るみ

　この度、当院の母体であります独立行政法人地域医療機
能推進機構（JCHO）の基盤学会である JCHO 地域医療
総合医学会の、第 6 回学会におきまして「職場チームに
よる業務改善の取り組みに係わる表彰制度」という企画が
計画されました。関係各部署の方々のお力添えを得まして
応募いたしましたところ「ポスター表彰優秀演題」に採択
されましたので、その概要を報告させていただきます。
　当科のスタッフが口腔衛生に必要な資材をカートに積ん
で病棟を巡回する活動を「口腔ケアラウンド」と称して開
始して約１０年以上の年月が経過しました。
　そもそもは、当院の病棟に入院中で歯科外来を受診する
ことも困難な患者さんのお口の悩みに関して病棟スタッフ
から相談を受け、病棟に往診し診察やケアを実施すること
を 2008 年から単発に行い始めたことが発端でした。各病
棟へラウンドする機会が増えると、改めて入院患者さんへ
の口腔ケアの必要性を実感し、口腔に関連する多岐の問題
が生じていることが判明しました。そのため組織的な実践
の必要性を痛感したため、2013 年から「口腔ケアチーム」
を立ち上げ、定期的に病棟へ往診するようにしていきまし
た。この段階ではまだ収益に直結するものではなく、あくま
でも患者さんサービスの一環でありました。しかしながら、
歯科チームが病棟をめぐり、職員の方々と口腔衛生・咀嚼
嚥下などに関して情報を共有し協議する素地が醸成されて
いったことが、その後の展開の重要な基礎となりました。
　折しも、2012 年に「がん対策基本法」が制定され、が
んの制圧が国家的な目標とされ、歯科保険診療において「周
術期口腔機能管理料」が設定されるという時代の追い風が
吹き、それまでボランティア的対応であったものが収益に
繋がる時を迎えました。

　当院予防医療センターでは、健康診断を受けられる
方を対象に、採血（肝機能・貧血の検査項目がある方）
がある方のみ無料で FIB-4 index を実施しています。
脂肪肝の段階で発見し、肝硬変や肝がんに進行する
のを防ぐのが狙いです。年に一度の健康診断で、肝
臓の線維化がどの程度進行しているのかチェックす
ることも重要ではないでしょうか。また、要精密検
査になられた方へは、当院をはじめとした県内の肝
疾患専門医療機関への紹介もお手伝いしています。

この機会に当院での健康診断をお考えの方は、お

気軽にお問い合わせください。

予防医療センター （電話 0966-22-7070）

「FIB-4 index」を無料で実施しています
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在宅医療現場における新型コロナウイルス感染症の対応状況について
　新型コロナウイルス感染症の「第 6 波」が収束しない
まま、新規感染者数が再拡大の様相を見せており、地方
の一部では「第 7 波」に突入している状況にあります。
　これまで当地域の在宅医療の現場でも新型コロナウイ
ルス感染症への対応やその対応に向けた取組みが行われ
てきました。そこで今回、ひとよし在宅支援診療所様よ
り在宅医療現場における新型コロナウイルス感染症対応
の現状について原稿をいただきましたので、掲載させて
いただきます。

【これまでの対応状況】
　ひとよし在宅支援診療所と協力医療機関でこれまでに
対応した症例のほとんどが軽症者ですが、自宅看取りの
症例（脳出血後昏睡状態の方）が一人おられます。また、
同居家族がコロナに感染され、その濃厚接触者として御
自宅で看取った末期大腸癌の方を一人経験しました。
　最近の傾向として、感染力が高く病原性の低い株の流
行のためか、在宅対応するケースが増えてきているとい
う印象はあります。
　まず、コロナ患者さんを在宅医療現場で診ていくにあ
たって、
　1　在宅での急変に対応できる体制の整備　
　2　徹底した感染拡大の防止　　　　　　　　　　　　
の 2 点が重要と考え、以下の対策を進めてきました。
１）介入可能な訪問看護師と共同
　まず、各訪問看護事業所に確認し、コロナ対応可能と
回答のあった 2 事業所と共同していく事を決定。実際に
御自宅へ訪問する必要が生じた際には、医療センター感
染症管理認定看護師にマスクフィットテストや PPE を指
導して頂き、介入するようにしました。
訪問看護師と在宅支援診療所のスタッフ全員は週一回の
PCR 検査を行っています。

２）ICTを活用して感染対策と対応力の強化を図る。
　最小限の介入で最大効果を得るために、クラウド型電
子カルテ・オンライン診療・医療特化型 SNS ツールなど
を導入して、24 時間の状態変化に対して速やかに対応で
きる体制を目指しています。
３）週一回のWebミーティングを開催
　医療センターコロナ病床担当の田浦先生や保健所とコ
ロナ診療に従事される先生方との間で週一回 Web ミー
ティングを開催して、シームレスな関係の構築と情報共
有に努めています。

【今後に向けての課題】
　世界の趨勢はコロナと共存して社会経済活動を進めて
いく方向に進んでいるようです。実際我々の地域でも、
感染症対応病床を中心に医療提供体制の整備が進んでき
ており、現在重症例は出ていないようです。ただし在宅
医療の現場では、常に最悪のシナリオを考えて、それに
対応できる体制を作っておく必要があると考えています。
　現状よりもさらに感染力の高いウイールスが出現して
きた場合、高齢の中等症の患者さんを在宅で診ていく必
要性が出てくるかもしれません。万が一毒性の高いウイー
ルスが再流行してきたら、在宅医療の現場で急変される
ケースが急増してくるかもしれません。
　今のうちに、ICT を駆使して多職種や医療機関同士の
連携をさらに深めていく事が重要です。要するに、地域
包括ケアの推進が急務となってきたと言う事なのでしょ
う。
　地域包括ケアの推進には、在宅での医療の担保と自治
体・医師会のちからが必要です。

ひとよし在宅支援診療所　ソーシャルワーカー　植竹　充大

「医療クラーク　　院内で幅広く活躍」
　当院は、2008 年 11 月より医師事務作業補助者（以下、
医療クラーク）を導入して、今年で 14 年目を迎えます。
当初は医療クラーク２名での実働でしたが、現在（2022
年 4 月 1 日現在）は 14 名に増員され、業務幅も拡大し
ています。
　業務内容は、大きく分けると「診断書などの文書作成
代行」「電子カルテの入力代行」「事務作業」「行政上の対応」
の4種類になります。配属先は、医事課・各科外来になり、
医事課の書類担当は、診断書やサマリーなどの文書作成
代行を担い、各科外来では、診療情報提供書等の文章作
成代行や電子カルテの入力代行業務を行っています。
　経験のない方でも業務をより早く覚えていただくよう
に院内での様々な研修制度を整備しており、病院で働い
てみたい方には、病院を知るにはとても入りやすく、ま
た、医師や看護師の指導の下、専門知識も学べますので、

スキルアップも目指
せます。フルタイム
で働きたい方はもち
ろん、子育て世代の
お母さんも多く活躍
しており、時間短縮
での勤務も可能です
ので、私自身とても素晴らしい環境で勤務させていただ
いてとても感謝しています。
　医師には医師業務、看護師には看護業務に専念できる
ように私たち医療クラークが日々向上心を持ち、スキル
アップすることで患者さんの満足度にも繋がると考えま
す。とてもやりがいのあるお仕事ですよ。ぜひ一緒に働
いてみませんか？

外来医療クラーク　池田　奈津希　
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新任医師紹介
　この度呼吸器内科に着任いたしました、田嶋祐香（た
じまゆか）と申します。人吉・球磨地域での勤務は初め
てで、新しい環境、新しい土地での生活に期待が膨らん

でおります。好きなことはおしゃべりとおいしい食事で、感染対策
に気を遣いながら患者様ともたくさんお話ができたらと思っていま
す。苦手なことは時間通りに行動することで、お待たせすることが
あったらごめんなさい。人吉・球磨・周辺地域の呼吸器診療（び
まん性肺疾患、腫瘍、感染症などなど）充実のため、日々努めて
まいります。みなさまどうぞよろしくお願いいたします。

呼吸器内科　田嶋　祐香

　みなさんこんにちは。4 月から人吉医療センター総合
診療科所属、五木村診療所長として赴任してまいりまし
た早川香菜美と申します。昨年までは天草の市立病院

で総合診療医として勤務しておりました。
　自分の専門領域としては、総合診療医（General Practitioner, 
GP）です。総合診療医の正式な定義はありませんが、消化器内科
や循環器内科などの専門医が各臓器の問題に対して技術や経験
を深めていく『縦方向の専門家』だとすれば、総合診療医は臓器
別ではなく、人間の体、そして心も含めて総合的な観点から捉え
て診療する『横方向の専門家』とも言えます。病気のことだけでなく、
患者さん、ご家族、地域全体を見渡せる広い視野をもって診療に
あたれるよう日々努力してまいります。まだまだ若輩者で至らない
点も多々あるとは思いますが、これからもどうぞよろしくお願いい
たします。

総合診療科所属・五木村診療所長　早川　香菜美

　初めまして。2022 年 4 月から人吉医療センターで働
かせていただくことになりました、整形外科の小田勇一
郎です。

　出身は熊本市で熊本大学卒ですが、医師になって 3 年目からは
天草、八代、延岡、大牟田、八代などを転 と々し、人吉の前は八
代の熊本総合病院で勤務し、主に骨折を中心に診療にあたってお
りました。骨折、外傷は好きで手術も好きで取り組んでいるので
すが、何年経っても毎回ドキドキしながら行っています。
　高校の時はカンフー映画が流行っていたので３年間少林寺拳法
をしていましたが、殴られたり蹴られたりすると痛いので、大学で
は武道はせずに硬式テニスをしており、今でもちょこちょことやって
います。
　酒は弱いのですが飲み会やカラオケも好きなので、それらも含
めて皆さんと楽しく仕事ができればと思っています。
　皆さんの足を引っ張らないように頑張りますので、どうぞよろし
くお願いいたします。

整形外科　小田　勇一郎

　2022 年 4 月から人吉医療センターに赴任しました整
形外科の山口裕介と申します。4 年前、学生のときに実
習で計 4 週間お世話になり、温泉やおいしい食事を堪

能して以来の人吉となります。当時の拙い文章が 2018 年 2 月号
に載っていますが、見返されぬようお願いいたします。
　これまでは荒尾市民病院で 2 年間初期研修をした後、整形外
科に入局して熊大病院で1 年間勤務しました。医師として4 年目、
整形外科としてはまだ 2 年目で、甚だ未熟者ではありますが、少

4月から赴任された11名の新任医師のご紹介をさせていただきます。

しでも皆さんのお役に立てるよう精進していきたいと思います。ま
た、前回以上に人吉を満喫したいと思います。どうぞよろしくお願
いいたします。

整形外科　山口　裕介

　4 月から人吉医療センター整形外科に配属となりまし
た三浦渓と申します。出身が人吉市であり、今回縁あっ
て地元で働くことができるためとても嬉しく思っています。 

　整形外科医としては 4 年目で、まだまだ未熟ではありますが患
者様に誠実な医療を提供し、人吉・球磨地域の整形外科医療に
少しでも貢献できるよう励んで参ります。
　紹介元の先生方には色 と々ご迷惑をおかけすることもあるかと
思いますが、ご指導ご鞭撻の程何卒よろしくお願い申し上げます。

整形外科　三浦　渓

　2022 年 4 月1日から人吉医療センター勤務となりま
した、整形外科４年目の宮崎誠大と申します。今回初め
ての人吉勤務となり、慣れないことも多いと思いますが、

人吉・球磨地域の整形外科診療に少しでも貢献できるよう尽力い
たします。
初期研修終了後は熊本大学病院、熊本医療センター、熊本再春
医療センターで整形外科医として勤務して参りました。
　当科としては、外傷や人工関節の手術を中心に幅広く診療に当
たりたいと思います。医療センターの職員の方々や開業医の先生
方には色 と々ご迷惑かけるかもしれませんが、御指導御鞭撻のほ
どよろしくお願いいたします。

整形外科　宮崎　誠大

　みなさんこんにちは。脳神経外科の生田と申します。
生まれて 30 年間熊本市内から出た事がなく、初めての
熊本市外での生活にとても緊張しております。人吉球磨

地域の医療に貢献できるよう尽力いたします。
　当院では脳出血、脳梗塞、くも膜下出血などの急性期の疾患を
主に担当させていただきます。また、私は頭痛学会に所属しており
ますので、何かお困りの事がございましたら、ご相談いただければ
幸いです。
　色 と々ご迷惑をおかけすることもあるかと思いますが、これから
どうぞよろしくお願いいたします。

脳神経外科　生田　源起

　４月から人吉医療センター眼科配属となりました山下
俊一と申します。医師として５年目でまだまだ未熟ではあ
りますが、人吉・球磨地域の眼科医療に少しでも貢献で

きるように努力していきたいと思います。ご指導ご鞭撻のほど、ど
うぞよろしくお願いいたします。 

眼科　山下　俊一

　2022 年 4 月1日付けで小児科へ配属となりました栁
邉秀一と申します。
　熊本市で生まれ育ち、熊本大学病院小児科医局に入

局、小児科医としては 11 年目になります。これまで、熊本市内の
病院や天草・延岡・都城で勤務して経験を積んできました。これ
といった専門はありませんが、一般小児から新生児まで広く診て、
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3 月 11 日  新卒看護職員研修事業　修了式を迎えました !
　当院では、看護の質の向上、医療安全の確保、早期離
職防止の観点から、平成 22 年度より厚生労働省のガイド
ラインに基づき「新卒看護職員研修事業」を行っています。
2021 年度は 20 名の新人看護師が入職し、最後の集合教
育として事例発表を行いました。
　患者さんとの 1 年間の関わりを通し、感じたこと、学
んだことなど事例をまとめ、自分自身の考えや看護感を
しっかり伝えることができていました。
　その後、渡辺看護部長から、まとめの講義があり「自
己を照らす事は相手も照らす事、自己を照らす事は相手
を安心させること」であり、自己を輝かせる人に成長し
ていってほしいと激励の言葉がありました。
　最後に、木村院長より修了書授与があり、一区切りつ
いてほっとしたみんなの顔がキラキラしていました。 
　入職した 4 月は、毎日不安な日々を過ごしていたと思
いますが、時間や思いを同期と共有し、1 年間頑張れた

　僕は新人看護師として HCU で勤務させていただいて
います。入職してすぐの頃は、循内、外科、脳外、など様々
な重症疾患を持っている患者さんに加えて、人工呼吸器
などの医療機器をつけている患者さんや手術直後など「観
察していけるか」、「看護を行えるか」不安でいっぱいだっ
たことを覚えています。また、看護学生から看護師になっ
たという自覚をなかなか持つことができず、慣れない日々
が続き辛い日々もありました。
　新人看護師として働いていく中で、先輩たちに観察の
ポイントや業務内容など指導を受け、少しずつ自分でも
できることが増えていきました。できることが増えるこ
とで、成長を実感することができ、嬉しかったです。また、
HCU で重症患者さんと関わらせていただく中で、急性期

ことをねぎらい、みん
な確実に成長している
のを感じました。
　「一年間、あっとい
う間でした～！」と過
去を笑って話せるなんて、まさに『成長』です。
　これからも失敗や成功を繰り返し、患者さんだけでな
く仲間を大切にしながら、何事も前向きに取り組んでいっ
てほしいと思います。そして、ずっと成長し続けること
ができる可能性を秘めた大切な存在として、私たちは皆
さんの成長を楽しみにしています。
　最後になりましたが、無事に新卒看護職員研修事業を
修了できたことは、ひとえに周りの皆様のご理解とご協
力のおかげであると感謝申し上げます。

新人看護職員研修事業　研修責任者　前田　恵美　

の状態から、治療や看護を通して回復する姿をみて嬉し
くもあり、やりがいにもなっています。
　しかし、知識・技術においては、まだまだ不足してい
る部分があり、忙しい時にルーティン業務になってしま
い、看護を疎かにしてしまう一面もあります。そのよう
な状況で、自分の課題を多く見つけることが出来た１年
間でもありました。
　2 年目からは少しずつ知識の幅を広め、個別性のある
看護を行えるように、優先順位を考え個別性のある看護
実践を意識して行えるよう、取り組んでいきたいと思い
ます。

HCU　浜田　廉　

必要に応じて専門医に繋げるよう頑張りたいと思います。
　初めての人吉、基本的にはインドア派ですが、自然・温泉・お酒
と楽しみが沢山あります。仕事や地域に早く慣れて、皆様の力にな
れるよう努めたいと思います。これからよろしくお願いいたします。

小児科　栁邉　秀一

　4 月から人吉医療センター放射線科に勤務となりまし
た、石内聡一郎と申します。2 年前まで研修医として人
吉医療センターに勤務しており、その後熊本市内、天草

を経由して、今回 2 年ぶりに帰ってくる形となりました。私のこと
を覚えている人がいらっしゃれば、お久しぶりです。
　当院は読影以外にも血管内治療、CT ガイド下生検などの症例
も多く、様々な経験を積むことができます。私は放射線科として 3
年目であり、まだまだ未熟者でご迷惑をおかけすることがあるかと
思いますが、色 と々経験を積んで成長し、少しでも地域に貢献で
きればと思います。これからどうぞよろしくお願いいたします。

放射線科　石内　聡一郎

　この 4 月に人吉医療センターに赴任しました、長濱志帆
と申します。私は熊本出身で、麻酔科医としては 8 年目に
なります。これまで、熊本県内の複数の病院で勤務してき

ました。経験したことを活かしながら成長していけたらと思います。
　私の趣味はカピバラ観賞です。あのキャラクターはもちろん可愛
くて好きですが、本物のゴワゴワしたカピバラと触れあうのもとて
も楽しいです。最近はなかなか動物園に行くことができず、インター
ネットで動画を眺めて癒されています。
　人吉は初めての土地で不安ばかりだったため、こちらに来ること
が決まってすぐに青井阿蘇神社を参拝し、仕事がうまくいくようお
願いしました。また、ここ人吉には美味しい焼酎が数多くあると聞
いておりますので、大変楽しみです。幽霊の掛け軸で有名な永国
寺にも一度行ってみたいと思っています。
　手術室では、周囲と協力して皆様に安全な麻酔を提供し、安心
して手術を受けていただけるよう努力してまいります。
　当院での仕事に慣れるまでは手間取ることも多いと存じますが、
精いっぱい頑張ります。こちらに異動になったのも何かのご縁だと
思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。

麻酔科　長濱　志帆
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大河原　有真（臨床研修医）
趣味：スノーボード
自分の性格：マイペースです。短所は掃除が苦手です。
自分のコマーシャル：2年間お世話になります。一生懸命が

んばります。よろしくお願いします。

田上　貴仁（臨床研修医）
趣味：釣り
モットー：挨拶を大事にしています
自分の性格：はっきりしています

自分のコマーシャル：身を粉にして頑張ります

徳永　雄大（臨床研修医）
趣味：動物に遊んでもらうこと
モットー：とりあえずやってみる。事前に決めつけすぎない。
自分の性格：良くも悪くもマイペースです

自分のコマーシャル：2年間研修医としてお世話になります、徳永雄
大と申します。精一杯頑張ります。ご指導ご鞭撻のほど、よろしくお
願いいたします。

村上　隼人（臨床研修医）
趣味：筋トレ
生活信条：嫌なことは忘れる
自分の性格：ビビリです

自分のコマーシャル：福岡出身です。2年間で人吉球磨を満喫したい
です。よろしくお願いします。

矢野　健太（臨床研修医）
趣味：フットサル、漫画
好きな言葉：今日の別腹は明日の脇腹
長所：おだやかなところ

短所：人見知り
自分のコマーシャル：基本インドアですが体を動かすことも好きなの
で体力には自信があります。2年間の研修生活、一生懸命頑張ります。
よろしくお願いします。

米田　征義（臨床研修医）
趣味：サッカー、釣り
困ったこと：石川と比べて花粉が多いこと
自分の性格：体力には自信があります

自分のコマーシャル：様々な経験をしたいと考えています。よろしく
お願いします。

加賀　亜実（薬剤部・薬剤師）
趣味：旅行、ジム、食べ歩き
モットー：思い立ったら即行動
自分の性格：好奇心旺盛

自分のコマーシャル：社会人1年目ということもあり不安もあります
が、自身の行動に責任を以て頑張ります。ご指導のほどよろしくお願
い致します。

玉置　祐輔（薬剤部・薬剤師）
趣味：サッカー
モットー：何事もチャレンジ
自分の性格：ポジティブ

自分のコマーシャル：笑顔を忘れず一生懸命頑張ります。よろしくお
願いします。

木下　まり（臨床検査部・臨床検査技師）
趣味：書道（始めて半年ですが…）
好きな言葉：感謝
自分の性格：おっとり？

自分のコマーシャル：これまでの経験を活かして、人吉地域の医療に
貢献できたらと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

濵津　育宏（臨床検査部・臨床検査技師）
趣味：自転車、カメラ、バドミントン　その他　いろいろ
ありすぎて困っています
モットー：人と人のつながりを大切にする

自分の性格：マイペース
自分のコマーシャル：1年ぶりに人吉に戻ってきました

内田　紫乃（臨床検査部・臨床検査技師）
趣味：料理動画鑑賞
モットー：よく食べて、よく寝ること
自分の性格：マイペース

自分のコマーシャル：社会人1年目で初めての土地で不安もあります
が、日々成長できるように頑張ります。よろしくお願いします。

塚島　靖博（リハビリテーションセンター・理学療法士）
趣味：野菜作り、料理
嬉しかったこと：3人の息子が理学療法士になったこと
自分の性格：のんびり屋

自分のコマーシャル：5年前に人吉医療センターから宮崎江南病院に

田嶋　祐香（呼吸器内科・医師）
趣味：お酒、ふるさと納税
うれしかったこと：ふるさと納税の控除額が上限ほぼぴっ
たりでした

自分の性格：夏休みの宿題や試験勉強は直前においこまれてするタイ
プでした
自分のコマーシャル：ちゃんと食べて、ちゃんと寝て、健康第一でが
んばります

栁邊　秀一（小児科・医師）
趣味：ゲーム
好きな言葉：てげてげ
困ったこと：体重増加をどうにかしたいですが、世の中に

はおいしいものが多く困っています
自分の性格：てげてげでマイペース
自分のコマーシャル：一般小児と新生児を少しやってきました。成人
は久しぶりですが、やれる範囲で頑張りたいと思います。

小田　勇一郎（整形外科・医師）
趣味：テニス、ピアノ、カラオケ
モットー：やればできると思いたい
自分の性格：マイペース

自分のコマーシャル：頭の回転や身体の動きは遅いですが、できるこ
とを精一杯頑張っていきます

三浦　渓（整形外科・医師）
趣味：ソロキャンプ、ベース、ゲーム
嬉しかったこと：長女が生まれてきてくれたことがうれし
かった

自分の性格：せっかち
自分のコマーシャル：一生懸命診療させていただきます

宮崎　誠大（整形外科・医師）
趣味：ゴルフ
モットー：ポジティブ
自分の性格：ポジティブ

自分のコマーシャル：最近こどもが産まれました！

山口　裕介（整形外科・医師）
趣味：おいしいものを食べること
好きな言葉：ダイエットは明日から
自分の性格：優柔不断

自分のコマーシャル：以前学生実習で計4週間お世話になりました。
今回整形外科医として戻ってくることができ、嬉しく思っています。
まだ頼りない新米ですが、早くお役に立てるよう精進したいと思いま
す。ご迷惑をおかけすると思いますが、ご指導よろしくお願いします。

生田　源起（脳神経外科・医師）
趣味：硬式テニス、温泉、酒
目標：人吉の全焼酎コンプリート
自分の性格：てきぱき行動します。忙しい時ほど人に優し

くできるように心がけようと思います。
自分のコマーシャル：全身が診れる医師でありたいと思っています。
何かお困りのことがありましたら気軽にお声がけください。なお頭痛
学会にも所属しています。

石内　総一郎（放射線科・医師）
趣味：卓球
自分の性格：おおざっぱ
自分のコマーシャル：2年ぶり2回目の人吉医療センター勤

務です。またよろしくお願いします。

長濱　志帆（麻酔科・医師）
趣味：ライブ鑑賞、カピバラ鑑賞
生活信条：十分な睡眠時間を確保する
自分の性格：鈍感

自分のコマーシャル：早く仕事に慣れて、役に立てるように頑張りま
す。

早川　香菜美（総合診療科・医師）
趣味：読書
好きな言葉：前へ後ろへゆれながらボクらはみんな生きて
いる。大きく前へこぎ出す為に後ろに下がることもある

長所：冷静
短所：飽きっぽい
自分のコマーシャル：大学卒業後、熊本の地域医療に従事してまいり
ました。以前は天草で働いておりましたが、今年からこの人吉で働か
せていただくことになりました。地域のみなさまのお役に立てるよう
精一杯努めさせていただきます。

新任ＳＴＡＦＦ紹介
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異動になり、リハスタッフ54名、回復期リハ病棟、地域包括ケア病棟、
一般急性期病棟、老人保健施設、訪問リハビリテーション事業所でリ
ハビリテーション士長として電子カルテ導入、365日体制の運営や生
産性の向上、玄関の花壇作りや、老健の畑作りに頑張ってきました、
この経験を生かして、人吉医療センターのために尽力して参ります。

本山　隆浩（リハビリテーションセンター・作業療法士）
趣味：剣道
好きな言葉：点滴穿石
自分の性格：のんびり屋

自分のコマーシャル：体が大きく厳つい顔をしていますが、酒はとて
も弱いです。剣道二段、空手二段、柔道二段を持っています。でも気
が弱いです。

川口　俊志（リハビリテーションセンター・理学療法士）
好きな言葉：克己
困ったこと：顔が濃いせいか、留学生の方から頻繁に目配
せをいただきます

自分のコマーシャル：JCHO諫早に15年間勤務、その後は熊本～大分・
別府の病院を経て6年ぶりJCHO復帰の機会を頂きました。よろしく
お願いいたします。

入木田　美月（栄養管理室・管理栄養士）
趣味：エレキギター、ドラム演奏
生活信条：目配り、気配り、心配り
自分の性格：明るく好奇心旺盛、少し内気

自分のコマーシャル：すぐ馴染めることが私の強みです。何事にも一
生懸命取り組みます。どうぞよろしくお願いいたします。

井上　久美（看護部・副看護部長）
趣味：生け花
生活信条：大丈夫！なんとかなる！
自分の性格：慎重、ポジティブ

自分のコマーシャル：熊本総合病院より転勤してまいりました。病院・
看護部の発展、地域医療に貢献できるように努めたいと思います。ど
うぞよろしくお願い致します。

米山　沙央里（7階病棟・看護師）
趣味：散歩、お笑い番組を見ること
自分の性格：明るいが人見知り
自分のコマーシャル：できることをひとつひとつ増やして

いけるよう頑張ります。よろしくお願いします。

井上　龍生（6階病棟・看護師）
趣味：サッカー
モットー：挑戦し続けること
長所：周りを見ながら相手の変化に気づき、その人の気持

ちになりたいと思い行動すること
短所：周りのことを気にしすぎて、自分自身のことが見えなくなって
しまうこと
自分のコマーシャル：私は運動をすることが好きです。小学校から高
校までサッカー部に所属していたので休日は友達をサッカーをしてい
ます。特技は初対面の人とすぐに仲良くなれることです。人見知りを
しないので、年齢、性別問わずどのようなタイプの人とも打ち解ける
ことができます。

緒方　愛子（9階病棟・看護師）
趣味：映画鑑賞
好きな言葉：「ありがとう」両親に何事にも感謝の気持ちを
忘れないようにしなさいと育てられたため、日々心掛けて

います
長所：気配りができるところ
短所：時間に少しルーズなところ
自分のコマーシャル：日々、経験や勉強を積み重ねていき、少しでも
すてきな看護師に近づけるように頑張ります

奥村　紘生（6階病棟・看護師）
趣味：ハンドボール、書道
生活信条：決めたことは最後までやる
自分の性格：明るい

自分のコマーシャル：立派な救急看護師になれるよう頑張ります。ご
指導よろしくお願いします。

久保　望美（7階病棟・看護師）
趣味：読書
好きな言葉：縁
自分の性格：何事にも一生懸命取り組みます。短所は悩み

すぎるところです。
自分のコマーシャル：たくさんの人と関わり、経験を積んで成長でき
るよう頑張ります。剣道されている人がいましたらご指導いただける
と嬉しいです。

國岡　千咲季（6階病棟・看護師）
趣味：お菓子作り
好きな言葉：「一期一会」様々な出会いを大切にしたいと思っています。

自分の性格：人と話すことが大好きです
自分のコマーシャル：不安なこともたくさんありますが、
これから一人の看護師として精一杯努力し、頑張ります。
よろしくお願いします。

澤田　朋莉（9階病棟・看護師）
趣味：ドライブ
モットー：なにごとにも感謝！
自分の性格：明るく正直者

自分のコマーシャル：一生懸命頑張りますので、よろしくお願いいた
します。

塩坂　芹菜（6階病棟・看護師）
趣味：バレーボール、ピアノ
モットー：ポジティブに！！
自分の性格：前向きに物事を考えます

自分のコマーシャル：芦北出身です。高校では介護を学び、もっと勉
強したいと思い、看護師を目指しました。これから現場で働くことに
不安はありますが、1日1日を大切にし、患者さんと向き合っていきた
いです！

椎葉　絢香（HCU・看護師）
趣味：散歩
モットー：七転八起
自分の性格：好奇心旺盛

自分のコマーシャル：看護師一年目とうれしさや不安でいっぱいです
が、感謝の気持ちを忘れず、一生懸命頑張ります。よろしくお願いい
たします。

新堀　さくら（9階病棟・看護師）
趣味：バレーボール
モットー：楽なことよりあえて困難な道を選ぶ
自分の性格：いつでも笑顔で明るい性格

自分のコマーシャル：大好きな地元で働けることをうれしく思います。
不安なことも多いですが、笑顔を忘れず自分ができることを一つ一つ
丁寧に頑張っていきます。ご指導よろしくお願いいたします。

末野　成美華（HCU・看護師）
趣味：競技かるた、音楽鑑賞
好きな言葉：一期一会
自分の性格：明るい、いつも笑顔

自分のコマーシャル：初めての経験も多く、迷惑をかけてしまうこと
もあると思いますが、患者さんと信頼関係を構築しながら看護を行っ
ていく中で、技術や知識を学んで少しでも自分のなりたい看護師に近
づけるように頑張っていきます。

杉本　愛永（7階病棟・看護師）
趣味：カラオケ、バスケ
好きな言葉：ありがとう
自分の性格：負けず嫌い

自分のコマーシャル：社会人1年目で不安もありますが、皆様のご指
導を受けて笑顔で頑張ります

副島　菜々夏（5階病棟・看護師）
趣味： ピアノ
好きな言葉：努力に勝る天才はなし
自分の性格：協調性があり、穏やかな性格だと思います。

短所は自己主張が弱いところです。
自分のコマーシャル：地元を離れ、新しい環境での生活や勤務は不安
ですが、精一杯頑張りたいと思います。日々努力し、知識や技術を深
めると共に、持ち前の笑顔を生かして患者さんを元気にできるような
看護師になりたいと思います。よろしくお願いします！

橘　優衣（手術室・看護師）
趣味：写真撮影
特技：ハンドボール
好きな言葉：起きることには全て意味がある

自分の性格：常に前向き、ポジティブ思考
自分のコマーシャル：明るい笑顔で患者さんと関わり、大きく成長し
ていきたいと思います。よろしくお願いします。

中原　夢（5階病棟・看護師）
趣味：料理
モットー：笑顔
自分の性格：平和主義

自分のコマーシャル：看護師として精いっぱい頑張りたいと思いま
す！

松﨑　彩華（7階病棟・看護師）
趣味：音楽鑑賞、旅行、バドミントン
モットー：誰とでも仲良く
長所：明るくマイペース

短所：物事を深く考えること
自分のコマーシャル：社会人1年目ですが、笑顔で精一杯頑張ります！
よろしくお願いします。
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松下　和加奈（9階病棟・看護師）
趣味：音楽鑑賞、映画鑑賞
好きな言葉：ありがとう
長所：よく笑うこと、明るいところ

短所：マイペースすぎるところ
自分のコマーシャル：4月から看護師として、笑顔を忘れず精一杯頑
張りたいと思います。よろしくお願いします！

松本　聖弥（6階病棟・看護師）
趣味：ダーツ、音楽鑑賞、身体を動かすこと
好きな言葉：自分のペースで着実に物事を進める
自分の性格：周りからは真面目といわれることが多いです

自分のコマーシャル：色々と不安なことはありますが、患者やその家
族、周りの人たちに信頼されるような看護師を目指していきたいと思
います。よろしくお願いします。

簑田　歩実（手術室・看護師）
趣味：映画鑑賞
モットー：1日1回は笑う
自分の性格：物事を白黒はっきりさせたい性格

自分のコマーシャル：話すことが好きなので、たくさん話しかけてく
ださい

柳田　愛純（5階病棟・看護師）
趣味：ゲーム、食べること
好きな言葉：感謝の心をもつこと
自分の性格：元気で明るい

自分のコマーシャル：初めての職場で頑張ります。一生懸命頑張りま
すのでよろしくお願いします。

矢野　楓（6階病棟・看護師）
趣味：バレーボール、音楽鑑賞
モットー：感謝を忘れない、いつも笑顔
好きな言葉：プラスに解釈、すべてに感謝

長所：明るい、いつも笑顔
短所：マイペース
自分のコマーシャル：看護師1年目で初めてのことが多く不安もあり
ますが、一つ一つの行動に責任を持ち、社会人の一人として、医療従
事者の一人として、社会に貢献できるよう頑張ります。よろしくお願
いします。

山口　蓮太（5階病棟・看護師）
趣味：音楽を聴くこと
好きな言葉：感謝を忘れない
自分の性格：マイペース

長所：前向き
短所：心配性、人見知り
自分のコマーシャル：不安もありますが立派な看護師になれるようが
んばります。ご迷惑をおかけすることがあると思いますが、よろしく
お願いします。

山村　芙未（5階病棟・看護師）
趣味：ソフトテニス、散歩
好きな言葉：ありがとう
自分の性格：負けず嫌い、明るい

自分のコマーシャル：精一杯頑張ります、よろしくお願いします。

吉村　英朗（7階病棟・看護師）
趣味：ドライブ、サイクリング
好きな言葉：ありがとう
自分の性格：慎重派

自分のコマーシャル：精一杯頑張ります。

半田　佑紀乃（9階病棟・看護師）
趣味：ドライブすること
自分の性格：真面目で正直者だとよく言われます
自分のコマーシャル：高校卒業後、八代で10年間過ごし地

元に帰ってきました。地元の病院で働けることをとても嬉しく思いま
す。少しブランクもあり、仕事と育児の両立に不安もありますが、自
分のペースで頑張っていけたらなと思っています。これからよろしく
お願いいたします。

池澤　美紗（7階病棟・看護師）
趣味：ドライブ、スポーツ観戦、かっこいい車が好きです
好きな言葉：「やればできる！」やる気を持って努力すれば
できないことはないのでは、と考えています。

自分の性格：素直な性格です
自分のコマーシャル：人見知りですが声を掛けられると喜んで話しま
す。早く新しい環境になれるようにしたいです。よろしくお願いしま
す。

小野　美優（外来・看護師）
趣味：食べること（体重が増える一方…）
嬉しかったこと：息子が日々成長していく姿を見ていて、
できる事が増えていき感動しています

長所：明るく、プラス思考なところだと思っています。
自分のコマーシャル：昨年の9月に大分から家族3人で引っ越してきま
した。1日でも早く、この人吉の町と病院での仕事に慣れるように頑
張っていきます。

井口　きみ子（外来・看護師）
趣味：ウォーキング、読書（最近ハマった本：花束は毒、
サイレントブレス、ディアペイシェント）、エポルの塗り絵

（癒されます）
好きな言葉：継続は力なり
自分の性格：熱しやすく冷めやすい
自分のコマーシャル：昨年3月定年退職をし、1年間リフレッシュする
ことができました。再就職に伴い、初心に返り頑張りたいと思います。
よろしくお願いいたします。

井上　稜大（総務企画課・事務員）
趣味：Instagramでおしゃれなところを見つけて、そこへ
行くこと
モットー：困っている人を見つけたらすぐに行動！

自分の性格：誰に対しても平等な立場で接し、その中で相手と良好な
関係を築くことができます 
自分のコマーシャル：男3人兄弟の次男です。スポーツ観戦や身体を
動かすことが好きなので、よかったら誘ってください。

森　奈央（医事課・事務員）
趣味：旅行
好きな言葉：なんとかなる
自分の性格：負けず嫌い

自分のコマーシャル：日々成長していけるよう頑張ります。よろしく
お願いします。

藤野　優亜（5階病棟・療養介助員）
趣味：読書
楽しみなこと：看護の勉強をするのが楽しみです
自分のコマーシャル：4月から人吉球磨准看護学院に通いま

す。短い時間での業務になりますが、1日1日精一杯頑張ります。よろ
しくお願いします！

岡本　郁香（外科外来・医療事務作業補助員）
趣味：子どもと一緒に遊ぶこと
特技：ここぞというときに集中することができる事
好きな言葉：感謝

長所：人見知りしないので誰とでもすぐ仲良くなれる
短所：心配性
自分のコマーシャル：初めてのことだらけで不安もありますが、常に
学ぶ姿勢と笑顔を忘れず頑張ります。よろしくお願いします。


