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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。 
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1 984年、熊本名産の「からしレンコン」をお

土産に買って帰った方たちの11人が食中毒で

亡くなるという事件が起こりました。原因はボツリ

ヌス菌という細菌の毒素による呼吸筋麻痺でした。

当時はお土産用のからしレンコンの中には真空パッ

クしてあるものがありました。ボツリヌス菌は酸素

がないところで繁殖するという性質があるため、真

空パックによってかえってボツリヌス菌が増えて毒

素がたくさん作られてしまったのが理由でした。 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   顔⾯痙攣          

             上肢・下肢痙縮 

こ のボツリヌス毒素が持つ筋肉をマヒさせる

という作用を逆手にとって、治療に使おう

というのがボツリヌス毒素（ボトックス）療法で

す。現在、健康保険適応とされている疾患には眼瞼

痙攣・片側顔面痙攣、斜視、痙性斜頸、2歳以上の

小児脳性麻痺患者における下肢痙縮に伴う尖足、上

肢痙縮・下肢痙縮があります。収縮して硬くなって

しまった筋肉にボツリヌス毒素を注射してほぐして

あげるというのが治療の原理です。 

本 来毒である薬剤であるため、使用にあたっ

てはそれぞれの疾患ごとに講習を受け認可

を受けた登録医のみが注射できることになっていま

す。上天草総合病院では現在4名の医師が登録医と

なっており、治療できる疾患は医師ごとに下記のよ

うになっています。外来診療日がそれぞれ異なりま

すので、注射を希望される患者さんは担当医の診療

日をご確認のうえ、受診されてください。なお、健

康保険適応外となる顔のしわ取りやワキガの治療は

行っておりません。 

 

 

 

 

 

ボツリヌス毒素（ボトックス）療法についてボツリヌス毒素（ボトックス）療法について  

 副院長兼眼科部長副院長兼眼科部長    竹下竹下  哲二哲二  

医師 治療できる疾患 

竹下 哲二 

【眼科】 
眼瞼痙攣・片側顔面痙攣 

福田 誠 

【外科】 
上肢痙縮・下肢痙縮 

溝部 孝則 

【内科】 

上肢痙縮・下肢痙縮 

痙性斜頸 

眼瞼痙攣・片側顔面痙攣 

上原 悠輔 

【整形外科】 

上肢痙縮・下肢痙縮 

痙性斜頸 
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「お・も・て・な・し」があらゆる所で取り上げ

られていますが、病院においても例外ではありませ

ん。当院でも患者サービスや接遇は重要項目で、蓮

尾事業管理者も本年度の病院目標として「挨拶をし

ましょう」を挙げておられているところです。 

TQM（Total Quality Management）委員会にお

きましても、職員一人ひとりが日頃より接遇向上を

心がけるきっかけづくりとして、接遇優秀者選出を

毎年行っています。今年も6月下旬に「医師・看護

師」「コメディカル」「新人」の三部門において全

職員に推薦投票してもらい委員会で集計し結果は以

下の通りです。 

各部門1位には、7月13日の病院創立53周年記念式

典のなかで病院長より表彰していただきました。 

また、同日の7月13日には天草市民センターにて

医療接遇セミナーが元キャビンアテンダントを講師

として開催され、病院からも5名が参加しました

が、好評で2回目も是非参加したいとの声もありま

した。 

翌週の7月18日には富田薬品医薬営業部次長の西

村幸司様を講師に迎え、病院全体の接遇勉強会を開

催し、約100名の職員参加がありました。基本的な

挨拶・表情・態度に加え、職員3名に前に出てもら

い笑いも交えながら電話対応のロールプレイングも

行ってもらいました。 

 講演内容に「たった一人の職員の対応が、その患

者様にとっては病院全体の評価になる」とありまし

た。職員一人ひとりがそれぞれ接遇力を向上し、病

院を利用される全ての方に満足いただけるように、

今後も委員会活動を進めて行きたいと思います。 

 

接遇優秀者表彰と接遇勉強会接遇優秀者表彰と接遇勉強会  

  ＴＱＭ委員長  東矢 義光 

          

 
 

 

 

学術講演会のご案内学術講演会のご案内  
 学術講演会が下記の通り開催されます。日常診療にお役立ていただける講演ですので、院外からも多数のご参

加お待ちしています。 

   日 時  2017年8月10日(木） 18：15～19：30 

   会 場  上天草総合病院 6階講堂 

 座長  診療部長兼内科部長  和田 正文 

【特別講演】「最近話題の感染症について、その対策は」 

                    岡山県環境保健センター 所長 岸本 寿男 先生  

【接遇優秀者】 

 医師・看護師部門  田渕 美也子 

 コメディカル部門  井上 昇一 

 新人部門      古川 歩生 

   日 時  2017年8月31日(木） 18：30～19：40 

   会 場  上天草総合病院 6階講堂 

 座長  院長  蓮尾 友伸 

【特別講演】「中高年を襲う膝の病気と治療法」 

            京都大学大学院医学研究科整形外科学 教授 松田 秀一 先生  

第２弾 

第１弾 
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編集後記 

○７月6日は45年前の天草大水害の記念日だが、今年も丁度同じころ、福岡県と大分県を中心とする「九州北部豪

雨」により、多くの方が亡くなり、いまなお行方不明者の捜索が続けられている。梅雨明け後、連日の猛暑が続

く中、捜索に携わる方や被災地支援のボランティアの方々には頭が下がる。関係者皆様の健康と被災者の早期の

生活復興を祈念したい。 （福田）  

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、地域医療連携室までお問い合わせ下さい。 

研修会・勉強会の行事予定表 

８月２日（水） 学研・基礎研修）嚥下障害のある患者のための食事介助 １７：３０～ 当院６階講堂 

８月１０日（木） 感染症学術講演会 

「最近話題の感染症について、その対策は」 

   岡山県環境保健センター所長 岸本 寿男 先生 

１８：１５～ 当院６階講堂 

８月１６日（水） 学研・中堅研修） 

  全診療科必見！糖尿病を持つ患者さんの“療養行動  

  の実施に向けた理論”を活用したアプローチ 

１７：３０～ 当院６階講堂 

８月２５日（金） 心臓リハビリテーション教室 １３：３０～ 当院６階講堂 

 がんサロン １３：３０～ 当院６階 

８月３１日（木） 学術講演会「中高年を襲う膝の病気と治療法」 

       京都大学大学院医学研究科整形外科学  

               教授 松田秀一 先生   

１８：４０～ 当院６階講堂 

♪♪尺八＆ギター尺八＆ギター♬♬  コンサートコンサート  in in 上天草上天草  

～時代とジャンルを超えた尺八の詩人～～時代とジャンルを超えた尺八の詩人～ 
出演出演  岸本寿男（尺八）岸本寿男（尺八）  蓮見昭夫（ギター）蓮見昭夫（ギター） 

                                      ♪ポップス、日本の名曲、Ｆａｄｏ．．．♪ポップス、日本の名曲、Ｆａｄｏ．．． 

平成２９年平成２９年  ８月１０日（木）８月１０日（木）  １６：４５～１６：４５～  

      上天草総合病院上天草総合病院  １Ｆロビー１Ｆロビー 

                  入場無料入場無料  

岸本寿男（Ｔｏｓｈｉｏ Ｋｉｓｈｉｍｏｔｏ） 尺八 

１９５４年高知県生まれ。尺八奏者。医師。元国立感染症研究

所室長。現在、岡山環境保健センター所長。１３歳から尺八を

始め、都山流師範に。１９８０年代からギターと尺八のデュオを

結成しオリジナル曲の演奏を始める。  

蓮見昭夫（Ａｋｉｏ Ｈａｓｕｍｉ） ギター 

ジャズギター、ジャズ理論を井上博氏に師事。その後クラッシッ

クギターを、佐藤達夫氏に師事。高校卒業後から日本各地にお

いてサポート、スタジオミュージシャンとして幅広い音楽活動を

行う。  
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８ 月  診 療 案 内 

 月 火 水 木 金 休 診 日 
       

 

内   科 
  代謝内科 

  消化器内科 

  呼吸器内科      

樋口 定信 

和田 正文 

古川 祥太郎 

熊大代謝内科 

和田 正文 

溝部 孝則 

古川 祥太郎 

前田 幸佑 

樋口 定信 

担当医 

古川 歩生  

中村 太造 

樋口 定信 

溝部 孝則 

和田 正文 

守田 雄太郎 

溝部 孝則 

古川 歩生  

担当医 

樋口／古川(祥) 

（隔週交代） 

 

 ※8/25㈮の溝部副院長の外来診療は休診となります。 
※8/29㈫の前田医師の外来診療は休診となります。 

 

循環器内科  石井 正将 － 古川 祥太郎 － 西原 大貴 
 

小児科  － 熊大 － 熊大 － 
 

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 

福田 誠 
 （2.4） 
 ／ 

城野 英利 
（1.3.5） 

 

整形外科  
藤松 晃一 上原 悠輔 藤松 晃一 

【午後2時～】 

 林田 一公  

（井戸川 友樹） 

（胤末 亮） 

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。 
※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    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 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 － 
 

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 

古川 歩生 

蓮尾 友伸 

福田 誠 

古川 歩生 

城野 英利 

和田 正文 

蓮尾 友伸 

福田 誠 

古川 歩生 

蓮尾 友伸 

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。 

※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。 

教良木診療所 応援 担当医 応援 応援 応援 

樋口 定信 
／ 

古川 祥太郎 
（隔週交代）  

御所浦診療所 応援                       
竹下 哲二 
（午前） 

    


