
キノウトアシタ

人と地域と医療をつなぐかけはしに

地域連携

日頃より地域連携におきまして、大変お世話になっております。

キノウトアシタは、年4回発⾏しております。

Hospital Letter Vol.12

当院では、患者さんに安心してご入院していただけるよ

う、 かかりつけの先生と当院の医師とが共同して診療で

きる「開放型病床」を設置しています。

共同診療や指導を実施した場合に、登録医の先生側で

「開放型共同指導料（Ⅰ）350点」が算定できます。

連絡先︓熊本機能病院 医事課 担当 宮本（345-8111）

平日 8︓30〜17︓00

患者名と先生のお名前をお伝えください。

職員が病棟へご案内いたします。来院受付簿へお名前、

来院時間をご記入いただき、名札をお受け取りください。

来院時

患者診療 患者診療後、共同指導の内容は、該当患者の「共同指導実施票」をお渡ししますので必要事項をご記⼊いただき、病

棟クラークまたは看護師へお渡しください。

お帰りの際は、総合受付で終了時刻等の必要事項をご

記入いただき、名札ご返却ください。

終了時

患者名と先生のお名前をお伝えください。

職員が病棟へご案内いたします。来院受付簿へお名前、

来院時間をご記入いただき、名札をお受け取りください。

⽉〜⾦（8︓30-17︓00）・土（8︓30-12︓20）

開放型病床 共同診療のフロー

総合受付へお越しください 総合救急センター受付へお越しください

時間外（17︓00-8︓30）・日曜・祝祭日の場合

お帰りの際は、総合救急センター受付で終了時刻等の

必要事項をご記入いただき、名札をご返却ください。

開放型病床のご案内

登録は当日でもできます。

初めての方は来院時に登録致します。

熊本機能病院 広報誌

診療所や開業医の先⽣⽅（かかりつけ医）が算定

できる診療報酬点数

共同指導を⾏った場合

開放型病院共同指導料（I） 350点
（1日につき1回）

医師または医師の指示を受けた看護師等が

退院後の共同指導を⾏った場合

退院時共同指導料1
（在宅療養⽀援診療所）

1,500点
（1入院につき1回）

（上記以外の場合） 900点
（1入院につき1回）



中山 大資
なかやま だいすけ

【出身地】福岡県 【卒業年】平成21年 【専門分野】整形外科 【関心分野】脊椎外科

【取り組みたい事】股・股関節の変性疾患の治療、上肢の⼿術 【趣味・特技】バスケット

ボール、スポーツ観戦

＜学会＞⽇本整形外科学会、⻄⽇本整形・災害外科学会、⽇本⿇酔科学会

＜経歴＞医療法⼈社団⽔光会宗像⽔光会病院、九州⼤学病院⿇酔科蘇⽣科、佐賀⼤学医学部附属病院整形外科

＜専門医・認定医＞麻酔科標榜医

4⽉から整形外科に赴任しました中⼭⼤資です。出⾝地は福岡県⽥川市です。昨年は福岡市で勤

務しておりました。熊本は初めてですが、少しでも貢献できるように頑張ります。宜しくお願い

致します。

新任医師紹介

＜学会＞日本整形外科学会、日本形成外科学会、日本手外科学会、日本マイクロサージャリー学会

＜経歴＞北⾥⼤学病院形成外科、昭和⼤学病院形成外科・⿇酔科・救急医学科、東京都⽴府中病院⿇酔科、東京医科⼤学病院形成外科

富⼠市⽴中央病院形成外科、健和会⼤⼿町病院整形外科、浜⽥⼭病院整形外科

＜専門医・認定医＞日本整形外科学会専門医、日本形成外科学会専門医

4⽉より赴任いたしました宮地有理です。北九州市で整形外科を学び、⼀般整形外科医として東

京の病院に勤務させて頂いたものの、手外科を専門に学びたいという希望が叶い、この度、熊本

機能病院に勤務させて頂くことになりました。初診からリハビリテーションまで、患者さんとと

もに歩んでいけたらと思います。分からないことも多く、ご迷惑をお掛けすることもあると思い

ますが、ご指導ご鞭撻の程、宜しくお願い申し上げます。

【出身地】東京都 【卒業年】平成11年 【専門分野】整形外科 【関心分野】四肢外傷、

手外科一般、マイクロサージャリー 【取り組みたい事】手外科中心に整形外科一般

【趣味・特技】バレエ・フィギュアスケート

宮地 有理
みやち ゆり

野球肘とは、野球のスローイング動作などで肘に負担がかかりやすい野球選手などに多く発

生すると言われています。超音波（エコー）検査により、骨だけでなく靭帯・筋肉・腱・神

経・血管まで観察し、「外側型野球肘の早期発⾒」に有⽤です。

超音波（エコー）画像

右肘︓骨不整像 左肘︓正常

「野球肘のメディカルチェック」を上肢外来で⾏っています

整形外科 医師

寺本 憲市郎
てらもと けんいちろう

連絡先︓熊本機能病院 医事課 外来（345-8111）

平日 8︓30〜17︓00

診察後は担当のリハビリスタッフがトレーニング指導を⾏います。

総合リハビリテーション部
理学療法⼠ 中門啓一



今回、当院からは下肢静脈瘤の⼿術前検査で⾏っている単純CT検査を発表しました。より美しく⽴体的な３D画像

を得るために、腹臥位でポジショニングを⾏い、また管電圧を低電圧に変更しました。

CT検査で⾎管の評価を⾏う場合、造影検査を⾏うのが⼀般的ですが、⾎

管外科医と協議検討した結果、低侵襲な非造影の単純CTでの検査が確⽴

されました。手術に必要な画像を単純検査で提供でき、患者さんに配慮

した有意義な検査を心がけています。

連絡先︓画像診断センター（内線2531）

「総合血管センター」のご紹介

中島 昌道
なかじま まさみち

閉塞性動脈硬化症（PAD）

下肢静脈瘤

深部静脈血栓症（DVT）

⼼臓⾎管外科領域周術期管理

総合血管センター

（血管外科）

連絡先︓総合⾎管センター（⾎管外科）

受付時間 ⽉・⽕・⽊・⾦ 8︓30〜11︓00

最優秀賞は熊本県では初めての受賞なので、これか

らも患者さんの役に⽴つ画像を提供していきたと思

います。

非造影の単純ＣＴ検査時

80kV撮影 120kV撮影

当院での手術前検査では超音波検査も併用していますが、CT検査を優先

的に⾏うことで超⾳波検査の時間が⼤きく短縮し、患者さんの負担軽減に

繋がっています。

1〜160列（⼼⾎管）ＣＴ部門において最優秀賞を受賞しました

「画論25th The Best Image 2017」

「ＭＲＩ メタチェック検査」のご紹介

がん転移のスクリーニング目的の「ＭＲＩメタチェック検査」を

ご利⽤ください。感度が⾼い検査ですので、スクリーニングとし

て有用です。がん病名がついていない場合、

⾃費料⾦は27,000円（税込）です。

＜検査目的＞

前⽴腺がん、乳がん等の骨、リンパ節その他臓器への転移

の有無

＜時間＞事前の注射等は不要で約30分程度

＜料⾦＞保険適⽤ 3割負担 約7,000円（検査・診断料）

＜検査日＞月〜⾦

Philips Ingenia 3.0T連絡先︓画像診断センター（内線2531）

検査のご依頼はお電話にて受け付けております。

《受賞コメント》

放射線部 放射線技師
岡浩人

当院では高周波（ラジオ波）による

⾎管内焼灼術を⾏っています。
萩原 正⼀郎

はぎわら しょういちろう

COVIDIEN ClosureFast™

カテーテル ClosureRFG™

ジェネレーター

下肢静脈瘤に対しては、伏在静脈抜去術（ストリッピング）

や、逆流した表在静脈を閉塞させる⾎管内治療（⾎管内焼灼

術）を⾏います。



〒860-8518 熊本市北区山室6丁目8番1号

http://www.juryo.or.jp
TEL︓096-345-8111 FAX︓096-345-8188

外来予約センター︓096-345-8195
平日 8︓30〜17︓00 土曜 8︓30〜12︓20

⽉曜⽇〜⾦曜⽇ 午前8時30分〜午前11時 午後1時〜午後4時
土曜日 午前8時30分〜午前11時 ※印は完全予約制受付時間

外来予約はこちらの番号にお電話ください

曜日 月 火 水 木 ⾦ 土

診療科 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前 午後 午前

整形外科

中島 英親 中島 英親 米満 弘之 中根 惟武 髙橋 修一朗

髙橋 修一朗

（スポーツ特再含）

中島 英親

中島 英親

（スポーツ特再含）

米満 弘之 久保田 晃志

（上肢） （上肢） （上肢・下肢） （下肢） （下肢） （下肢） （上肢） （上肢） （上肢・下肢） （下肢）

髙橋 修一朗 清田 克彦 中根 惟武 寺本 憲市郎 久保田 晃志 重本 弘文 清田 克彦 清田 克彦 中根 惟武 寺本 憲市郎

（下肢） （下肢） （下肢） （上肢） （下肢） （下肢） （下肢） （下肢） （下肢） （上肢）

高橋 知幹 髙井 聖子 寺本 憲市郎 髙井 浩和 高橋 知幹 久保田 晃志 髙井 浩和 篠� 道雄 寺本 憲市郎

高橋 知幹

（第1・3・5週）

上肢担当医

（下肢） （下肢） （上肢） （下肢） （下肢） （下肢） （下肢） （脊椎） （上肢） （下肢）

篠� 道雄 高橋 知幹 ⻑井 卓志 ⻑井 卓志 篠� 道雄 髙井 聖子 酒井 和裕

髙井 浩和

（第2・4週）

下肢担当医

（脊椎） （下肢） （上肢） （上肢） （脊椎） （下肢） （上肢） （下肢）

⻑井 卓志 髙井 聖子 髙井 聖子 清田 克彦 酒井 和裕

（上肢） （下肢） （下肢） （下肢） （上肢）

リウマチ科 工藤 博德 工藤 博德 工藤 博德 工藤 博德

形成外科

小児形成外科

小薗 喜久夫 【14時－15時】 田邉 毅 中⻄ いずみ 中⻄ いずみ 坂本 佳奈 田邉 毅 田邉 毅 小薗 喜久夫 小薗 喜久夫 担当医

小薗 喜久夫

【14時－16時】

中⻄ いずみ

（ネイルケア・

爪外来）

皮膚科 小野 友道

外科 門岡 康弘

門岡 康弘

（第4週のみ休診）

門岡 康弘

神経内科・

リハビリテー

ション科

山永 裕明 内科担当医 渡邊 進 内科担当医 中⻄ 亮⼆ 内科担当医 山永 裕明 内科担当医 徳永 誠 内科担当医 担当医

中⻄ 亮⼆ 德永 誠 桂 賢一 渡邊 進 中⻄ 俊人

時⾥ 香 宮本 詩子 時⾥ 香 桂 賢一 宮本 詩子

本田 省⼆ 中⻄ 俊人 本田 省⼆ 森 麗

森 麗

糖尿病・内科 竹迫 雅弘 竹迫 雅弘

味覚外来※ 小川 尚 小川 尚

脳神経外科※ 江口 議⼋郎

（頭痛外来）

江口 議⼋郎 江口 議⼋郎 江口 議⼋郎

循環器内科

水野 雄二 【13時－16時】 釘宮 史仁 【13時－15時】 泰江 弘文 【13時－16時】 水野 雄二 【13時－15時】 原田 栄作 【13時－16時】 担当医

庄野 信 水野 雄二 原田 栄作 庄野 信 釘宮 史仁 庄野 信

原田 栄作

禁煙外来※ 禁煙外来※

血管外来 萩原 正⼀郎 中島 昌道 中島 昌道 萩原 正⼀郎

救急科
米満 弘⼀郎 米満 弘⼀郎

米満 弘⼀郎 米満 弘⼀郎

米満 弘⼀郎 米満 弘⼀郎 米満 弘⼀郎 米満 弘⼀郎

赤坂 威史

赤坂 威史

担当医

※外来受付まで

お問合せください

※米満の再診は事前

にお問い合わせくだ

さい

赤坂 威史 赤坂 威史 赤坂 威史 赤坂 威史 赤坂 威史 赤坂 威史

外来担当表（平成30年4月1⽇〜）

・救急⾞を要請するほどではないが、病院への搬送が必要

・転倒して痛みが強い･･･（圧迫骨折、大腿骨頸部骨折疑い）

・救急⾞へ同乗するスタッフがいない･･･

・クリニック、かかりつけ医の先生、施設等からの依頼に対応いたします（30分圏内）

連絡先︓救急センターホットライン
・当院の救急⾞で救急ナースが同乗し、申し送り

を受けます
・スタッフの方の同乗は必要ありません
・サイレンは鳴らしません

ご依頼
ナースカーをご希望の旨

お伝えください

Nurse Car （ナースカー平日9︓00〜16︓30）のご案内

096-345-8131


