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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。 

 

 地域医療連携通信 

上天草市立上天草総合病院 

２０１４（平成２６年）４月号（第９０号） 

 この度、関係各位の皆

様のご推薦、ご好意によ

り第42回医療功労賞を受

賞しました。  

この賞は私一人で受賞で

きたものではなく、昭和

39年7月の病院開設以来50年にわたり、地域の皆様

や行政その他のご支援、ご協力を頂きながら、天

草の過疎地で地域医療を守り、地域に貢献してき

た当院および関連施設の活動を評価していただい

たもので、全職員の代表としての表彰だと思って

います。この場をお借りして関係者の皆様、職員

の皆様に感謝申し上げます。 

 この医療功労賃（読売新聞社主催、厚生労働

省、日本テレビ放送網後援、エーザイ株式会社協

賛）は、国内外の厳しい環境の中、長年にわたり

献身的に活動してきた医療徒事者を表彰するもの

で、今年で42回目になります。上天草市では龍ヶ

岳町樋島の故本田二郎先生が離島・へき地医療で

平成2年の第18回医療功労賞を受賞されています。 

今回の全国表彰は国内部門が16人、海外部門が1

人で、3月14日東京・帝国 ホテルで表彰式があり

ました。当日は午前中に表彰式と記念パーティー

があり・、午後皇居宮殿・長和殿（松風の間）で

天皇皇后両陛下にご拝謁を賜る、この上ない栄誉

に授かりました。その上、拝謁後退室される際に

両陛下から直接お言葉をおかけいただき感激しま

した。 

今回の受賞を機に、私が勤務する残された期

間、上天草総合病院が今まで以上に地域の皆様に

愛される病院になり、地域住民の健康増進と地域

の活性化に貢献できるよう微力ながらできる限り

の努力をしていく思いを新たにしています。  

最後に、これまでの27年間にお世話になぅた多くの皆

様に改めてお礼と感謝を申し上げます。  

 

病院事業管理者病院事業管理者病院事業管理者      樋口樋口樋口   定信定信定信   
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  私たちは都市でも農村でも海や山でも、毒を放出

する生物の危害を受ける危険にさらされています。

昆虫の多くは刺し、魚や植物は毒の棘があります。  

これらの毒には、単なるかゆみから強烈な痛み、腫

れ、毒によるアレルギーでショックを起こし重態に

陥る人や、人命にかかわることがあります。  

今回ポイズンリムーバーに出会い、用具を工夫し

代用品をつくり、実際に使用したところ、症状が悪

化することなく苦痛を軽減することができました。 

低コストで簡単につくることができて、誰にでも使

えて便利と考えます。 

ポイズンリムーバーとは、大小4種類の吸引カッ

プがあり、これを注射器に似た本体（吸引器）に

セットし刺し口に当てて毒液を吸引し体外に除去し

ます。 刺した後、人の体内に針を残す毒虫などに有

効です。（￥3150） 

工夫した処置具は5mlと10mlの注射器をチューブ

（3cm）でつないだ物で 使用法は5mlの注射器を刺し

口に当て10mlの注射器で吸引します。  

教良木診療所通院中の患者様で、毒虫被害に遭っ

た方に聞き取り調査を行いました。  

結果、  

・年齢差男女差は特になく季節的には春から秋口

まで いつでも何処でも経でも被害に暮う可能性

がある（伽歳の女性は街中の大型店で井い物中

蜂に刺されショック状態になり「このまま死ぬ

かと思った」と帯される）  

・刺し口は顔・頭・手足など露出部位が多い  

・刺されたときの主症状は痛み・痒み・発赤・腫

脹が出現する、刺されてすぐに処置具を使うと

痛み・痒みは5分以内に消失し発赤・腫脹は軽

く，苦にならない  

 ムカデの多くは夜～深夜に出没するので、何度も

被害に遭われる方には処置具を貸し出し、役に立っ

たと喜ばれました。  

 

蚊・蜂・蛇など毒虫、毒魚に刺されたら蚊・蜂・蛇など毒虫、毒魚に刺されたら蚊・蜂・蛇など毒虫、毒魚に刺されたら   
〈ポイズンリムーバーとの出会いと処置具の工夫〉〈ポイズンリムーバーとの出会いと処置具の工夫〉〈ポイズンリムーバーとの出会いと処置具の工夫〉   

教良木診療所教良木診療所    星田みちよ星田みちよ  尾上鶴江尾上鶴江  

  萩原智子萩原智子    松本清美松本清美  

４月１日付 

 産 婦 人 科 部 長     桑原 三郎 

 教良木診療所長兼内科医師   國友 耕太郎 

  内  科  医  師     下村 茉希 

３月３１日付 

 内  科  部  長   石田 隼一 

 教良木診療所長兼循環器内科医長 前田 幸佑     

 内  科  医  員 村本 啓 

 内  科  医  員 天神 佑紀 

新任医師紹介 退 職 医 師  
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研修会・勉強会の行事予定表 

４月８日（火） マザークラス  
  おっぱいマッサージ・妊娠経過・母児同室について 

１３：３０～ 当院６階講堂 

４月１１日（水） 糖尿病教室 １３：１５～ 当院６階講堂 

４月２５日（金） がんサロン  １３：３０～ 当院６階講堂 

４月１８日（金） 心臓リハビリテーション教室 
「心臓リハビリテーションとは」 循環器内科部長 脇田富雄 先生 

１３：１５～ 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：TEL0969-62-1122（代表）』までお問い合わせ下さい。 

○ 

 

編集後記 

      パールラインマラソンの応援パールラインマラソンの応援パールラインマラソンの応援   

 午前８時からマラソン前の健康相談をおこない、１０時にスタートする

ランナーのみなさんの安全な完走を応援しました。天草郡市医師会上天草

部会の活動です。 
２人の市役所の保健師さんと辻崎さんと前田さんに宮崎さんの３人の看護

師さんそれに医師の福田先生とわたしが担当しました。 
 走るまえの血圧測定をしました。なかには遠方から来られて今朝の降圧

剤服用を忘れたため血圧がたかいかたがおられましたので、出発まで念入

りにウオーミングアップをお勧めしました。そして直前に再測定されたと

ころ幸い正常範囲におさまり、気持ちよく走りだされました。健康マラソ

ン元祖のパールラインマラソンにふさわしいやりとりでした。出発前とは

いえその場でかわすお話は、ランナーが各地からいらしているだけに楽し

いものでした。結局８０名のかたが健康相談にみえました。 
なお病院職員の参加も家族ぐるみを含めれば４０人あまりでした。 

病院長病院長    坂本坂本  興美興美  

３５期生！夢に向かって羽ばたけ！！３５期生！夢に向かって羽ばたけ！！３５期生！夢に向かって羽ばたけ！！   

平成26年3月3日のひな祭りの日に第35期生38名が

上天草看護専門学校を巣立っていきました。こう

やって無事卒業できたのも、お忙しい中に講義や実

習でご指導いただいた講師・病院職員の皆様、そし

て、実習で受け持たせていただいた患者様、そっと

見守って下さった御家族の皆様のお陰です。本当に

ありがとうございました。 
初々しかった1年次の文化祭では、美しく女装した

男性陣を中心にAKBのダンスを披露しみんなを楽し

ませてくれました。2年次には、担任の似顔絵をクラ

スTシャツにするなどのサプライズがあり、感動の

あまり涙することもありました。3年次は8ヶ月間に

わたる領域・統合実習とめまぐるしい日々を頑張っ

てきました。挫折しそうになった時もあったと思い

ますが、同じ目標をもつ仲間が側にいて、支え合い

ながら乗り越えることができたのではないでしょう

か。後半は看護師国家試験全員合格に向けて、クラ

ス全員が一丸となって取り組むことができました。

これは、国試対策委員が率先して活動してくれたお

陰です。感謝しています。 
2月16日には103回看護師国家試験を無事受験する

ことができました。あとは3月25日の合格発表を祈っ

て待つのみです。それぞれ就職、進学と別々の場所

へ進んでいきますが、上天草看護専門学校の卒業生

としての誇りをもちこれから大きく羽ばたいていっ

て下さい。 
今までたくさんの感動をありがとう！！ 

看護学校専任教員看護学校専任教員    山下山下  利香利香  
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４ 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 

 

國友 耕太郎 

大村 信正 
和田 正文 
山城 武司 

 

國友 耕太郎 

坂本 興美 
大村 信正 

 
 

下村 茉希 
 

志摩 清 

樋口 定信 
和田 正文 
山城 武司 

 

國友 耕太郎 
 

坂本 興美 
山城 武司 

 
 

応援医師 

 

循環器内科  脇田 富雄 脇田 富雄 脇田 富雄 脇田 富雄 脇田 富雄  

※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    (午後) 

（久米慎一郎） 

藤松 晃一 18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 
桑原 三郎 

姫野 隆一 
姫野 隆一 
桑原 三郎 

姫野 隆一 
桑原 三郎 

姫野 隆一 
（桑原 三郎） 

 

耳鼻咽喉科 － 熊大 － － 熊大 7日㈮ 

眼科  竹下 哲二 竹下 哲二 － 竹下 哲二 竹下 哲二  

※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 

福田 誠 
蓮尾 友伸 

城野 英利 
和田 正文 

福田 誠 
蓮尾 友伸 

福田 誠 
城野 英利 

 

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） 

※内科は、火・木の午後５時～午後６時の診療は予約制のみとなります。 

※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 國友 耕太郎 

山城 武司 
（第2･4） 

下村 茉希 
 

竹下 哲二 － 樋口 定信 
(大村 信正) 

－ 下村 茉希 － － (樋口 定信) 
(下村 茉希) 

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 － 

御所浦診療所応援          
                午前 

午後 

（10時～) 


