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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めざします。 
2．私達は、地域に根ざしたこころあたたかな医療を提供します。 
3．私達は、患者様に快適で安全・安心な医療を提供します。 
4．私達は、退院後も安心して療養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。 

 

救急医療週間中の９月１０日、救急医療の向上

を目的に上天草総合病院において、医師、看護

師、臨床検査技師、天草広域連合消防職員参加の

もと救急研修会を開催しました。 

研修は、救急症例の検討と大規模災害時におけ

る医療体制についての講義を行い、症例検討では

救急隊員が救急症例を発表し、それに対して医師

から質問、助言、解説をしていただきました。心

電図波形の分類、特徴、救急隊が今まで扱ったこ

とがない機器の取扱い方など分かりやすく説明し

ていただき、入署間もない職員、ベテラン隊員に

とっても有意義な内容でした。 

大規模災害時における医療体制については、過

去に起こった地震や大雨に対応するための法の改

正、それに伴う災害医療の法の変革を中心に上天

草総合病院の城野医師による講義が行われまし

た。災害時の病院と消防の連携体制、災害医療

チームの現状など今まで知らなかった部分を知る

ことができました。 

研修中には多くの質問や意見が交わされ有意義

な研修となりました。 

研修会終了後には、医師、看護師、救急隊員が

集まり、病院と消防の親睦を深めるために懇親会

を行いました。普段は、病院へ搬送しても必要な

ことしか言葉を交わしませんが、懇親会では救急

現場の話から世間話まで大いに盛り上がりまし

た。 

この救急研修会も今年で１１年目を迎え、今まで

色々な分野で講義をして頂いています。今後も、

病院と消防が一体となって救急医療のさらなる向

上を目指し、努力していきたいと思います。  

合同救急研修会開催について 
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私たち2病棟には、上天草高校から2名の学生さんが

インターンシップにやってきました。まず一緒に、

患者様の体温や脈拍、血圧などの測定を実施しまし

た。聴診器も実際、自分の胸に当てて心音や呼吸音

を聞いてもらいました。学生さんは緊張しているの

か、脈も速かったです。そんな学生さんの姿を見

て、自分も高

校生の時一日

看護体験に参

加したことを

思い出しまし

た。真っ白な

ナース服を着

て、初めて聴

診器に触れた

時の喜びを。 

 そ の後、寝

たきりの患者

さんの髪の毛

をベッド上で

洗 い、手 浴、

足 浴、陰 部洗

浄や体位変換

を行ないまし

た。看護 師の

仕事 には、テ

レビドラマでは見られないことがたくさんあって

びっくりしたかもしれないが、何かしら感じるもの

があったのではないでしょうか。この経験が将来の

夢につながったらいいなぁと思いました。私にとっ

ても初めての経験で、戸惑いだらけでしたが、いい

経験ができました。  

電子カルテの導入について 

インターンシップを終えて     
看護師  尾崎かおり     

情報管理室主任   森口 元気  

当院では、平成２６年１月１４日（火）の診療

より、電子カルテを導入することとなりました。 

今まで以上に、患者サービス及び医療安全の向

上を目指して、電子カルテシステムの運用構築を

行います。 

また、導入に向けては、万全の態勢を整えるべ

く操作研修や準備を行っておりますが、病院職員

が十分に電子カルテの扱いに慣れて、スムーズに

運用できるようになるには、しばらく時間がかか

ることが想定されます。皆様には何かとご不便や

ご迷惑をおかけすることになりますが、事情をご

賢察のうえ、ご理解を賜りますようお願い申し上

げます。 

天草五橋祭道中踊り天草五橋祭道中踊り天草五橋祭道中踊り   

 今年も、天草五橋祭の道中踊り

に、職員66名、上天草看護専門学

校から86名総勢152名で参加しまし

た。地域を盛り上げるため、私た

ちも大いに盛り上がり楽しむため

に揃いのハッピ姿で参加していま

す。 

 今年は、病院長の坂本

先生が病院チームの先頭

で踊り職員を引っ張って

いました。事業管理者の

樋口先生は、看護学校の校長でもありますので学校の先頭を、また

田原先生は、得意の太鼓を担いでハイヤ踊りのリズムを刻んでいた

だきました。みんな一致団結して先生たちを先頭に楽しく参加しま

した。地域が、病院が盛り上がるようにまた来年も大勢で参加した

いと思います。 

総務課長総務課長総務課長      森森森   千壽千壽千壽  
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研修会・勉強会の行事予定表 

１０月２日（水） S-QUE院内研修1000’Eナース 
「これだけは熟知したい心電図の基本と技術」 
  講師；大島 一太 氏 （東京医科大学八王子医療センター） 

１７：４０～ 当院６階講堂 

１０月８日（火） 
マザークラス  
「おっぱいマッサージ・妊婦経過・母児同室につて」 

１３：３０～ 当院６階講堂 

１０月１６日（水） S-QUE院内研修1000’Eナース 
「ここまで知るべき、心電図モニタリングと病態予測」 
  講師；大島 一太 氏 （東京医科大学八王子医療センター） 

１７：４０～ 当院６階講堂 

１０月１８日（金） 糖尿病・心臓リハビリテーション合同教室 
 食事指導「油・脂質の話」 
 １．心臓病、脳卒中なっどの大血管障害の話 
 ２．たばこの話 

１３：１５～ 当院６階講堂 

１０月２２日（火） KYT勉強会 １７：３０～ 当院６階講堂 

１０月２３日（水） NST勉強会 １７：３０～ 当院６階講堂 

１０月２５日（水） がんサロン １３：３０～ 当院５階図書室 

１０月３０日（水） 接遇勉強会 １７：３０～ 当院６階講堂 

医療施設の皆様の勉強会・研修会への参加をお待ちしています。 

参加申し込み・内容等については『地域医療連携室：TEL0969-62-1547』までお問い合わせ下さい。 

○夏の酷暑から、涼風が吹き、やがて肌寒さが感じられるようになった。 

 この一月の間に、病院の内外でさまざまな行事があり、その様子の一端はこの紙面に綴られている。その中、救急隊員に原稿を  

 依頼したところ快諾してもらい、「合同救急研修会開催」の文章となっている。ありがとうございました。 

 何をするにも良い季節となったが、季節の変わり目、皆さん、ご自愛の程を。  （福田） 

○最近１ヶ月、コンビニ弁当のお世話になった。自分で作るより遙かにおいしい。そして、2～3分で「チン」と出来上がり、後片

付けもゴミ箱へポイするだけの手軽さ。しかし、その代償は･････。ラクして高カロリー、ご想像下さい。（森口る） 

編集後記 

 

 平成２５年９月７日土曜日に第７回上天草看護専門

学校同窓会をホテルニューオータニ熊本で開催いたし

ました。 

 上天草看護専門学校は創立４８周年を迎え、卒業生

は今年度で1,465人になりました。准看コース8名、進学

コース27名、看専コース83名、学校長や恩師の先生方7

人をお迎え、合計125名の参加があり、盛大に同窓会が

開催できましたことを心よりお礼申し上げます。 

 講演会には、岡崎光洋先生をお迎えし、「近代の日

本で看護職として働くことの意義」について講演をし

て頂きました。会場全体が笑いに包まれ、貴重な講演

会もあっという間に終了してしまいました。 

 引き続き、懇親会が開催されました。 

 上天草看護専門学校同窓生

が一堂に再会し、恩師の先生

方を囲み、過ぎし日々の思い

出や近況、将来の夢などにつ

いて語り合いました。 

 卒業以来、久しぶりに会う

同級生が「あ～全然変ってな

いねー、昔のままね～」など

と話しをしているのです。昔

のままと言うことは絶対あり得ませんが、でも、そこ

は同級生です、時間は20代の頃の私たちにタイムス

リップしていました。 

 上天草看護専門学校同窓生、年代は違っても同じ学

校を卒業したもの同士の楽しい語らいも、時間が過ぎ

るのも忘れてしまう程でした。 

 これまで33年の長い間、同窓会会長として同窓生を

まとめてこられた前会長に労いと感謝を申し上げま

す。これから自分たちが出来るかが心配ですが、先輩

方に指導を仰ぎ、また、同窓生に協力していただい

て、これからも上天草看護専門学校が益々発展するよ

う力を注いで参りたいと思いますので、よろしくお願

い申し上げます。 

上天草看護専門学校同窓会新会長  森本 輝美 
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10月  診療案内 

内   科 
 代謝内科 

 消化器内科 

 呼吸器内科 

  

樋口 定信 

坂本 興美 

和田 正文 

 

村本 啓 

大村 信正 

和田 正文 

山城 武司 

 

天神 佑紀 

坂本 興美 

大村 信正 

石田 隼一 

 

村本 啓 

 

志摩 清 

樋口 定信 

和田 正文 

山城 武司 

石田 隼一 

前田 幸佑 

(石田 隼一) 

坂本 興美 

山城 武司 

天神 佑紀 

 

応援医師 

 

循環器内科  脇田 富雄 

前田 幸佑 

脇田 富雄 

前田 幸佑 
脇田 富雄 

脇田 富雄 

前田 幸佑 
脇田 富雄 

４日 

※ペースメーカー外来は（３、６、９、１２月）に行います。 

小児科  田原 正英 田原 正英 田原 正英 田原 正英 田原 正英  

外科・肛門外科  

消化器外科 
福田 誠 城野 英利 

福田 誠 
／ 

蓮尾 友伸 
城野 英利 蓮尾 友伸 

 

整形外科  藤松 晃一 上原 悠輔 藤松 晃一 胤末 亮(午後) 

（久米慎一郎） 

藤松 晃一 25日 

※毎週木曜日（予約制）は午後２時から午後５時まで診察を行います。 

産婦人科  姫野 隆一 姫野 隆一 姫野 隆一 姫野 隆一 姫野 隆一  

耳鼻咽喉科 － 熊大 － － 熊大 
4日 

18日 

眼科  竹下 哲二 竹下 哲二 － 竹下 哲二 竹下 哲二 17日熊大

代診 

18日 
※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。 

皮膚科 － － － 尹 浩信 －  

泌尿器科 － 小川 愛一郎 － － －  

超音波・ 

内視鏡センター 

蓮尾 友伸 

城野 英利 

石田 隼一 

福田 誠 

蓮尾 友伸 

城野 英利 

和田 正文 

石田 隼一 

福田 誠 

蓮尾 友伸 

（坂本 興美） 

城野 英利 

石田 隼一 

(村本 啓） 

 

歯科・口腔外科  福田 敏博 福田 敏博 福田 敏博 福田 敏博 福田 敏博  

※午後は、１時～４時３０分まで受付けます。 

新患担当 

月 火 水 木 金 休 診 日 

※診療受付時間は午前８時３０分～１１時３０分まで行います。 

※脳神経外科は月２回（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） 

※内科は、火・木の午後５時～午後６時まで診療を行います。 

※木曜日の内科山城医師の外来は午前と午後３時～午後６時まで診療を行います。 

教良木診療所 応援 大村 信正 坂本 興美 樋口 定信 応援 前田 幸佑 

山城 武司 

（第2･4） 

村本 啓 

 

竹下 哲二 － 樋口 定信 

(大村 信正) 
御所浦診療所応援          

                午前 

－ 村本 啓 － － 天神 佑紀 午後 

御所浦北診療所 応援  

   （午後のみ） 

樋口 定信 

（第1･3） 

山城 武司 

（第2･4） 

－ － 大村 信正 － 

（10時～) 


