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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 

２０１７（平成２９年） １０月号（第１３２号） 

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 

   発行責任者：地域医療支援部長 福田 誠 

  上天草総合病院と上天草市の共催により、下記のとおり「上天草けーな健康 

 フェア2017」を開催します。 

 小学生から参加可能で、血圧・血糖測定、動脈硬化測定やお子様が医師、看護師、薬剤師 

等に変身して記念撮影が行えるイベントブース等をたくさん用意していますので、ご気軽にご

来場ください。 
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 今年度2回目となる、上天草総合病院地域連携会議

を、平成29年9月21日19時から、上天草総合病院６階

講堂で行いました。 
今回は姫戸・龍ヶ岳地区、天草地区の医療福祉関連施

設の方々を対象に、医師や薬剤師、看護師、介護支援

専門員、相談員および上天草市福祉課からと多職種の

方々に参加して頂きました。 
 最初に、当院の地域包括ケア病棟が発足して1年経

過したことから、「地域包括ケア病棟の経過報告」を

担当相談員の東矢が報告を行いました。ケア病棟への

入棟は、ほとんどが当院の一般病棟からで、他院から

の転院も数例あったこと。退院した9割の方が自宅退

院であったこと。退院前のカンファレンスや自宅改修

のための訪問を行っていることなどが発表されまし

た。 
 続いて、参加者全員が自己紹介を兼ねて、日頃、当

院や地域に対する連携についての感想や要望を述べて

頂きました。 
 その中で、「病院外での看取り」が地域連携の主要

な問題、との指摘があり、施設における家族との話し

合いや、ICTネットワークによる情報の共有化、遠隔

（離島）での死亡確認に関することも討議され、さら

なる学習が必要と思われました。 

 その後、各施設の利用状況（空き状況や待機状態）

を報告して頂き、今回の連携会議を終了しました。 
 昼間の仕事の後にも拘わらず、多くの方々にご参加

いただきました。有意義な時間となりましたことを感

謝申し上げます。ありがとうございました。 
 
 次回は、平成30年1月18日㈭（19時から20時まで、

当院6階講堂）を予定しております。事前にご案内申

し上げますので、ご参加のほど、よろしくお願いしま

す。  

   地域医療支援課 部長  福田 誠   

平成平成平成292929年度第年度第年度第222回上天草総合病院地域連携会議のご報告 回上天草総合病院地域連携会議のご報告 回上天草総合病院地域連携会議のご報告    

看護学校2階講堂で『 第７回熊本県視能訓練士の

会 』が開催されました。 

 今回のテーマは「 へき地医療 」について。特別講

演は『 へき地医療から考える三歳児健診視覚検査の

これまでとこれから 』と題し、当院視能訓練士の蕪

龍大が講演いたしました。また教育講演は『 上天草

市役所インターンシップでの経験～今後の官学連携の

可能性～ 』と題し、熊本大学大学院の穴井茜先生に

講演をしていただきました。 

会の終了後には看護学校の食堂をお借りして懇親会

も開催いたしました。当日は天気にも恵まれ、食堂か

ら見える龍ヶ岳の島々と海の大パノラマに、参加者の

皆様がカメラのシャッターを切る音がしばらく鳴りや

みませんでした。 

本会を通じて、県内各地の視能訓練士の皆様に天草

地域の健診業務の現状を知っていただくと同時に、私

自身も自分にできることは何なのか考える良い機会と

なりました。今後も県内の視能訓練士の皆様との交流

を深め、連携して、様々なことに取り組んでいきたい

と思います。 

 本会の開催にあたり、看護学校の先生方をはじめ多

数の方々にご協力いただきました。この場をお借りし

てお礼申し上げます。  

      視能訓練士視能訓練士視能訓練士      川下川下川下   晶晶晶   

熊本県視能訓練士の会が開催されました！ 熊本県視能訓練士の会が開催されました！ 熊本県視能訓練士の会が開催されました！    
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○秋分の日を過ぎ、夜の時間が長くなった。 
 明治天皇の「秋夜」と題した御製がある。 
 「秋の夜の長くなるこそ楽しけれ 見る巻巻きの数を尽くして」 

 明治天皇様が、秋の夜に何冊もの読書を楽しまれているご様子が伺える。 

 テレビのスイッチを切って、自分も本を 披くよう心掛けたい。（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 

１０月４日（水） 
学研・基礎研修） 

 カテーテル関連 尿路感染管理を身につけよう 
１７：３０～ 当院６階講堂 

１０月１７日（火） 
心臓リハビリテーション教室 

１３：３０～ 当院６階講堂 

１０月１８日（水） 学研・中堅研修） 

 廃用症候群、サルコペニア、フレイルへの対応 

 ～患者さんの人生を左右する看護師にできるｱﾌﾟﾛｰﾁ～ 

１７：３０～ 当院６階講堂 

１０月２６日（木） 
生活習慣病予防教室  「肺炎の話」 

１３：３０～ 当院６階講堂 

１０月２７日（金） 
がんサロン 

１３：３０～ 当院６階講堂 

            北消防署東天草分署北消防署東天草分署北消防署東天草分署   山下山下山下   晃生晃生晃生   

   救急研修会を終えて救急研修会を終えて救急研修会を終えて   

平成18年に東天草分署へ初めて配属されてから10年

以上が経過しました。4年間の東天草分署勤務後、中

央消防署、北消防署勤務を経て平成２６年から２回目

の東天草分署勤務も早3年が経過し、上天草総合病院

の皆様とのお付き合いも合計７年が過ぎようとしてい

ます。思い起こせば10年前に「懇親会を開催したいの

ですが・・。」の一言から様々な事を共有出来たと

思っています。症例検討会、硫化水素対応訓練、上天

草市防災訓練、ＢＬＳ講習会、暴言暴力行為を繰り返

す患者への協力体制等々。中でも一番思い出に残って

いるのは救急救命士の病院実習を承諾して頂き、病院

に宿泊しながら実習を行った事です。あの実習のおか

げで当直の先生・看護師の方々とお話しが出来、現在

の顔の見える関係が構築されたと感謝しています。 

 今回の研修会も恒例の行事となり参加人数が年々増

加している傾向です。近年救急車の出動でも要請が増

えてきたマダニ関連疾患について和田先生にご講義頂

き、我々の活動においても多いに参考になる内容であ

りがたく思っています。また、消防側の活動報告とし

て九州北部豪雨への緊急消防援助隊の派遣や普段の消

防業務内容について報告する事が出来ました。研修会

終了後には、恒例になっている懇親会も開催され、病

院の皆様と交流する事ができました。これほど数多く

懇親会を開いていただいている病院は他にはないと

思っています。この懇親会はこれからも継続し、より

一層交流を深め、その交流の和が救急業務の発展へ繋

がってくると信じています。 

 最後に熊本地震や九州北部豪雨等に見て取れるよう

に大規模災害が近年頻発している状況です。いつ天草

で大規模災害が起きてもおかしくない状況であるた

め、今後益々の協力体制が必

要であると思っています。そ

のために病院の皆様と今まで

以上に顔の見える関係を築き

上げて行きたいと考えていま

す。これからもどうぞよろし

くお願いします。 

編集後記 
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１０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 

 

樋口 定信 

担当医 浩太郎 

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） 

 

 ※10/6㈮の古川祥内科医長、古川歩内科医長の外来診療は休診となります。 
※10/27㈮の樋口名誉院長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 

10/12㈭ 

※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 
10/6㈮ 
10/20㈮ 

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 
10/12㈭ 
10/13㈮ 

※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。 
※10/10㈫,10/11㈬は熊大医師による代診となります。 

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 中村 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） 

    


