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地域医療連携だより

新年度挨拶 院長 勝守 高士

荒尾市民病院 市民を愛する 市民に愛される 病院へ

青々とした若葉とツツジやシャクナゲの鮮やかな美しさに生命の息吹を強く感
じる立夏が過ぎ、まもなく梅雨の時期を迎えようとしています。皆様におかれま
してはお健やかにお過ごしのこととお慶び申し上げます。近年、線状降水帯発生
による豪雨災害が増え、有明地域においても一昨年、関川・諏訪川の氾濫を経験
しました。河川改修工事が進んではおりますが、今一度、ハザードマップをご確
認いただき、豪雨時の対応を再確認していただくようお願い申し上げます。

さて、先日、完全ＷＥＢで開催いたしました地域医療連携の会に多数ご参加い
ただき誠にありがとうございました。当院では今春新たに医師１３名、看護師２
０名、助産師１名、薬剤師２名、放射線技師１名、管理栄養士１名の新入職員を
迎えました。各診療科とも最新の医療を習得し、荒尾市唯一の急性期病院として
責務を果たす所存です。今まで以上に地域連携を深めることで、患者中心の安全
で質の高い医療を提供して参りますので、今後ともご紹介の程よろしくお願いい
たします。

ＣＯＶＩＤ－１９に関しましては、日頃よりＺＯＯＭ会議を通して情報の共有
を図り、病診連携・医療連携の中で、救命率の高いＣＯＶＩＤ－１９診療の構築
にご協力いただきありがとうございます。有明地域は新型コロナ診療においてそ
の先駆的診療方針から熊本県内でリーダー的存在となっていますが、皆様のご協
力が基盤でありますので今後ともよろしくお願いいたします。

新病院（荒尾市立有明医療センター）建設は、１年かけて堅牢な基礎工事を行
ない、その上に９６基の鉄製免震装置（９３基の球面滑り支承と６基のＵ型ダン
バー）を配置し、現在免震装置の上に建物本体の柱・梁を乗せ始めた段階です。
来年令和５年（２０２３年）１０月の開院に向け順調に工事が進んでいます。新
病院の特徴は①患者のプライバシー保護に対応した急性期病棟全室個室②患者目
線で利用しやすい外来③救命率を上げる救急部門の配置④患者に優しくかつ精度
の高い医療を行う手術室・カテ室⑤大規模地震に耐え、災害拠点病院として地域
を支える免震構造です。工事の進捗状況は２４時間ＹｏｕＴｕｂｅで確認できま
す。ホームページからも入れますので是非ご観覧下さい。

荒尾市民病院は、少子高齢化の中で、地域医療支援病院・地域がん診療連携拠
点病院・脳卒中急性期拠点病院・心筋梗塞などの心血管疾患急性期および回復期
拠点病院・災害拠点病院として、地域医療連携を推進し、効率的医療を確立させ
地域住民の健康を守っていく所存です。本年度も何卒よろしくお願い申し上げま
す。



新任医師の紹介

画像診断・治療科部長

氏 名 丸山 夏樹（まるやま なつき）

専 門 画像診断治療科 出身大学 熊本大学

資格・認定 放射線診断専門医

所属学会 日本医学放射線学会

趣味 食べ歩き 散歩しながらポケモンGO

一年ぶりに戻ってきました。またよろしくお願いします。散歩するのが好きでよく荒尾市内
をぶらついていますが、ほぼコースが決まっているので、新規開拓を狙っています。

今回、縁があって地元の病院で勤務させていただくこととなりました。個人的にもよくお
世話になっていた病院で、この地域における重要性もよくわかっているつもりですので、少
しでも地域の皆様のお役に立てるように頑張りたいと思います。これからどうぞよろしくお
願いします。

前年度まで熊本大学病院 画像診断治療科で勤務していました。コロナ禍で未だ去らぬ世
の中ですが、ここ荒尾市に心身ともに鍛えていこうかと考えております。まだまだ至らぬと
ころも多くあるかと思いますがご指導ご鞭撻の程よろしくお願いします。

腎臓内科医長

氏 名 小野 真（おの まこと）

専 門 腎臓内科 出身大学 佐賀大学

資格・認定 日本内科学会認定医

所属学会
日本内科学会、日本腎臓学会、米国腎臓学会
日本透析医学会、日本高血圧学会

趣味 スポーツ観戦

画像診断・治療科医師

氏 名 神本 真知子（かみもと まちこ）

専 門 画像診断治療科 出身大学 大阪大学

資格・認定 日本医師会認定産業医

所属学会 日本医学放射線学会、日本肺癌学会

趣味 読書 筋トレ

脳神経外科医師

氏 名 潟山 高士（かたやま たかし）

専 門 脳神経外科 出身大学 久留米大学

所属学会
日本脳神経外科学会
日本脳神経外科コングレス

趣味 旅行 ドライブ

前任地は熊本労災病院で、今回初めて県北・有明地域の勤務となります。急性期疾患はもち
ろん地域に根ざした医療を通じて貢献できるように努めていきたいと思います。よろしくお願
いします。



新任医師の紹介

整形外科医師

氏 名 髙田 紘平（たかだ こうへい）

専 門 整形外科 出身大学 熊本大学

所属学会
日本整形外科学会
西日本整形災害外科学会

趣味 子供と遊ぶこと

血液内科医師

氏 名 岡本 祐毅（おかもと ゆうき）

専 門 血液内科 出身大学 熊本大学

所属学会
⽇本内科学会、⽇本⾎液学会
⽇本造⾎・免疫細胞療法学会

趣味 ツーリング

皮膚科医師

氏 名 佐多 俊紀（さた としのり）

専 門 皮膚科 出身大学 熊本大学

所属学会 日本皮膚科学会

趣味 ドライブ サウナ

これまでは外傷をメインに診療を続けて参りました。こちらでもまずは外傷を中心に診療
にあたらせていただくことになるかと思いますが、自分ができることを少しでも増やしなが
ら機会があれば新たな領域にもチャレンジできればと思います。よろしくお願いします。

荒尾市民病院は熊本県北地域のみならず、隣県の筑後地区から患者様が受診されるという
ことで地域の医療に貢献できるように頑張っていこうと思います。よろしくお願いします。

前任地では脳卒中、特に脳梗塞の診療を中心に研鑽を積んできました。まだまだ未熟で至ら
ない点も多々あるかと思いますが、よろしくお願いします。

脳神経内科医師

氏 名 岡田 雄二朗（おかだ ゆうじろう）

専 門 脳神経内科 出身大学 熊本大学

所属学会
⽇本内科学会、⽇本神経学会
⽇本脳卒中学会、⽇本脳神経⾎管内治療学会

趣味 自転車

皮膚科専門医２年目です。地域に根ざした皮膚科診療を行えたらと思います。お肌のトラ
ブルご相談ください。



研修医（基幹型・協力型）の紹介

研修医（基幹型） 【自己紹介】
生まれも育ちも熊本です。２年間研修医とし

てお世話になります。有明地域の医療を支える
この病院で救急をはじめ様々なスキルを学び医
師としての基礎をしっかりと養いたいと思いま
す。これからも日々精進して参りますのでよろ
しくお願いします。

氏 名
岩本 直樹

（いわもと なおき）

出身大学 熊本大学

卒業年次 2022年

趣 味 サッカー観戦

研修医（基幹型） 【自己紹介】
私は、大阪大学の前に東京大学の工学部にい

たこともあり、年齢は２８歳です。大阪大学で
は水泳部に所属しており、週３回位泳いでいま
した。入職したばかりで右も左も分からない状
態ですが、早く仕事を覚えて一人前の医師にな
れるよう精進いたします。

氏 名
大森 貴文

（おおもり たかふみ）

出身大学 大阪大学

卒業年次 2022年

趣 味 映画鑑賞、筋トレ

研修医（基幹型）
【自己紹介】

休みがあればゴルフやキャンプに行っていま
す。家ではパキプスやグラキリス、チタノタと
いった、少し変わった植物を育てています。仕
事ではまだわからないことばかりですが、精一
杯頑張りますのでよろしくお願いします。

氏 名
古賀 大智

（こが だいち）

出身大学 熊本大学

卒業年次 2022年

趣 味 キャンプ、ゴルフ、園芸

研修医（基幹型）

【自己紹介】
出身は熊本で、高校時代はボート、大学時代

はラグビーで培った体力と精神力で力一杯頑
張っていきますのでよろしくお願いします。

氏 名
武元 勇斗

（たけもと はやと）

出身大学 熊本大学

卒業年次 2022年

趣 味 音楽フェス、旅行

研修医（基幹型） 【自己紹介】
出身地は荒尾ですが、まだ知らないことばか

りなので、これから勉強していけたらと思いま
す。近年、日本では全国的に地震や感染症など
で未曾有の災害に見舞われています。このよう
な事態においても先頭を切って動くことができ
る医師を目指します。

氏 名
西 和宏

（にし かずひろ）

出身大学 埼玉医科大学

卒業年次 2022年

趣 味 車、ゴルフ

研修医（協力型）
【自己紹介】
９ヶ月間研修させていただくことになりまし

た。先生・スタッフの方々にはご迷惑ばかりお
かけするとは思いますが、温かく接してもらえ
たら幸いです。大学までバスケ部でした。短い
期間ですが、よろしくお願いします。

氏 名
荒木 健吾

（あらき けんご）

出身大学 熊本大学

卒業年次 2022年

趣 味 ゴルフを始めました



梶原副院長の開会挨拶に始まり、大嶋病院事業管理者から「挨拶と令和3
年度各科診療統計紹介」、勝守院長より「新病院（荒尾市立有明医療センタ
ー）の工事進捗状況」を紹介させていただきました。工事進捗状況につきま
しては、病院ホームページにYouTubeとしてライブ配信を行っております
ので是非、ご観覧下さい。

次に特別講演として、荒尾こころの郷病院 副院長 石川智久先生より、
「大規模認知症コホート研究～熊本サイト第二回調査について～」のご講演
いただきました。このコーホート研究は全国8地域での取り組みで、どのよ
うな人が認知症になりやすいのか、またはなりにくいのかを、運動習慣・歯
の状態等も含め調査を行っていることがわかりました。

続いて、統括診療部長松園医師の進行で新任医師の紹介を行いました。今
年度は新任の医師が直接Web上でご挨拶を行うことが出来ました。最後に山
本副院長の閉会挨拶にて、無事に地域医療連携の会を終えることができまし
た。

令和４年５月１３日（金）、ＺＯＯＭを
用いて「地域医療連携の会」をWEB開催
いたしました。荒尾市・大牟田市・玉名郡
市の医療機関・介護施設の方や院内職員併
せて121名の参加者でした。

例年は「地域医療連携懇親会」として、
３００名を超える方々と対面で連携を深め
ておりましたが、昨年に続き、新型コロナ
ウイルス感染症の流行により、ＷＥＢでの
開催に至りました。

新型コロナウイルスも発生から数年が
経過し、今も世界中が制限のある生活を
強いられています。地域医療連携懇親会
もしばらく開催することができず、顔を
合わせて親交を深める機会が非常に少な
くなりました。

そのような厳しい状況の中、昨年に続
きWEBによる開催ができましたことは、
ひとえに皆様のご協力のおかげです。

しばらくは直接顔を合わせての交流が
厳しい状況ですが、今後もWEBを活用し
ながら、各病院・施設との連携を深める
ことができたらと思います。

最後に、この会にご参加・ご協力いただきました皆様に感謝申し上げます。

地域医療連携の会



新病院建設進捗状況・特徴



※斜体が変更になった箇所です
月 火 水 木 金

鶴田　敬一郎

三ヶ島　尊利（非） 三ヶ島　尊利（非）

森松　嘉孝（非）

<第４週のみ>

熊大病院（非）

（9：30～12：30）

岩田　康伸 南　尚吾 小野　真 南　尚吾

新患 德永　信行 花谷　信介（非） 中西　信博 梶原　一郎

德永　信行 中西　信博 德永　信行

中西　信博 花谷　信介（非） 末田　大輔（非）

佐々木　一成 佐々木　一成 佐々木　一成 佐々木　一成 熊大病院（非）

齋藤　哲雄
（新患）

齋藤　哲雄
（新患）

齋藤　哲雄
（新患）

齋藤　哲雄（再診）
齋藤　哲雄
（新患）

藤井　績 水流添　泉 水流添　泉 藤井　績

熊大病院（非） 熊大病院（非）

（10：00～12：00） 第2、4週午後専門外来

大嶋　壽海 勝守　高士 濵口　裕光 濵口　裕光 勝守　高士

佐藤　伸隆 清水　健次 山本　真一 岩永　知大 山本　真一

松元　健一郎 藤枝　浩司 松元　健一郎 藤枝　浩司

米村　光信 髙田　紘平 米村　光信 髙田　紘平

第1.3.5週 9：00～ 永野　義博（非）

第2.4週 13：30～ 國井　健太（非）

柴田　三郎 田島　朝宇 柴田　三郎 田島　朝宇 柴田　三郎

山口　隆大（非） 倉橋　竜磨（非） 熊大病院（非）

新森　大佑 佐多　俊紀 熊大病院（非） 新森　大佑 佐多　俊紀

熊大病院（非）

松村　健または
非常勤医師

14：00～16:30

水野　隆正 潟山　高士 水野　隆正 潟山　高士

大嶋　俊範
（再診のみ）
岡田　雄二朗
（新患のみ）

岡田　雄二朗 岡田　雄二朗 山中信和(非)(午後)

【緊急紹介担当】
大嶋　俊範（終日）

【緊急紹介担当】
岡田雄二朗（終日）

【緊急紹介担当】
大嶋　俊範（午前）
岡田雄二朗（午後）

【緊急紹介担当】
岡田雄二朗（終日）

【緊急紹介担当】
岡田雄二朗（午前）
大嶋　俊範（午後）

山本　甲二
（内科系）

岩永　知大
（外科系）

河合　雅子
（内科系）

山本　甲二
（内科系）

河合　雅子
（内科系）

鶴田　敬一郎

濵口　裕光

（午後） 大嶋　俊範

（午前） 大嶋　俊範

※午後診療のみ、（午後）で記述しています　　　※（非）は非常勤です

荒 尾 市 ⺠ 病 院 外 来 診 療 担 当 医 （ 2022年5⽉ 10⽇ 〜  ）
2022/5/10 現在

診療科

総合診療科（11：00～12：00）

内科

呼吸器内科 赤池　公孝（非） 高城　暁（非） 森松　嘉孝（非） 坂田　晋也（非）

血液内科 山口　俊一朗 岡本　祐毅 山口　俊一朗 眞田　功（非）

腎臓内科

循環器内科
再診 梶原　一郎 梶原　一郎

糖尿病・内分泌内科

放射線治療科

小児科
〈第1・3・5〉藤井　績

〈第2〉水流添　泉熊大病院（非） 熊大病院（非）

外科

整形外科 （手術日）

形成外科

産婦人科

泌尿器科

皮膚科

耳鼻咽喉科

麻酔科

脳神経外科

脳神経内科

大嶋　俊範
（新患のみ） 中原　圭一（非）

大嶋　俊範
（新患のみ） 野村　隼也（非）

予約がない場合は、当⽇診療ができず予約を取ってお帰りいただくこともあります。
なお、緊急の場合はこの限りではありません。医療機関の先⽣⽅から各診療科医師へ直接電話
連絡をお願いいたします。

消化器病センター

禁煙外来

緩和ケア外来

歩行障害外来

認知症サポート外来

★患者さんの紹介は、原則医療機関からの予約をお願いしています。



新しい公用車の紹介

《基本方針》

1 地域の信頼に応える基幹病院として

最善の医療を提供します。

2 地域連携を進め、地域完結型医療を

目指します。

3 患者の人権を尊重し、あたたかい心

を持った医療人を育成します。

4 効率的な経営管理を基本とし、健全

な経営を目指します。

《患者さんの権利と責務》

1 あなたは、個人としてその人格が尊重される権利があ

ります。

2 あなたは、あなたの病気について、良質な医療を平等

に受ける権利があります。

3 あなたは、医療の内容について十分な説明を受け、十

分な納得と同意の上で適切な医療を選択し、決定する

ことができる権利があります。

4 あなたは、個人情報とプライバシーが守られる権利が

あります。

5 あなたは、ご自身のカルテなどの診療記録の開示を求

め、その内容や説明を受ける権利があります。

6 良質な医療を実現するため、医師等に患者さんご自身

の健康に対する情報を正確に伝える責務があります。

7 病院の規則に従い他者への迷惑にならないように努め

る責務があります。

8 臨床研修医、看護学生等が指導者の監督のもと研修や

実習を行なっていることへの協力をお願いいたします。
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《病院理念》

荒尾市民病院は、地域住民の健康

の維持・増進に努め、患者中心の安

全で質の高い医療の提供を目指しま

す。

現在、当医療圏の患者等の移送に加え、近隣医療圏への患者移送も多

くなってきているなか、救急車及び民間会社での搬送のみでは対応しき

れない状況にあります。そのため、医師、看護師の同乗必要な場合や緊

急搬送が必要な場合の為に整備することで、当医療圏に加え近隣医療圏

の感染症医療に活用するために整備しました。

装備
・自動昇降機能

（ストレッチャー、車椅子）
・前後部座席アルミ製仕切壁
・前後インターフォン
・換気扇（HEPAフィルター）
・酸素ボンベ固定装置

現在、当院は第二種感染症指定医療機

関としての機能に加え、新型コロナウイ

ルス感染症対応の重点医療機関、協力医

療機関として合計３９床の感染症病床を

運用しながら帰国者・接触者外来、発熱

外来、ドライブスルーＰＣＲ検査を実施

しています。

また、有明医療圏内の各医療機関、介護福祉施設等で感染症患者の発

生時には、医師、看護師による濃厚接触者の調査、検体採取、感染対策

指導を迅速に行っております。


