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上天草総合病院 理念
信頼される地域医療

基本方針
１．私達は、患者様中心の医療を目指します。
２．私達は、地域に根ざした心あたたかな医療をめざします。

３．私達は、患者様に安全・安心な医療を提供できるように努力します。
４．私達は、安心して退院できる病院をめざします。
５．私達は、常に自己研鑽に努め、医療水準の向上に励みます。
６．私達は、健全な病院経営をめざします。

医療相談室案内
病気になると、病気そのものへの不安のほかに、生活面でも様々な不安や問題が起こってきます。医療相談室では、

入院・外来患者さま、ご家族の方々の不安や悩みについてご相談に応じております。

＜例えば＞ ご相談者の立場に立って、問題について一

○入院しなさいと言われたけれど・・・・・・ 緒に考えさせて頂きます。

医療費、生活費が心配だ。 相談料は無料です。 相談を希望される方

家の事や、家族のことが気になる。 は、直接、医療相談室にお越し頂くか、医師・看

色々と心配事がある。（入院生活が不安・入院できない事情な 護師にお申し出下さい。なお、相談内容につい

ど） ては、個人の秘密を厳守致します。

○手術をしなければならないと言われたけれど・・・・・
高額の医療費がかかるのではないだろうか? お問い合わせ 医療相談室

どこまで社会復帰ができるのだろうか？ 医療相談係；東矢義光

頼りになる家族がいない。 相談室 :１階 正面玄関横

○慢性の病気であるとわかったが・・・・・ 電 話 ：代表0969-62-1122（内線140）

将来の生活がどうなるか不安だ。 窓口時間：平日 8:30～17:00

家族や職場の協力や理解が得られない。

利用できる制度について知りたい。

○障害が残ることになって・・・・・

家の改造や設備の工夫が必要だ。

今までの仕事ができそうにないので、生活費が心配だ。
障害者（児）のための制度について知りたい。

○退院するように言われたけれど・・・・

退院できそうにない。

帰ってからの生活に自信がない。（お世話してくれる人がいな

い、家でも医療が必要、など）

介護保険や障害者のサービスについて知りたい。

－１－



１月１５日（月） 1月１６日（火）
「がん性疼痛のマネージメント」 「ノロウイルス検査法に関する勉強会」

講師：独立行政法人国立病院機構九州がんセンター 17:45～ 当院6階講堂
がん性疼痛看護認定看護師 山崎弘子 先生 講師：メーカー担当者

がん性疼痛は終末期がん患者の２／３以上で主症 感染性胃腸炎あるいは、かぜがおなかにきたので

状となり、大多数が持続性で、５０％は強い痛みで すね、とお話ししている病態の一部がノロウイルス

ある。 感染によるものと判明したのも最近なら、先日まで

がん性疼痛緩和の現状は８５％～９５％のがん 小型球形ウイルスとよんでいたものをノロウイルス

性疼痛は緩和可能といわれているが、実際、癌専 と呼ぶようになったのも昨シーズンからなのです。

門病院でも５０％～６０％程度。 この移り変わりに驚くばかりです。というのも昨年

痛みがどの程度緩和されるかは、患者さんのＱ 途中まではノロウイルス検査といっても、保健所に

ＯＬに大きく影響する重大な課題であり、その人ら 依頼してもう少し時間のかかる検査をお願いするし

しく生きていけるよう積極的に緩和されなければ かなかったからです。

ならない。そのため、的確に系統的に痛みをアセ そこでこのたび検査法を開発されたメーカーに

スメントすると共に、がん性疼痛の治療法（手術・化 お願いして、開発の経緯や今後の新たな検査の行

学療法・放射線・薬物療法・非薬物療法）を十分理 方について勉強会を開催しました。

解することが重要だと痛感しました。

院内感染委員会・研修委員会

1月２０日（土）市民健康講座10:00～ アロマ（松島町）

「あなたやお子さんは大丈夫？」
－ シックハウス症候群や化学物質過敏症について－

当院小児科部長 神薗 慎太郎

１月２０日土曜日、化学物質過敏症とシックハウス症候群を題材に講演会をさせていただきました。

昨今効率のよさや利便性を追いつつけるあまり、あまりの多くの化学物質に囲まれて暮らしており、そ

のため化学物質による健康被害が増加中です。いずれ国内でも欧米並みの10％以上の方が本疾患で悩

むことになるのは時間の問題でしょう。にもかかわらず国内での当疾患への医療関係者の理解は乏しく、

行政や研究所の関心は予防や病因解明中心で、保険診療の対象疾患にも指定されておらす、対応できる

病院、転地先は数カ所しかありません。

患者さんたちは周囲の無理解や身の置きどころのない状況に苦しんでいます。当日は化学物質過敏

症のことを典型的な経過をたどった患者さんの例を示し、症状や対処の仕方、アレルギーなど他の過敏

症との違い、身の回りの代表的な化学物質と日本での実態、そして転地先としての龍ヶ岳周辺の魅力と

問題点を、途中で昨年まですんでいたカナダでの旅行の写真を交えてお話しさせていただきました。

お忙しい中講演会に参加していただいた皆様方、また講演会の準備にかかわっていただいた皆様方に

は厚く御礼申し上げます。特にアンケートで貴重な意見を頂いた方々にはこの場を借りて深謝申しあげ

ます。

上天草総合病院 小児科 神園慎太郎
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研修会・勉強会予定表

２月 ５日（月） リスク勉強会 17:30～ 当院6階講堂
「リキャップとインスリン注射針をめぐる勉強会」

（針刺し事故防止のため）
講師 インスリン注射針（マイクロファインプラス）のメーカー担当者

２月 ６日（火）小児科勉強会 12:30～ 当院6階講堂

２月 ７日（水）ＮＳＴランチセミナー 12:30～ 当院6階講堂

２月 ９日（金）糖尿病教室 13:30～ 当院6階講堂

２月 １４日（水）ＮＳＴランチセミナー 12:30～ 当院6階講堂

２月 １５日（木）口腔ケア講演会 14:00～15:30 当院6階講堂
「口腔ケアについて」

講師： 上天草総合病院 歯科保健センター
歯科衛生士 北本 春代

＜問い合わせ＞

上天草市役所松嶋庁舎 地域包括支援センター ０９６９（５６）１１１１

上天草市龍ヶ岳在宅支援センター ０９６９（６２）１１２４

２月 ２１日（水）ＮＳＴランチセミナー 12:30～ 当院6階講堂

２月 ２３日（金）看護師勉強会 12:30～ 当院6階講堂

２月 ２４日（土）第２５回上天草総合病院学会 8:30～ 当院6階講堂

トピックス

平成１９年１月９日(火)
当院ヘリポートより、防災ヘリ「ひばり」にて
患者さんを熊本市へ緊急搬送
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診療案内
※受付は午前８時３０分～午前１１時３０分まで行います。
※内科・歯科は、火、木の夕方診療（午後５時～６時）を行います。

月 火 水 木 金

再来 樋口 樋口 坂本 樋口 坂本

内 科 坂本 櫨川 溝部 櫨川 溝部

代謝内科 溝部 宮川 糸永 糸永 櫨川

新患 和田又は糸永 和田 和田 宮川 宮川

※毎週火、木の夕方診療（午後５時～６時）を行います。

消化器内科 肱岡 肱岡

循環器科 脇田 脇田 脇田 脇田 脇田

※ペースメーカー外来は（3、6、9、12 月）の第２火曜日に行います。

外科・大腸肛門科 福田 中原 福田 中原 福田

整形外科 坂本美和子 坂本美和子 － 坂本美和子 坂本美和子

※毎週金（午後２時３０分－予約制）も外来診療を行っています。

産婦人科 姫野 姫野 姫野 － 姫野

※平成１９年２月現在、男性医師一人です。

耳鼻咽喉科 熊大 － － － 熊大

※月、金の午後３時まで受付けます。

眼科 竹下 竹下 竹下 竹下 竹下

※午後は、検査の予約外来です。ただし月・水曜日は手術日です。

泌尿器科 熊大 － － 熊大 －

和田 坂本 櫨川 溝部 中原

胃腸センター 糸永 福田 中原 福田 肱岡

中原 糸永 宮川 和田 糸永

宮川 肱岡

心エコー 毎日、生理機能検査室で行っています。

福田 福田 福田 福田 福田

歯科・口腔外科 午後も１時～４時３０分まで受付けます。

また火、木の夕方診療（午後５時～６時）も行います

小児科
時 間 帯 月 曜 火 曜 水 曜 木 曜 金 曜 土 曜 日曜・祝日

午 前 神薗 神薗 田原 神薗 神薗 田原 [小児科医]

9:00 ～ 11:30 10:00 ～ 11:30 10:00 ～ 11:30

午 後 田原 田原 神薗 田原 田原 [田原] [小児科医]

17:00 ～ 17:30 （神薗） （神薗） （神薗） （神薗）

準 夜
[小児科医] [小児科医] [神薗] [小児科医] [小児科医] [田原] [小児科医]

19:30 ～ 20:00
[ ]は、時に不在のこともありますので、来院前に、必ずご確認下さい。

※皮膚科は毎週木曜日の午前中に行います。

※脳神経外科は第２、第４水曜日の午後２時より診療を行います。（予約制です）

※漢方特殊外来を第１・第３火曜日に行います。午後２時３０分～午後５時も受け付けます。

※心臓血管外科は、月１回（第２水曜日）に診療を行います。
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