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上天草市立上天草総合病院 地域医療連携室 

TEL・FAX  ：０９６９－６２－１５４７（直通） 

住所：８６６－０２９３ 熊本県上天草市龍ヶ岳町高戸１４１９－１９ 

電話：０９６９－６２－１１２２（代） FAX：０９６９－６２－１５４６ 

URL：http://www.cityhosp-kamiamakusa.jp/ 

発行責任者：地域医療連携室長 福田 誠 

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）１０月号（第９６号） 

平成26年4月の診療報酬改定において、急性期医療

後の受け入れをはじめとする地域包括ケアシステムを

支える病院の充実が求められています。当院におきま

しても9月末の亜急性期病床の廃止に伴い、10月1日よ

り「地域包括ケア病床」15床を５病棟に新設すること

になりました。つきましては、その概要を下記の通り

ご案内させていただきます。 

 

1.地域包括ケア病床とは？ 

 急性期治療を終了し、直ぐに在宅や施設へ移行する

には不安のある患者様に対して、リハビリや退院支援

など、効率的かつ密度の高い医療を提供する為に、国

から許可を受けた「在宅復帰支援の為の病床」です。 

 在宅復帰をスムーズに行うために「在宅復帰支援計

画」に基づいて、主治医、看護師、専従リハビリス

タッフ、在宅復帰支援担当者（医療ソーシャルワー

カー）等が協力して、効率的に患者様のリハビリ訓練

や在宅支援（相談・準備等）を行ってまいります。 

当院の地域包括ケア病床（15 床）  

  513号室(1床)  514号室(1床) 515号室(3床) 

516号室(3床） 517号室(3床） 518号室(4床) 

 

2.どんな場合に入床するんですか？ 

 急性期治療が終了した患者さまが対象となり、在宅

復帰等へ向けて経過観察やリハビリ・在宅復帰支援等

が必要な方が対象となります。 

 具体的には 

当院にてもう少し経過観察が必要になる方 

在宅復帰へ向けて積極的なリハビリが必要な方 

  在宅での療養準備が必要な方 

該当病床に入室後、状態に応じて入院期間は調整とな

りますが、最長60日以内での退院が原則となります。 

 

3.入院費用はどうなるんですか？ 

 国で定められた「地域包括ケア病棟入院管理料」を

算定します。 

費用は基本的に包括性（注射・投薬料・リハビリ・簡

単な処置・検査料等）となります。 

後期高齢者（75歳以上）の方は月の医療費の負担上限

が定められていますので、一般病棟の場合と負担上限

額は変わりません。 

 

上記のような患者さまの為に、当院では「地域包括

ケア病床」をご用意し、安心して退院していただける

よう努めてまいります。なお、「地域包括ケア病床」

へ転床して頂く場合、主治医が判断し患者様・ご家族

にご提案させて頂きます。ご了解頂いた患者様は地域

包括ケア病床へ移動し継続入院となります。 

   地域包括ケア病床のご案内地域包括ケア病床のご案内地域包括ケア病床のご案内   
～平成26年10月1日より「地域包括ケア病床」を新設します～ 

医事課長兼医療相談室長  東矢 義光 
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療養病棟（３病棟）では、レクレーションの一環

として、与一ヶ浦のアイランドスターズ（通称、お

やじバンド）をゲストにお招きし8/30の午後、コン

サートを開催しました。病院の患者・家族など、総

勢４０人程集まりました。 

赤とんぼの童謡から始まり、かぐや姫「神田川」

中島みゆき「糸」などホップな曲から、「親鸞様の

唄」、「母に捧げる唄」、与一ヶ浦の子供たちと先

生が作詞・作曲した「島を旅立つ時の唄」等々、老

若男女問わず楽しめる曲ばかりでした。特に「母に

捧げる唄」では、３病棟に入院中の患者Ｋさんは、

息子さんから直接生バンドでの唄を披露してもら

い、感動もひとしおのようで眼をうるませておられ

ました。他の患者さんもいつもはあまり見せないキ

ラキラした表情で聞き入っておられたのがとても印

象的でした。６人の島男が奏でる音楽と歌声は心に

しみ入り、こころが洗われ、私達スタッフも日頃の

労を忘れさせ活力にかえてもらうことができまし

た。わずか１時間足らずの時間でしたが、大盛況の

うちに幕を閉じました。 

コンサート終了後には、３病棟を代表して患者Ａ

さん（９１歳）がバンドとその家族の皆さんへ感謝

の気持ちをこめて歌を披露して、記念の集合写真を

撮りました。みんないい顔でしょう！ 

最後に、ボランティアとして快く今回の企画をう

けてくださったアイランドスターズとその家族の皆

さん。そして、あの職員食堂を素敵なミニコンサー

ト会場にしてくれた総務課のスタッフの皆さんに感

謝いたします。本当にありがとうございました。 

 

 

職場体験学習を終えて職場体験学習を終えて職場体験学習を終えて   
～姫戸中学校生徒さんよりお礼状をいただきました～～姫戸中学校生徒さんよりお礼状をいただきました～～姫戸中学校生徒さんよりお礼状をいただきました～   

      療養病棟夏祭り開催療養病棟夏祭り開催療養病棟夏祭り開催   

３病棟師長  緒方 美代子  

   姫戸中学校２年  

      木本 康太郎 

 

 職場体験学習では、病院

のいろいろなことを教えて

くださってありがとうござ

いました。 

 １日目は、検査室で患者さんの検査について詳し

く教えてくださったり、リハビリ室では、リハビリ

の方法や患者さんとの接し方を教えてくださいまし

た。 

 ２日目は、栄養科で患者さんの食事を作ったり、

流動食の仕分けをしたり、とても難しかったです。 

 ３日目は、看護師さんに付いて、介護をしまし

た。おじいちゃんおばあちゃんと話ができてとても

うれしかったです。３日間で学んだことを生かして

いきたいです。 

   姫戸中学校２年  

       溝口 達也 

 

 職場体験の中で一番心に

残ったのは、患者さんを考

えていることです。 

 リハビリや各病棟でも、患者さんの表情や動きを

見て、明るく話しかけているのが印象的でした。 

 栄養科でも、患者さん一人一人の食事を作ってい

て、すごいと思いました。 

 これから学校生活でも、相手のことを考えて行動

したいです。３日間ありがとうございました。 

9月9日（火）～11日（木）の3日間、毎朝、受付で

お見かけましたが、あいさつが爽やかで、礼儀正

しくとても好感がもてました。 
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研修会・勉強会の行事予定表 

１０月１日（水） S-QUE院内研修1000’Eナース 
「生活行動回復のための看護技術」 
     講師；紙屋 克子 氏（筑波大学名誉教授） 

１７：４０～ 当院６階講堂 

１０月１４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 

１０月１５日（水） S-QUE院内研修1000’Eナース 
 「病院看護師による在宅看護支援」 
講師；山田 雅子 氏（聖路加看護大学 看護実践開発研究センター長） 

１８：１５～ 当院６階講堂 

１０月１７日（金）  糖尿病・心臓リハビリテーション合同教室 
 1. 減塩について 
 2. 腎臓病の話 
 3. タバコの害 

１３：１５～ 当院６階講堂 

１０月２４日（金）     がんサロン １３：３０～ 当院６階講堂 

１０月２９日（水） 医療安全勉強会「誤薬対策」 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：TEL0969-62-1122（代表）』までお問い合わせ下さい。 

○野山が色づく季節になり、山に登りたい衝動にかられる。御嶽山の噴火は、季節も時間ももっとも美しい紅葉の山

が一転して登山者には地獄さながらの光景だったと報道されている。夏の豪雨にも見たように、我々は自然の脅威

の中で生活しているとあらためて思った。 （福田） 

 

編集後記 

 9月22日(月）午後2時から当院1階ロビーに於いて

クラッシックギターコンサートを開催しました。 

 木戸博義さんのギター演奏と安尾宣子さんの歌声

の澄んだ音色が心地よくロビーに響き渡りました。 

 七つの子、赤い靴、シャボン玉など、なじみの曲

に観客の入院患者さんやご家族、きららの里の利用

者さんも一緒に口ずさんでおられました。「素晴ら

しかった」「聴きに来てよかった」などの声も聴か

れ、穏やかな癒しのひと時を過ごしていただいたこ

とと思います。 

   クラッシックギターコンサート開催クラッシックギターコンサート開催クラッシックギターコンサート開催   

 

 

 

当院では創立５０周年を記念して大文化祭を下記の通り開催いたします。病

院職員、看護学生による展示、演奏、模擬店、健康相談など、様々な催し物

を計画しています。皆様方のご来場をお待ちしています。 

             記 

   日 時；平成26年11月1日（土） 午前10時開会 

   場 所；龍ヶ岳体育館 
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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 

 

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 10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 10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 31日㈮ 

眼科  粟井 麻衣子 竹下 哲二 竹下 哲二 竹下 哲二 竹下 哲二 10日㈮ 
31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 

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 10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) 


