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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）９月号（第９５号） 

 上天草医学懇話会が、平成26年8月26日(火)、亀

屋ホテル華椿に於いて開催されました。 

 上天草医学懇話会は当院の医師と天草地区、主に

大矢野と天草上島地区の開業医の先生方とが顔を付

き合わせ、懇親を深めることで、更に円滑な地域医

療を推進していこうと計画したもので，平成20年か

ら年に1回の頻度で開催しています。今回も天草郡

市医師会の先生方に御来場いただき、当院の医師お

よび看護師等合わせて約70名程の参加となりまし

た。ご参加いただきました先生方に、あらためてお

礼申し上げます。 

 今回の話題提供として演題１に当院の放射線科西

浦氏が今年2月に当院に導入された新しい血管撮影

装置を従来の装置の画像と比較しながら紹介しまし

た。また、天草メディカルネットによる当院のCTや

MRI検査を依頼した際の流れについてや来年に当院

に導入予定となっている64列のＣＴ装置についての

紹介もあり、先生方のお役に立てるように努めたい

との話がありました。 

 

 また、演題２として新規抗凝固薬NOACについて帝

京大学医学部内科 川杉和夫先生に講演頂きまし

た。従来の抗凝固薬ワルファリンに比して副作用の

出血が少なく、NSAIDsとの併用によるリスクもない

こと、またNOAC使用時のモニタリングなどを血液凝

固の基礎から分かり易く解説して頂きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 その後の懇親会では、短時間ながら、先生方との

交流ができました。 

 

 今後も地域の先生方との連携を推進し地域医療に

取り組みたいと考えておりますので、ご支援ご協力

をよろしくお願いいたします。 

 

 演題１  

 「最新血管撮影装置の紹介」 

    上天草総合病院 放射線科主任 西浦 裕典 氏  

 

 演題2  

 「血液凝固から考えた新規抗凝固薬の特徴  

  ～あなたの知らないNOACの凝固系に対する影響～」 

           帝京大学医学部内科学講座 

                         教授 川杉 和夫 先生 

      「上天草医学懇話会」開催「上天草医学懇話会」開催「上天草医学懇話会」開催   
            地域医療連携室長  福田 誠 
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去る8月1日、熊本県下に通う高校生18名の看護体

験が行われました。緊張したおもむきで白衣とナー

スキャップに身を包んだ高校生の皆さんはオリエン

テーションの後、各病棟で車椅子やストレッチャー

移送の体験、初めて触る聴診器を使って心臓の音を

聴いたり、血圧を測定したり、実際に患者さんの洗

髪、手足浴をスタッフと一緒に実施したりとさまざ

まな体験をしました。また、残念ながら新生児は前

日に退院していなかったのですが、分娩室の見学や

実物大の人形を使っての沐浴も行いました。なかに

はここで生まれたという高校生もいて助産師と和や

かな時間を過ごしていました。 

昼食を終え、午後からはリハビリ室や外来部門、

併設の介護老人保健施設きららの里を見学し、もし

かすると入学するかもしれない上天草看護専門学校

の見学と説明を熱心に受けていました。 

 最後に座談会を行い、自己紹介をしながら午前中

体験をしての感想を述べてもらいました。ほとんど

が看護師、放射線技師、管理栄養士などの医療従事

者を目指しての参加でした。また、今回の体験での

気持ちがさらに強くなったという意見が多く聞か

れ、私たちもうれしく思いました。また、今年の4月
に入職した新人看護師4名の現況報告に看護師の存在

が身近なものになったのではないでしょうか。 
 今回の看護体験を機会に看護師を是非選択肢の有

力候補として欲しいと願いながら一日を終了しまし

た。来年度は高校生の皆さんが着用するユニフォー

ムの新調も考慮し、更に画期的な体験ができるよう

計画していきたいと思います。 
 

 

上天草高校インターンシップを終えて上天草高校インターンシップを終えて上天草高校インターンシップを終えて         

          熊本県立上天草高校  

     普通科２年  下村 喬太                

 

 インターンシップをとおして、１日目は患者さ

んへの言葉や態度について、２日目は患者さんの

食事の陳列や患者さんによって食事の量や食材の

細かさが違うことについて、３日目はエコーや肺

機能検査、心電図、聴力検査など検査技師の体験

やリハビリ室では歩行訓練やリハビリをしている

患者さんたちの見学をさせていただきました。職

場の皆様が忙しいにもかかわらず、私たちに優し

く指導してくださる姿を見て、私も将来はどんな

に忙しくても優しく接することができる人間にな

りたいと思いました。 

 今後、３日間のインターンシップで学んだ「挨

拶」や「礼儀」の大切さを日頃の学生生活でも実

践していきたいと思います。 

          熊本県立上天草高校 

     普通科２年  生川 栄幸  

 

 インターンシップをとおして、１日目は患者さ

んの部屋移動やベッドメイキングなどの作業の仕

方について丁寧にご指導いただき、２日目は栄養

科に行き、普段食べることのできない栄養食の味

見をさせていただきました。また、野菜や果物を

調理し、一つ一つ作業の難しさや重要性を感じる

ことができました。３日目は、臨床検査室とリハ

ビリセンターへ行き、検査室では尿や血液の細胞

や細菌について調べ、リハビリセンターでは患者

さんと一緒にストレッチをしました。とても良い

経験となりました。 

 この３日間で挨拶の大切さを学び、日頃の学校

生活でも実践していきたいと思います。          

 

      高校生の一日看護体験を終えて高校生の一日看護体験を終えて高校生の一日看護体験を終えて   

４病棟看護師  田中 重美  
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研修会・勉強会の行事予定表 

９月３日（水） S-QUE院内研修1000’Eナース 
「チームで取り組む医療安全対策シリーズ 転倒転落リスクをめぐ
るインシデントアクシデント」 
 講師；藤原 喜美子 氏 
（東京慈恵会医科大学附属病院 医療安全管理部 医療安全管理室副室長） 

１７：４０～ 当院６階講堂 

９月９日（水） マザークラス   お産の経過と呼吸法について １３：３０～ 当院６階講堂 

９月１０日（水） 上天草地区糖尿病学術講演会 
 『合併症予防に向けた糖尿病治療の親展開』 
   熊本大学大学院生命科学研究部 糖尿病分子病態解析学 
          准教授  西川 武志  先生 

１８：１５～ 当院６階講堂 

９月１２日（金）  糖尿病教室 
1.脂質の話  2.やせやすい薬、やせにくい薬 

１３：１５～ 当院６階講堂 

消防署との合同研修会 １８：００～ 当院６階講堂 

９月１７日（水） S-QUE院内研修1000’Eナース 
 「病院における悪質クレームへの対応」 

講師；三木 明子 氏（筑波大学医学医療系 准教授） 

１７：４０～ 当院６階講堂 

９月１９日（金） 心臓リハビリテーション勉強会 
 「心臓リハビリテーションの検査について」   
               臨床検査技師  木下 博登 氏    

１３：３０～ 当院６階講堂 

９月２２日（月）   クラッシックギターコンサート 

           ギター奏者 木戸 博義 氏 

１４：００～ 当院１階ﾛﾋﾞｰ 

がんサロン １３：３０～ 当院６階講堂 

特別講演 S-QUE院内研修1000’Eナース 
 「看護必要度から新しい評価項目と手引きの理階」 

講師；三木 明子 氏（筑波大学医学医療系 准教授） 

１７：００～ 当院６階講堂 

９月２６日（金）     

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。 

○灼熱の太陽と真っ青な空に入道雲、といった例年の夏が今年は少なかった。42年前の天草大水害もかくやと思うほどの広島市の

豪雨による山津波で、驚くほど多くの犠牲者がでた。便利な世の中にあってもあらためて自然の猛威に畏れをなした。（福田） 

○ウォーキングを始めると決意。まずは恰好からとサウナスーツを購入し１日目スタート。順調に３日間は続いた。４日目小

雨で休み、それからは何だかんだと理由をつけて休み、近ごろでは「明日から始める」と言い続けている。（森口る） 

編集後記 

 今回、8月14日に行われた龍ヶ岳夏祭りに上天草総

合病院から救護班のボランティアとして参加しまし

た。 

 私は前半の17時から19時までを2病棟の東矢看護主

任と担当しました。祭り開始時は小雨も時折降って

おり、風も強く、約2千人の来客があるとのことで事

故が起きないか心配でしたが、幸いにも緊急を要す

る傷病者も発生せず無事に終えることができまし

た。 

 私は地元が熊本市のため、龍ヶ岳の夏祭り自体も

初めて参加したのですが、地元の方たちによる太鼓

や吹奏楽のステージイベントを見ることができ、楽

しい時間を過ごすことができました。また、地元の

実行委員の方や地域住民の方と関わることができ、

本当によい繋がりが出来たと思います。これからも

地域に根ざした病院の一員として協力し、町のみん

なでつくるお祭りを盛り上げていきたいと思いまし

た。 

      夏祭りボランティアに参加して夏祭りボランティアに参加して夏祭りボランティアに参加して   
外来看護師  上田 洋樹  
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９ 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 

熊大代謝内科 

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 22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 【午後2時～】 
 森山 弘朗   
（久米慎一郎） 

藤松 晃一 12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 

桑原 三郎 
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 12日㈮ 

眼科  粟井 麻衣子 竹下 哲二 竹下 哲二 竹下 哲二 竹下 哲二 17㈬～19㈮ 
熊大代診 

※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 

國友 耕太郎 

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 
下村 茉希 

 

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 5日㈮ 

※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時の診療は予約の方のみとなります。 

※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 応援 樋口 定信 応援 國友 耕太郎 

竹下 哲二 

山城 武司 
（第2･4） 

下村 茉希  － 

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～) 

（第１・３) 


