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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 

２０１５（平成２７年）１月号（第９９号） 

◆顔見知りになれてうれしいです 

 地域包括ケアシステム構築や多職種連携をテーマとし

た会合が昨年は数多く開催されました。おかげさまでた

くさんの方々とお会いできました。そして驚きました。

上天草市内で医療福祉介護の各事業所の方々がたくさん

活動されていることを知ったからです。会合を開催して

くださった天草郡市医師会上天草部会会長の島田先生や

上天草市役所健康福祉部部長の野崎さんはじめ関係のみ

なさんのおかげです。 

◆上天草市はひろーい 

 それぞれの会合で直接お話しできた方々には限りがあ

りますが、次に仕事でご一緒する時には、この出会いが

ずいぶんの助けと励みになるものです。 
 それにしても、かくも多くの事業所、かくも多くの

人々の活動があることには、今更ながら驚きました。そ

して、さらに上天草市といっても端から端まで車でも１

時間かかるほど広域であることを再認識しました。 

◆個別の課題をめぐって院内の多職種連携や地域の多

職種連携が出来上がる 

 個々の入院患者さんの退院支援に取り組むことで必然

的にネットワークが出来上がります。従来このネット

ワークづくりは各部門の努力に任されていました。それ

を改めました。結果、治療の基礎となる栄養状態や日常

生活能力の評価と再構築に栄養士やリハビリ専門職が入

院時から関わります。また、退院後の暮らしを可能にす

るための介護サービス利用の方策を実現するため、地域

連携室の担当者が患者さんのケアマネージャーと一緒に

取り組む流れになりました。 
 わたしたちは病院の理念のひとつに、退院後も安心し

て療養できる病院、と掲げています。このネットワーク

つくりこそ、病院の理念を担保するものと思っていま

す。 

 
 

◆開業の先生方や施設のみなさまとのネットワークつ

くりが最重要です 

 わたしたちの病院の医師は仕事の分担が病院内にとど

まりません。松島町の教良木診療所、御所浦島嵐口の御

所浦診療所、横浦島与一が浦の御所浦北診療所の診療を

行っています。また、病院の横にある老人保健施設きら

らの里、特別養護老人ホームで龍ヶ岳町の相生荘、御所

浦島の御所浦苑、松島町の養護老人ホーム和光園の各施

設入所者の健康管理も行っています。従ってこれらの中

だけで完結する多職種連携も少なくありません。 
 しかし、これら以外の開業の先生方から多くの患者さ

んをご紹介いただきます。あるいはこれら以外の施設か

らご紹介をいただきます。開業の先生方や施設のみなさ

まとのネットワークづくりが最重要です。これは個々の

事例毎にできていくものでしょう。 

◆窓口は地域連携室です 

 病院の医事課長を兼ねている男性職員の東矢と二人の

女性職員の堀江と森口が担当しています。そしてそれぞ

れの事業所のケアマネージャーさんとは頻繁に連絡をと

らせていただいているところです。 

◆地域包括ケアシステムのなかの病院の役割 

 病院の仕事をしていて思うことがあります。開業の先

生方は常々お一人で仕事をされています。だからこそ夜

間や日曜祝日の受け持ち患者さんの様子を特に気遣いさ

れるであろうということです。それは平日夕方あるいは

週末金曜日の午後に先生方から患者さんをご紹介いただ

くとき、感じます。夜間あるいは週末を患者さんが不安

なく療養できるようにとの先生方の思いです。 
 病院は複数の医師でしかも交代で治療にあたることが

できます。この点こそ病院が開業の先生方にもっとも貢

献できることです。地域包括ケアシステムのなかで病院

の大切な役割と認識しております。 

◆みなから愛される上天草総合病院でありますように 

                  上天草市で暮らす一番の応援が上天草市で暮らす一番の応援が上天草市で暮らす一番の応援が   

                              医療・福祉・介護の連携医療・福祉・介護の連携医療・福祉・介護の連携   

                                                病院長病院長病院長      坂本坂本坂本   興美興美興美   

   

上天草市立上天草総合病院 地域医療連携室 

  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/ 

   Eメール ； kamiama@cityhosp-kamiamakusa.jp 

   発行責任者：地域医療連携室長 福田 誠 
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第３５回熊本診療情報管理懇話会を終えて第３５回熊本診療情報管理懇話会を終えて第３５回熊本診療情報管理懇話会を終えて   

情報管理室主任  森口 元気 

 平成２６年１

１月２９日に松

島総合センター

アロマにて第３

５回熊本診療情

報管理懇話会を

開催しました。

熊本診療情報管

理懇話会は、平成１０年に熊本県における診療情報

管理士を中心とした診療情報管理に携わる有志で立

ち上げられた懇話会です。当院からは懇話会幹事２

名、会員２名が本懇話会に携わっていることもあ

り、今回は当院主催で上天草の地で初の開催となり

ました。講演は診療部長兼内科部長の和田医師にて

「熊本県におけるマダニ媒介疾患～最近の話題と診

断・予防～」と題してありました。事例報告は、①

「外来待ち時間短縮に向けての苦悩」～敵は交通機

関にあり～、②「診療録管理体制加算１取得とサマ

リー完成率向上の取り組み」、③「電子カルテ導入

の経過報告」～紙からの脱却～について、当院で

行っている取り組みを中心に発表を行いました。当

日天候の悪さと地理的に遠方となるため、開催に不

安もありましたが約４０名２２病院の参加があり、

盛況の下終了できたことに感謝致します。 

 また、懇話会終了後には懇親会が開催され、他病

院の方との情報交換・共有ができたことで今後の業

務の大きな力となりました。今後は、懇話会だけで

なく天草圏内でも同職種で情報交換ができるような

場を他病院の方と協力して構築して行きたいと思い

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当院の診療情報管理室 業務内容 

①診療情報の管理 

 診療記録の量的質的点検・監査による診療記録の

質確保、退院時サマリーの疾病コーディング、診

療情報の貸出・診療情報開示 

②各種データ作成 

 ＤＰＣ厚生労働省提出データの作成（ＤＰＣ準備

病院）、ＮＣＤ手術症例登録、循環器疾患診療実

態調査、その他アンケート調査 

③各種統計・がん登録・情報分析 

 疾病統計・患者標準統計・院内がん登録 

   姫戸医院姫戸医院姫戸医院   
      院長 竹中 研治 先生 

 住所 熊本県上天草市姫戸町姫浦2544-6 

      電話 ０９６９－５８－３５８３     

 「いつも大変お世話になり、まことにありがとう

ございます。」これは、私から上天草総合病院への

診療情報提供者の書き出しです。本当に、いつもお

世話になっております。患者様の精密検査、入院治

療など、無理なお願いにも拘らず、快く引き受けて

いただき、本当にありがとうございます。 

当院は、私の父である先代院長の竹中善治郎が、

昭和40年代に開業しました。当時も、岡崎禮冶初代

院長先生をはじめ、スタッフの皆様に大変お世話に

なっていました。父の最期も、平成18年当時に勤務

されていた内科の櫨川岩穂先生に、看取っでいただ

きました。 

 私も、高校生でl回、大学生で1回入院させていた

だきました。まだ、現在の竜ヶ岳統括支所の建屋

で、今となっては懐かしい思い出です。高校生の時

は、季節が秋で、ラジオからオフコースの「秋の気

配」が良く流れていたのを覚えています。 

 このように、公私ともに、ひとかたならずお世話に

なっており、普段は十分にお礼の言葉も伝えられて

おらず、恐縮に思っております。樋口定信先生、坂

本興美先生ならびに、スタッフの皆様に、重ねて感

謝を申し上げるとともに、皆様の益々の御健勝と上

天草総合病院の益々の御発展を祈念しております。  

寄 稿 
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研修会・勉強会の行事予定表 

１月７日（水） S-QUE院内研修1000’Eナース 
「家族を支援する看護 急性期における家族ケアのポイント」 
       講師；立野 淳子 氏（山口大学大学院医学系研究科） 

１７：４０～ 当院６階講堂 

１月９日（金） 糖尿病教室 
 1. 健診の話（健康管理センター） 
 2. 健康長寿のために、気を付ける優先順位（山城）    

１３：１５～ 当院６階講堂 

１月２１日（水） S-QUE院内研修1000’Eナース 
「看護師が主導するカンファレンスの進め方  
            ～ファシリテーションスキルを中心に」 
   講師；篠田 道子 氏（日本福祉大学社会福祉学部 教授） 

１７：４０～ 当院６階講堂 

２月７日（土） 天草地区 摂食・嚥下研修会 
 ※詳細は添付資料をご覧ください。 
         申込み締切 １月１６日（金）まで 

１３：３０～１７：００ 
 松島総合センターアロマ 

１月１３日（火） 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 

１月１４日（水） 熊本糖尿病ネットワーク研究会in天草圏 
     コメンテーター  山城 武司 

１８：４５～ 天草市民ｾﾝﾀｰ 

１月１６日（金） 心臓リハビリテーション教室 
 動脈硬化について   
    講師；副院長兼循環器内科部長 脇田 富雄 

１３：３０～ 当院６階講堂 

１月３０日（金） 特別講演 S-QUE院内研修1000’Eナース 
 医療の安全に関する研修 
   「医療安全とリスクコミュニケーション」 

１７：００～ 当院６階講堂 

１月２８日（水） 上天草市医師薬剤師学術講演会 
 「逆流性食道炎のお話」    
   演者；済生会熊本病院 江口洋之先生 

１７：００～ 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。 

冬のクリーン作戦冬のクリーン作戦冬のクリーン作戦   

編集後記 

○新年明けましておめでとうございます。この一年が、皆さまにとってよき年でありますよう、心よりお祈り申し上

げます。今月号は嬉しいことに、近くの開業医の先生に記事を書いて頂きました。ありがとうございました。他の

施設にも引き続きお願いしたいと考えております。(福田) 

 

 １２月６日（土）午前８時より恒例の冬のクリーン作戦を行いま

した。寒空の中、外からホースを手に窓ガラスに水をかけて汚れを

洗い流し、また、室内では窓とブラインド、エアコンなどの汚れを

拭き取りました。掃除した後の窓ガラス越しに見た海の景色はいっ

そう輝きを増して見えました。 

 これで、また新しい１年を清々しい気持ちで迎えられそうです。 
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１ 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 

 

下村 茉希 

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  

※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  

※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  

眼科  粟井 麻衣子 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 － 15日㈭ 

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  

※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 坂本 興美 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) 


