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上天草市立上天草総合病院 地域医療支援部
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（代）
URL ： http://www.cityhosp-kamiamakusa.jp/
Eメール ； kamiama@cityhosp-kamiamakusa.jp

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。

発行責任者：地域医療支援部長 福田 誠

新年のご挨拶
病院長
新年おめでとうございます。
今に向き合い、何をつくってい
くか、皆様それぞれに想いを新
たになさっていることでしょ
う。病院も昨年1 年つくってきたものをもとに、こ
の1年を工夫していくことになります。
●新春の新校舎
新春から喜ばしいことは、看護学校新校舎が完成し
講義も新教室で、学生生活も個室に替わった新寮で始
まっていることです。今月予定されている入学試験に
優秀な志願者が多数殺到するであろうと期待していま
す。病院にとっても上天草市にとっても学習意欲に燃
える若者たちの存在は宝といってよいでしょう。
●上天草総合病院地域連携会議
病院を中心にした地域連携会議を昨年7月から毎月
第3木曜に開催させていただきました。そして、この1
月には2回目の全体会議を開く予定です。この会議
は、入院施設を持つ病院が医師会の先生や介護施設の
スタッフからの求めに応えるため不可欠です。また病
院が治療とともに退院支援を行っていくうえでケアー
マネージャーさんをはじめとした皆さんとの関係づく
りに不可欠です。
●ＤＰＣ制度と地域包括ケア病棟
病院は昨年からＤＰＣ制度に参加し、地域包括ケア
病棟をつくりました。そのわけは国の医療制度がこの
２つを中心に展開されているからです。
●支払われた医療費から医療内容がわかる
前者は医療費の支払い制度であり、国内の主要な病
院が参加しています。ところで医療費がどれだけ支払
われたかという記録から、患者さんの診療内容を知る
ことができます。そこで高性能の計算機を使い、医療
費の記録を全国規模で集計処理することで、医療の現
状を把握分析することができます。じつは国の医療政
策はこの手法を用いて、つくられているのです。
●ＤＰＣ制度で医療レベルがわかる

坂本 興美

わたしたちにとってはＤＰＣ制度に参加すること
で、病院の医療レベルが日本の標準的な内容と比べて
どの位置にあるのかを知ることが出来ます。
●在宅は自宅に限らない
地域包括ケア病棟をめぐる規則から知ったことは、
国の政策で強調される在宅医療が必ずしも、自宅だけ
を指しているわけでないことです。つまり地域包括ケ
ア病棟からの退院先が自宅はもちろん、特養や養護老
人ホームに有料老人ホームやグループホームそれに在
宅復帰機能強化加算を算定されている有床診療所も、
いずれも在宅復帰となります。つまり病院と医師会の
先生や介護施設のスタッフが協力することは、制度上
からも不可欠なのです。
●介護分野の変化もはじまる
今年は医療分野の変化に加えて介護分野の変化が、
国の政策で予定されています。そのため上天草市で
は、高齢者が介護の必要な状態にならないために、介
護保険の事業所に加えてそれ以外の事業所も事業に係
わるための準備をされています。また国では、現在介
護保険が使われている療養型病床を廃止して別の施設
にするための議論もはじまっています。
●行政と医療と介護の連携
医療分野でマスコミ報道された地域医療構想での病
床削減の議論も先行きが不透明ななか、介護分野での
変化もまだまだ不透明です。でも大事なことは健康と
安心な街の上天草市つくりに、行政と医療と介護みん
なが力をあわせる関係つくりだとおもいます。
●子供たちから大人高齢者への働きかけ
昨年11月子供たちを対象にした健康フェアーを上天
草市と一緒にアロマで開催したことは、貴重な経験で
した。こどもたちとともに親御さんが参加され、おじ
いさんやおばあさんも参加されました。健康イベント
のひろがりとしては、これまでになかった経験でし
た。住民のちからをもらう新しいかたちとして今後に
生かしていけると思います。
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上天草看護専門学校

新校舎紹介
副学校長

上天草看護専門学校は、昭和４０年に准看護師教
育からスタートし、昭和４６年に看護師２年課程に移
行。昭和５２年に看護師３年課程にコースを変更し、
現在に至っています。今年度、創立５１周年を迎えま
した。建物は４０年以上が経過しており、老朽化が進
んでいることから建て替えを行なうこととなりまし
た。
新校舎の建築に向けて、平成２６年より校舎の移
転準備が始まり、１２月に仮校舎である旧大道小学校
に移転しました。翌年２月から旧校舎の解体工事、１
１月には地鎮祭、そして新校舎の工事が始まり、平成
２８年１１月１８日に竣工、１２月１７日に落成式を
挙行いたしました。
落成式には、約１２０名の出席があり、衆議院議
員 園田博之様、熊本県知事 蒲島郁夫様の祝辞の
後、工事関係者への感謝状贈呈、久寿玉開破等が行わ
れました。落成式後は、校舎の内覧会等を行ないまし
たが、これまでに副学校長を務めておられた３名の先
生方から、「立派な学校になりましたね。」と言葉を
いただきました。
新校舎は、５階建てで１階と２階が学校、３階か
ら５階が女子寮です。正面玄関は、２階までの吹き抜

森

益子

けとなっており、中庭を正面に開放感のあるホールに
なっています。１階に会議室や職員室、１、２年生の
教室、保健室、図書室等があります。特に図書室は、
学生がいつでも本を手にとって文献検索や自己学習な
どができるようにオープンになっています。２階は、
３年生教室、実習室および在宅看護実習室、研究室、
講堂等があります。３階から５階の女子寮は、個室で
室内には洗面台、風呂、トイレ、洗濯機、エアコンを
備えてあり、各階に学生同士の交流とくつろぎの場と
して談話コーナーがあります。また、５階には不知火
海を臨みながら、食事ができる学生食堂があります。
校舎全体が広く明るい空間づくりがなされており、学
生が楽しく充実したキャンパスライフが送れるように
なっています。
１月からいよいよ新校舎で授業を開始します。歴史
ある上天草看護専門学校がこれからも市民の皆様に信
頼され、地域に貢献できる学校となりますよう取り組
んで参りたいと思いますので市民の皆様にはご支援、
ご協力を宜しくお願い申し上げます。
現在、一般入試の入学願書を平成２９年１月１３
日（消印有効）まで受け付けています。看護の道を目
指しておられる皆様のご応募をお待ちしております。

在宅看護実習室
教

室

女子寮（全室個室）

食堂（厨房）
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第7回上天草総合病院地域連携会議の開催について（ご案内）
今回で７回目となる上天草総合病院地域連会議は、講師に玉名地域にある和水町立病院 総看護師長 松川
美鶴様をお招きして講演会を開催することといたしました。和水町立病院 地域連携室で院内の病床管理と
近隣の病院や福祉施設等との連携、関係づくりに手腕を発揮されており、その取り組みについて事例を交え
て講演していただく予定です。
日時

平成29年1月19日（木）

場所

上天草総合病院6階講堂

場所

演題
講師

19：00～20：00

「地域での連携工夫 ～シームレスな関係づくりを目指して」
和水町立病院 総看護師長
松川美鶴 様
※参加ご希望の方は、地域医療支援課までお問合せください。

がんサロン「アクアマリン」 持ち寄り食事会を開催しました
12月23日（祝日）に、がんサロン「アクアマリン」
を開催しました。
毎年12月は、豪華な茶話会や手作り料理会などイベ
ントを開催しており、今回はメンバーが1品以上持ち
寄りで食事会をすることとなりました。
みんなそれぞれに得意料理を持参して、テーブルに
食べきれない程のご馳走が並びました。私は手抜きし
て、１ヶ月前からサンドイッチを予約注文して準備万
端のはずが、予約日間違いで何も持参できない事態と
なりました。しかし、ご馳走を目の前にしては申し訳

ない気持ちよりも食欲が勝り、遠慮なく美味しくいた
だきました。（R.M）

研修会・勉強会の行事予定表
１７：３０～ 当院６階講堂

１月４日（水）

学研・基礎研修）見逃さない！心電図の異常波形

１月１０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１２日（木）

糖尿病教室
1.糖尿病の検査の話
2.検診について
3.食事指導

１３：１５～ 当院６階講堂

１月１８日（水）
１月１９日（木）

１月２７日（金）

代謝内科 守田雄太郎
保健師
管理栄養士

学研・中堅研修）チームで関わるリハビリテーション

１７：３０～ 当院６階講堂

１９：００～ 当院６階講堂
上天草総合病院地域連携会議（全体会）
「地域での連携工夫 ～シームレスな関係づくりを目指して」
講師
和水町立病院 総師長 松川 美鶴 様
１３：００～ 当院６階講堂
がんサロン

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
○新年明けましておめでとうございます。
今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。
今年もまた、「あこう」をお届けいたします。医療連携の情報共有ツールとして役に立てればと願っております。
投稿大歓迎です。お気づきの事がありましたら、ご連絡おねがいします。（福田）
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１月
内

科
代謝内科
消化器内科
呼吸器内科

循環器内科

診療案内

月

火

水

木

坂本 興美

和田 正文

樋口 定信

樋口 定信

坂本 興美

和田 正文

溝部 孝則

坂本 興美

溝部 孝則

溝部 孝則

古川 祥太郎

古川 祥太郎

中村

和田 正文

古川 歩生

熊大代謝内科

古川 歩生

守田 雄太郎

応援医師

石井 正将

前田 幸佑

－

山村 智

田原 正英

田原 正英

太造

古川 祥太郎

金

休診日

※1月からは、毎週木曜日は休診となります。

小児科

田原 正英

田原 正英

田原 正英

下記の時間帯も小児科診療を行います。ただし、来院前に必ずご連絡をお願いします。
土・日・祝日(10：00)
1/1㈰～3㈫、1/7㈯、1/14㈯、1/21㈯、1/28㈯
夕刻診療(17:00～17：30) 1/1㈰～6㈮、1/10㈫～13㈮、1/15㈰～20㈮、1/22㈰～27㈮、1/29㈰～31㈫
1/1㈰～6㈮、1/9㈪～13㈮、1/16㈪～20㈮、1/23㈪～27㈮、1/30㈪～31㈫
準夜診療(19:30)

外科・肛門外科
消化器外科
整形外科

福田 誠

城野 英利

福田 誠
／
蓮尾 友伸

藤松 晃一

上原 悠輔

藤松 晃一

城野 英利

蓮尾 友伸

【午後2時～】
木内 正太郎

藤松 晃一

（岩橋 頌二）

※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。
※5月より毎週火曜日の診療開始は10時20分から、受付は11時までとなります。

産婦人科
耳鼻咽喉科
眼科

姫野 隆一

姫野 隆一

姫野 隆一

姫野 隆一

姫野 隆一

－

熊大

－

－

熊大

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

－

泌尿器科

－

超音波・
内視鏡センター
歯科・口腔外科

－
小川

愛一郎

－

尹 浩信

－

－

－

－

蓮尾 友伸

福田 誠

城野 英利

福田 誠

福田 誠

城野 英利

蓮尾 友伸

和田 正文

蓮尾 友伸

城野 英利

福田 敏博

福田 敏博

福田 敏博

福田 敏博

福田 敏博

応援

古川 祥太郎

※午後は、１時～４時３０分まで受付けます。

教良木診療所

応援

樋口 定信

御所浦診療所

応援

竹下 哲二
（午前）

中村

太造

応援

※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。
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