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　くまもと県北病院はこの度、令和3年12月3日付で本年度の4月1
日に遡って熊本県指定がん診療拠点病院に選定されました。本院
の実力からすると、随分遅くなった感もありますが、当院でも今後
一層、有明地区の住民を中心に通常のがん診療に加えて、予防医学
や緩和医療などのがん診療に力を入れていきたいと思います。
　がん診療連携拠点病院は全国どこでも質の高いがん医療を提供
することができるよう全国に400箇所以上の病院が選定され、専
門的ながん医療の提供、がん診療の地域連携協力体制の構築、が
ん患者・家族に対する相談支援及び情報提供等を行います。
　当院におきましても緩和ケアの提供や地域連携クリティカルパス、がん相談支援センター等を
更に充実するとともに、院内がん登録を進めていく必要があります。また地域の医療機関に対す
る診療上の支援、医療従事者に対する研修なども積極的に行っていきたいと考えておりますの
で、職員の皆様、よろしくお願い申し上げます。

くまもと県北病院は
熊本県指定がん診療連携拠点病院の

指定を受けました

理事長　山下 康行

　令和3年12月3日、当院は熊本県指定がん診療連携拠点病院に
指定されました。
　これを機に当院の6つの約束のひとつ「患者中心の安全で質の高
い医療を提供します」にかなうよう、がん診療への取り組みをさら
に強化していこうと考えております。
　新病院開院とともに腫瘍内科、呼吸器外科等も新設され、今後、
がん診療の症例数や対応疾患を増やすことはもちろん、日々更新
されるがんに関する診療の情報を実臨床に活かして診療の質を高
めていきたいと思います。
　また、診療、療養の支援として、がん相談支援センターを設置し、患者、家族の皆様が望まれる
診療および療養を安心して選び、継続していただけるようサポート体制も強化いたします。
さらに市民公開講座などを通した地域の皆様への情報提供、がんサロンなどを通した患者さん、
ご家族間の交流のお手伝いをし、地域の皆さんとの交流を通したがん診療の情報提供、支援が
充実するよう努力していきます。ご支援、ご協力よろしくお願いたします。

病院長　田宮 貞宏
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くまもと県北病院のがん診療統計数 ※2021年3～11月現在

化学療法件数

診療している癌の種類 手術件数

入院数 部位別手術件数

外　来 3 月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 合計

消化器内科 23 29 29 24 31 30 39 34 34 273

呼吸器内科 21 14 14 20 11 8 19 26 16 149

血液内科 15 10 12 15 11 13 10 22 21 129

乳腺外科 13 9 8 16 8 16 10 13 12 105

泌尿器科 5 13 13 11 15 6 12 11 10 96

消化器外科 1 2 2 4 6 6 10 6 8 45

腫瘍内科 0 0 3 1 2 8 6 6 9 35

合計 78 77 81 91 84 87 106 118 110 832

入　院 3 月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 合計

消化器内科 1 2 2 6 2 2 4 5 7 31

呼吸器内科 7 13 9 5 7 16 5 9 8 79

血液内科 11 18 23 34 18 25 15 3 9 156

泌尿器科 5 4 1 1 1 5 5 4 11 37

消化器外科 0 0 3 1 2 1 1 2 0 10

腫瘍内科 0 2 1 1 9 4 2 7 3 29

総合診療科 0 0 0 0 5 0 5 5 5 20

合計 24 39 39 48 44 53 37 35 43 362

膀胱
82

肺
26胃

26

前立腺
25

腎・尿管
22

大腸
18

皮膚
15

その他
11

泌尿器系
199

消化器系
195

呼吸器系
121

血液系
99

皮膚がん
16

乳がん
7

続発性新生物
25

その他
21
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≪基本情報≫
　くまもと県北病院には「緩和ケア病棟」はありませんが、緩和ケア患者さんの入院診療は現在地
域包括ケア病棟と急性期病棟で行っています。同時に緩和ケアチームでの回診やADL維持改善目
標でがんリハビリなども行っています。
　また自宅や施設で過ごしている方々の疼痛緩和を外来で診る緩和ケア外来を開始いたしました。
　がん難民を作らないことを目標にしています。

≪主な対象≫
　がんと診断された日から緩和ケアが始まることが理想です。
　他の病院や当院で化学療法などのがん治療を受けている方、がん治療ができなくなった方々が
対象です。
　疼痛コントロールを必要とされる方、疼痛はなくとも、かかりつけ医もなく、定期的に外来を希
望される方。

緩和ケア外来

※主治医は交代しません。
※緩和ケア外来は身体症状など苦痛緩和目的の外来です。
　セカンドオピニオンを目的とした外来ではありません。

≪診療体制≫

≪医師紹介≫

診療日時 毎週木曜日 13：00～15：30（予約制）　予備日　火曜日午後

予約受付 平日8：30～17：00／TEL：0968-73-5000（代表）

　外来診療で緩和ケアを行います。症状次第で入院も可能です。入院後は緩和ケアチームでも
診させていただきます。同時にADLの維持改善を目標にがんリハビリも行います。
　退院後は外来通院が可能です。自宅への訪問診療体制も整っています。

〇専門
　外科
　緩和医療
〇資格
　日本外科学会専門医

部長
ほそたき　

細瀧　喜代志
（熊本大学　H２年卒）

きよし
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≪緩和ケア室≫
●緩和ケアチーム
　緩和ケアチームは、身体的苦痛や不安、落ち込みなど精神的な苦痛を和らげ、患者さんとご
家族が安心して治療や療養に取り組み、自分らしい生活を送ることができるように支える専門
チームです。当院では、がんの入院や外来療養中に生じるさまざまな問題に対し、多職種でカン
ファレンスを行い、サポートを行っています。
　医師、薬剤師、緩和ケア認定看護師、看護師、管理栄養士、理学療法士、医療ソーシャルワー
カーで対応いたします。緩和ケアチームの支援をご希望の方は、主治医または看護師にご相談
ください。

●緩和ケア看護支援
　緩和ケア認定看護師が、主治医などと連携をとりながら、がんと診断された方の意思決定を
支援し、治療や療養の不安軽減を図っています。また、疾患に伴う苦痛な症状や療養上の心配事
などを伺い、身体的、心理社会的支援を行っています。患者様とご家族様も対象となります。
　がん治療によるリンパ浮腫の発症リスクがある方の指導や、発症された方の相談、指導、ケア
を行っています。

●がん相談支援センター
　がん発症に伴いご本人やご家族が、がんの治療を受けるうえでの不安や悩み、療養生活や仕
事のことについて気軽に相談していただけるよう、患者さま相談室内にがん相談支援センター
を開設しています。がん相談支援室は、担当医に代わって治療について判断するところではあり
ませんが、がんについて詳しい看護師や、生活全般の相談ができる医療ソーシャルワーカーな
どが、がん専門相談員として質問や相談をお伺いします。ご相談の秘密は厳守いたします。ひと
りで悩まずに、お気軽にご相談ください。なお、がん相談支援室は当院通院の有無にかかわら
ず、患者さまやご家族のほか、地域の方々など、どなたでもご利用いただけます。

月曜日から金曜日（平日）　午前8時30分～17時15分まで
がん相談支援センター
0968-73-5000（代表）
来院による相談または、お電話による相談で対応させていただきます。

受付時間
相談場所
電話番号
相談方法

※予約されてない方はお待ちいただく可能性もあります。
※がん相談支援室での相談は無料です。
医療ソーシャルワーカー、緩和ケア認定看護師をはじめ必要に応じて多職種で連携いたします。

医師から説明を受けたがよくわからない

がんと言われても頭が真っ白になってしまい何も考えられない

治療費がいくらかかるか不安

在宅療養に不安がある　　……など

がん治療、治療中の生活や症状などに関する不安や悩みなどお受けいたします。

●●●●●●がん相談内容●●●●●●
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認定看護師紹介

　患者さんやご家族の方が、がんについての悩みや不安、辛さをひとりで悩むことなく、がんに
対する情報や同じ立場で語り合うことができる場として、「たまきながんサロン」を開催し
ています。
　病気と共存しながらも、あなたらしい生活ができる力となりますように支援いたします。
　治療の有無にかかわらず、がんと診断された患者さんやご家族は、ご参加いただけます。
　年齢、地域、受診医療機関の制限もありません。ご参加をお待ちしています。

認定看護師は、高度化し専門分化が進む医療現場において、
水準の高い看護を実践できる看護師です。
地域の皆様と連携し積極的に活動していきます。
お気軽にご相談ください。
研修などのご依頼については、
当院ホームページ掲載の依頼書をご記入のうえFAXお願いします。

看護管理者

がん化学療法

救急看護 感染管理

緩和ケア

摂食嚥下

認知症

慢性呼吸器
疾患 皮膚排泄

糖尿病

たまきながんサロン「こもれび」を
開催しています

奇数月　第1水曜日 13時30分～14時30分
開催日時

会　　場

内　　容

くまもと県北病院　2階　たまきなホール

ミニ講座 15分／患者・家族交流会 45分
申し込み用紙の提出（FAX可）
またはお電話でお申し込みください。

FAX番号
0968-73-5300 
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認定分野 氏　名 主な活動内容

緩和ケア 神田　尚代
①診断時からのがん患者、家族ケア
②身体的、精神的苦痛の症状マネジメント
③がん相談支援

がん化学療法看護 廣川　玲奈

外来化学療法室でのがん化学療法の投与管理と看護。
病棟での投与管理、抗がん薬の安全な取扱いについて
の相談。
患者さんの副作用や不安の軽減と、自分らしい生活の
継続に向けた支援。
訪問看護ステーション等との連携
→例）副作用の対処や内服管理が困難
　　　異常の早期発見ができるように
　　　介護者の負担軽減　

感染管理
前竹　明美 新型コロナウイルス対応（院内、地域）

院内感染症情報の収集、コンサルテーションの対応と
指導教育。近隣施設と協働での感染症対応と出張勉強
会の講師。保健所との連携。上土井　麻紀

救急看護
角　順子 救急外来における院内トリアージ及び救急看護。心肺

蘇生法などの急変対応。異常の早期発見を主とした心
停止回避の取り組み。HCUでの重症患者の看護。
院内外への蘇生教育活動（BLS、玉名 ICLS コース）東海林　美貴

皮膚・排泄ケア 日田　さやか

創傷（褥瘡）ケア・ストーマケア・排泄ケアに関する
相談・指導を行う。患者さんの褥瘡予防や褥瘡ケアの
実践・相談・指導。ストーマ造設患者さんに対するセ
ルフケア教育。排泄に関する問題（失禁やおむつの選
択、スキントラブルなど）へのケアの実践。

認知症看護 篁　薫

認知症ケアチームによる、定期的な院内ラウンドとカ
ンファレンス開催。認知症の各期に応じた症状アセス
メント、行動・心理症状とせん妄時の対応についての
相談対応。
医療従事者向け認知症対応力向上研修。認知症初期集
中支援チームの活動（チーム会議、訪問、面談）。

摂食嚥下障害看護

川野　陽子 摂食・嚥下スクリーニング評価。NST（栄養サポート
チーム）回診。食支援（食形態や姿勢調整など）に関
する、患者さん・ご家族の相談対応。退院に向け施設
スタッフ等への情報提供。

浦野　仁美

植田　リカ

糖尿病看護 米村　八重子

患者さん・ご家族、連携が必要な施設スタッフへの相
談対応。「糖尿病看護外来」での療養指導。
初回診断時の初期教育、インスリン注射・血糖測定の
手技指導、持続血糖モニタリングによる生活状況の振
り返り等。
玉名糖尿病療養指導勉強会、患者会（玉名しょうぶ会）
の定期開催。

慢性呼吸器疾患看護 井手尾　将志

安定期、増悪期、人生の最終段階における慢性呼吸器
疾患患者さんとその家族の、生活の質（QOL）向上
に向けた水準の高い看護実践を行う。在宅酸素療法、
在宅人工呼吸器療法に関するスタッフへの指導や、患
者家族への相談対応。

6広報誌Vo.2



くまもと県北病院　Kumamoto Kenhoku Ｈospital
外来診療担当医表 （ 一般外来診察受付時間 ８：３０～１１：００ ） 202 2年2月

月 火 水 木 金

 小山 耕太  小山 耕太  田宮 貞宏  小山 耕太
 草野 真一  松岡 隼平  松岡 隼平  松井 邦彦（非常勤）
 松岡 隼平  久保﨑 順子（非常勤）  草野 真一  久保﨑 順子（非常勤）

午後  佐藤 彰洋
 牛島 正人  津守 香里  牛島 正人  津守 香里  津守 香里
 佐藤 美菜子

          

 溝部 孝則  溝部 孝則  佐藤 美菜子
          

 池田 智弘  福嶋 一晃  池田 智弘  池田 智弘  福嶋 一晃
 佐藤 美菜子

          

呼吸器外科  大場 康臣  大場 康臣
血液内科  松野 直史  今金 大輔  徳永 賢治（非常勤）  松野 直史  今金 大輔
腫瘍内科  牛島 淳  牛島 淳
脳神経内科  山口 安広  山口 安広  山口 安広  山川 誠（非常勤）

 松川 将三  時津 孝典  松川 将三  名幸 久仁  時津 孝典
循環器内科  名幸 久仁  枇杷 剛（非常勤）

 ペースメーカー外来

 松田 浩史  松田 浩史  黒田 英作（非常勤）  松田 浩史  松田 浩史
 佐竹 俊彦  佐竹 俊彦  佐竹 俊彦  佐竹 俊彦 午

前  後藤 理英子(非常勤)
午
後  榊田 光倫(非常勤)

 閌 健博
 

 閌 健博
 

 中村 敬志
 池端 彰子  松下 寛  福林 光太郎  本田 秀和  大東 岳司
 水田 馨
 本田 秀和  大東 岳司  松下 寛  大東 岳司  福林 光太郎

 水田 馨  池端 彰子
午
前 8:30～11:00  宮城 俊彦  岡田 拓巳  永芳 真理子  木下 万莉
午
後

月･水･金 14:00～16:00
 火・木   15:00～16:00  永芳 真理子  木下 万莉  宮城 俊彦  岡田 拓巳

新患  石河 隆敏  石川 晋 髙 之 城 克暢
 島本 正人  島本 正人
 高野 定
 細瀧 喜代志  細瀧 喜代志

(木曜)13:30～16:00  細瀧 喜代志
 後藤 理沙 （非常勤）

新患  今村 隆二  松原 顕太  松原 顕太  今村 隆二
再診  松原 顕太  今村 隆二  今村 隆二  松原 顕太

 中原 潤之輔  浦田 泰弘  中原 潤之輔  浦田 泰弘
 吉村 優里奈  越智 龍弥  越智 龍弥

）来外門専の手（ ）来外門専の手（ 
 安岡 寛 村吉 理  優里奈  安岡 寛理
 松下 任彦  三浦 渓  松下 任彦  三浦 渓

 （午後　予約のみ）
 稲葉 大輔（非常勤）

脳神経外科 月一回・要予約  武笠 晃丈（非常勤）
 牧野 貴充  坂元 亮子  大塚 紗希 （非常勤）  牧野 貴充
 坂元 亮子  牧野 貴充  坂元 亮子

眼科  筒井 順一郎  筒井 順一郎 手術日  筒井 順一郎  筒井 順一郎
耳鼻咽喉科 (火曜)13:00～15:00  熊大医師（非常勤）

 福間 大喜  福間 大喜  福間 大喜  福間 大喜
 湯野 晃  湯野 晃  湯野 晃  湯野 晃

婦人科  吉里 直子（非常勤）
       

 田島 朝宇（非常勤）
         

 柴田 三郎（非常勤）
 

 浪本 智弘
 

 浪本 智弘
 

 浪本 智弘
 

 浪本 智弘
 

 長谷川 秀水  長谷川 秀水  長谷川 秀水  長谷川 秀水

 溝部 孝則

診療科
 小山 耕太
 久保﨑 順子（非常勤）

 佐藤 彰洋

総合診療科

呼吸器内科

緩和ケア外来

糖尿病・内分泌科

腎臓内科  中村 敬志

新患

消化器内科
再診

小児科  師井 裕記朗（非常勤）
 師井 裕記朗（非常勤）

再診
消化器外科

外科

乳腺外科

泌尿器科 手術日

整形外科

 中原 潤之輔
 越智 龍弥
 （手の専門外来）
 安岡 寛理
 松下 任彦

 牧野 貴充

 吉里 直子（非常勤）
       

放射線科  浪本 智弘
 

 長谷川 秀水

手術日

皮膚科  坂元 亮子

歯科口腔外科

〒865-0005　熊本県玉名市玉名550番地
Tel.0968-73-5000（代表）

FAX.0968-73-2867（代表）　FAX.0968-73-5300（地域連携課）
https://kumakenhoku-hp.jp/
くまもと県北病院


