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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 
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上 天草の皆さま初めまして、2月より小児科勤

務することになりました島袋といいます。琉

球大学卒、12年目の小児科医です。これまでの主な

勤務病院は、伊達赤十字病院（南北海道）、北見赤

十字病院（北北海道）、市立泉佐野病院（大阪）、

草津総合病院（滋賀）などです。一般小児科、

NICU、時間外救急、輪番、休日診療所等含め、一通

り良質な医療を実践してきました。そして今でも毎

日勉強を欠かさぬよう努めています。 

九 州は初めてなのですが、これまで通り良質な

医療を提供し、子供たちのために少しでも役

立ちたいと思います。大事な子供たちにどういう医

療を行うべきか、必要とあらばやるべき事を確実に

やって診断を付けることに全力を注ぎます。当然な

がら必要のないことは可能な限り避けるべきです

(無意味な医療被ばく、検査、処置、投薬等)。ご両

親は子供のことが心配で様々な不安、要望をもたれ

受診なさると思います。私は一番大事な、命にかか

わるような疾患、後遺障害が残るような疾患、予後

（その後の人生に影響を及ぼすような）にかかわる

疾患を決して見逃さずに、最良の医療を実践してき

ました。上天草でもこれまで通りに診療致します。

とはいっても、私の能力では診断がつかなかった

り、状態が悪化して集中管理を要する場合や、合併

症がコントロールできなくなったり、治療に対する

反応がよくない場合等には、より高度な医療を担う

病院にすみやかに相談し、場合によっては転送致し

ます（ヘリが可能ならヘリ搬送しますが、無理なと

きは救急車で2時間程かかる場合もありますのであ

らかじめご理解ください）。 

 また、ご両親の希望で他病院への紹介を要望の際

には、初期対応は確実にしつつご要望通りに紹介致

しますので、お気兼ねなくその旨を伝えてください

（受付にでもかまいません）。 

 

現 代社会ではインターネットがものすごい威力

をもっており、患者さんもネットで調べるだ

けで様々なことを理解できると思います。私の医療

がどういう医療なのか、客観的に評価してもしも疑

問があれば「ネットで調べたらこう書いてました

が・・・」「こう書いてありますがなぜ処方しない

のですか？」「もらった薬はここに書いてある量の

2倍の量なのですが大丈夫なんですか？」「なぜダ

イアップ処方しないんですか？」「ホクナリンテー

プは処方しないんですか？」「点滴は必要なんです

か？」等診察室で気軽に疑問を投げかけてくださ

い。その都度私が行う医療についてその根拠を説明

します。医師によって知識や経験、考え方も異なる

しまた、かつて正しい事とみなされ皆が行っていた

ことが、実際には意味のないこと、それどころか有

害事象を招くリスクを上げるだけだった等決して少

なくないのが医療の世界です。私自身もしも今行っ

ていることが疑問を呈するような状況になれば、速

やかに方針変更致します。

医者にとって重要な資質の

一つがその臨機応変な判断

力だと思うのです。目的は

ただ一つ、子供たちの健康

のために現時点で一番いい

と思われることを実践する

ことですのでどうかご理解

ください。 
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 平成28年2月20日（土）

に第34回上天草総合病院

学会を開催いたしまし

た。この学会は毎年1回開

催している恒例行事で、

病院および関連施設から

様々な発表をして頂いて

います。今回も院内外か

ら多くの参加があり、また演題も各部署から合計

20題発表して頂き、大変活発な議論が行われまし

た。普段の取り組みについての発表では、なかな

か見ることのできない各部署の活動について知る

ことができました。今後、多職種連携をより発展

させるために生かしていきます。また、これから

の上天草地域の医療を見据えた発表もあり、病院

全体でどのようなことに取り組んでいかなければ

ならないかを再度考えるきっかけとなりました。

学会中には、昨年に引き続き熊本大学博士課程教

育リーディングプログラム“HIGOプログラム”の

学生から「平成27年度上天草市行政インターン

シップ」についての報告がありました。HIGOプロ

グラムでは、実際に上天草市をフィールドワーク

で訪れ、市民の皆様から医療に関するご意見を伺

い、上天草地域の医療の発展のために何が必要か

ということを提案して頂きました。その一つに

「健康診断の受診率向上」というものがありまし

たが、病気の予防・早期発見は本当に大切なこと

ですので、今後病院としても力を入れていければ

と思います。非常に充実した学会となりました

が、また来年も多くの素晴らしい発表が出ること

を楽しみにしております。 

    

 

西九州大学  

健康福祉学部健康栄養学科   

 ３年 竹本 朱里さん 

西九州大学 健康福祉学部健康栄養学科   

   ３年 岩本 茉莉乃さん 

本病院で３週間実習させて頂き、多

くの職種や施設が連携して患者さん

の地域での生活に根差した医療が行

われれていると感じました。将来、

医師となるうえで貴重な体験ができ

ました。医師、看護師、その他のス

タッフの皆様、ご指導いただきあり

がとうございました。  

2週間という短い期間で、自

分の課題をみつけ、これか

らの学生生活に生かしてい

きたいと思います。 

熊本大学 医学部医学科 

 ５年 石本 飛馬さん 

実際の医療現場や調理場に入

り、いろんなことを体験する

ことができました。先生方が

優しく指導してくださったの

で充実した実習になりまし

た。ありがとうございまし

た。 

第３４回上天草総合病院学会を開催して第３４回上天草総合病院学会を開催して第３４回上天草総合病院学会を開催して   

                                                                  研修委員長研修委員長研修委員長      石塚石塚石塚   俊紀俊紀俊紀   

最初はとても不安でい

たが、先生方が丁寧に

指導して下さり、たく

さんのことを学ぶこと

ができました。 

3週間という短い期間です

が、自 分 の課 題 をみつ

け、達成していきたいと

思います。 

ﾒﾃﾞｨｶﾙｶﾚｯｼﾞ青照館 言語聴覚療法学科 

  ３年  児玉 有香さん 

ﾒﾃﾞｨｶﾙｶﾚｯｼﾞ青照館 理学療法学科 

  ２年  岩下 哲也さん 

ハートリハビリテーション勉強会での発表風景 



 

-3- 

研修会・勉強会の行事予定表 

３月２日（水） S-QUE院内研修1000’Eナース 
「急性期患者の呼吸におけるフィジカルアセスメント」 
 講師；有田 孝 氏（小倉記念病院 集中ケア認定看護師） 

１７：４０～ 当院６階講堂 

３月８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 

３月１０日（木） 糖尿病教室 １３：１５～ 当院６階講堂 

３月１５日（火） 接遇研修会 １７：３０～ 当院６階講堂 

３月１６日（水） S-QUE院内研修1000’Eナース 
「患者の声にならない訴えを看る～中枢神経系症状」 
 講師；西本 竜一 氏（東邦大学医療センター大森病院 主任看護師） 

１７：４０～ 当院６階講堂 

ハートリハビリテーション教室 
 ・非薬物療法について  
      講師 副院長兼循環器内科部長 脇田 富雄 
 ・４月からの医療費について              
      講師 医事課係長 江口 一 

１３：３０～ 当院６階講堂 

がんサロン １３：３０～ 当院５階図書館 

特別講演 S-QUE院内研修1000’Eナース 
 平成２８年度社会保険診療報酬改定 説明と解説 

１７：００～ 当院６階講堂 

３月２５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。 

編集後記 

○先日行われた熊本城マラソンに参加した。今般のマラソンブームの中、老若男女、健脚の人の多さに驚いた。さ

らに、寒風の中、沿道で声援を送る地元の人、ボランティアの多さにも驚いた。郷土愛を垣間見た、辛く楽しい

時間だった。 （福田） 

 今回、私は２月７日に松

島町今津の次郎丸嶽・太郎

丸嶽コースの救護ボラン

ティアに参加しました。そ

の日は晴天に恵まれながら

も寒い１日で、県内外から

100名を超える小学生～80代
の老若男女が集いました。参加者に（全員には行

き渡りませんでしたが）、夜間の睡眠状況や普段

の健康状態などを簡単に聴取し、出発を見届けま

した。正午過ぎ、次郎丸嶽山頂から峠を下る山道

で、滑落して足を負傷したという連絡が入りまし

た。骨折(疑い）も適切な知識をもって処置するこ

とが必要です。今回、緊急連絡網や体制が十分に

整っており、救急車・防災ヘリの連携も円滑に進

みました。その他にも、普段から降圧剤を服用し

ている方が出発後に気分不良を訴える症例もあり

ましたが幸い大事には至りませんでした。 

 私たち看護師は医療・看護を学びますが、教育

課程では設備も資材も人員も整った場所で働くこ

とを前提として教わります。そのため、野外で事

故に遭遇した際、適切に対応できる能力を持つ人

は限られていると思います。今後も標準化されて

いる心肺蘇生法や病院前外傷観察・処置標準化さ

れている野外活動におけるファーストエイド等の

教育を受け続け救護ボランティアに参加していき

たいです。 

上天草トレッキングフェスティバルの救護ボランティアに参加して上天草トレッキングフェスティバルの救護ボランティアに参加して上天草トレッキングフェスティバルの救護ボランティアに参加して   

                                                                  444病棟看護師病棟看護師病棟看護師      楠本 洋子楠本 洋子楠本 洋子   
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３ 月  診 療 案 内 

内    科 
  代謝内科 

  消化器内科 

  呼吸器内科  

坂本 興美 

和田 正文 

石塚 俊紀  

熊大代謝内科 

和田 正文 

谷口 純一  

応援医師 

樋口 定信 

坂本 興美 

 石塚 俊紀 

 石塚 志穂   

樋口 定信 

和田 正文 

石塚 俊紀  

守田 雄太郎 

坂本 興美 

中本 弘作  

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 
18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 
島袋 浩 

（田原 正英） 
田原 正英 

島袋 浩 

（田原 正英） 
田原 正英 

 

夕刻診療(17:00～17：30) １日㈫,３日㈭,４日㈮,６日㈰～11日㈮,13日㈰～17日㈭ は診療を行います   

  準夜診療(19:30) １日㈫,３日㈭,４日㈮,７日㈪～11日㈮,14日㈪～17日㈭ は診療を行います   

 ※島袋医師は3/11㈮～14㈪まで不在となります。 
※田原医師は3/18㈮午後～4/10㈰まで不在となります。 

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～】 

 久米慎一郎   

（岩橋 頌二） 

藤松 晃一 11日㈮ 
31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㈭ 
15日㈫ 

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 －  

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 

國友 耕太郎 

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。 

 

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） 

※歯科口腔外科は月～金の午後も診療を行います。 

※内科は木の午後５時～午後６時まで診療を行います。 

教良木診療所 応援 樋口 定信 坂本 興美 応援 応援 
石塚 俊紀  

（午前・午後）  

御所浦診療所 応援                       
竹下 哲二 
（午前） 

    

下記の時間帯も小児科診療を行います。来院前に必ずご連絡をお願いします。 


