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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 

２０１８（平成３０年） ３月号（第１３７号） 

上天草市立上天草総合病院 地域医療支援課 

  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 

2月3日上天草総合病院6階講堂において「第36回上

天草総合病院学会」を開催しました。病院スタッフ、

看護学生、院外の方をあわせて170名の参加がありま

した。 

 学会に参加した人たちの感想として、「各分野での

頑張っていることがよくわかる機会だった」、「毎年

内容がある（深い）学会になっている」、「院内のス

タッフが発表を行い、そのバックアップを各Ｄｒがさ

れているので、学会として非常に面白く施設全体して

盛り上がりすばらしい学会だった。県内に向けての情

報の発信をするともっと患者さんの治療満足度が上が

るのでないかと思い、聞いていてワクワクした。今後

も続けて開催されることを期待します」といったもの

があり、大盛況にて終えることができました。 

 

 

 

 

プログラム 

Ⅰ．開会挨拶（8：30～8：35） 事業管理者兼病院長 蓮尾 友伸   

Ⅱ．演題発表 

第一群（8：35～9：20）  座長  内科医長 古川 祥太郎 

１，紅斑が目立たず診断困難であった日本紅斑熱の死亡１症例 

               内科 ○和田正文 

２，当院における日本紅斑熱の治療の実態   内科 ○和田正文 

３，三次元CT画像が有用であった眼窩異物の1例 

                                    眼科  ○竹下哲二 

４，翼状片と白内障の同時手術でトーリック眼内レンズを挿入した

症例の術後成績 眼科 ○橋本真佑 

５，「支え合う地域づくり」を目指して ～通いの場始めました～ 

                龍ヶ岳町在宅支援センター  ○林友野 

第二群（9:25～10：15）  座長 副看護部長 山中 小百合 

６，安心して眼科外来手術出しを行うための硝子体内注射マニュア

ル・手順書作成  ～上天草病院の場合～ 

                   外来 ○北垣絵里 

７，口腔ケアの実態調査と今後の課題について 

                  ２病棟 ○小浦満寿生 

８，排泄ケアを考える  ～排泄物のモレ対策を通して～ 

                  ３病棟○宮崎智子 

 

 
 

９，4病棟における転倒転落の状況分析と効果  

～転倒転落減少を目指して～ ４病棟 ○越口涼太 

10，地域包括ケア病棟における退院支援の現状  

～再入院患者を調査して～ ５病棟 ○植盛あずさ 

11，心不全再発高リスク患者に対する訪問看護の効果 

 心リハチーム会 ○堀江健一 

第三群（10：30～11：40）  座長  薬剤科長補佐 谷川之朗  

12，都市伝説の解明シリーズ第３弾 

    ～血液型は人生を左右するのか？ なりやすい疾患を探る～ 

              診療情報委員会 ○和田正文 

13，『きれいに使っていただきありがとうございます』の効果 

                きららの里 ○入口利香 

14，がんのリハビリはじめました 

           リハビリテーション科 ○小西友誠 

                  ２病棟 ○小崎博和 

15，リハビリ後にBCAAを摂取することで筋力や検査値に変化は現れ

るのか リハビリテーション科 ○寺中健太郎 

16，「上天草け～な健康フェア」活動報告と今後の展望 

     上天草けーな健康フェア実行委員会 ○尾崎忠男  

17，Amakusa Medical Students (AMS) 2017年 活動報告  

 熊本大学 薬学教育部 博士課程2年 ○今福匡司 

Ⅲ．講評（11:10～11：15）  事業管理者兼病院長 蓮尾 友伸 

第３６回上天草総合病院学会を開催して 

                     研修委員会  
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 1月29日、当院6階講堂にて、熊本大学大学院生命

科学研究部循環器内科学の辻田賢一教授と、同教室

の石井正将先生をお招きし盛大な講演会が開催され

ました。辻田教授は平成18年4月～平成19年3月ま

で、石井先生は平成29年1月～現在まで当院に循環器

科応援医師としてご勤務されています。まず石井先

生が『DOACのモニタリングについて～当科での取

り組み』と題して、リクシアナ等の新しい抗凝固剤

DOACと従来から使用されているワーファリンとの

出血イベント頻度の比較評価と新しい知見について

のご講演がありました。つづいて辻田教授からは

『循環器疾患と癌・炎症～腫瘍循環器病学への取り

組み』と題して、癌が担癌患者の血管の硬化を促進

するという事実を踏まえ、hsCRP( ハイセンスCRP )
が有効なモニターとなり得る等のご講演があり、心

血管に留まらない教授の発想と洞察力には感服する

のみでした。 
講演終了後の「リストランテ ミヤモト」のケータ

リングでの懇親会では、循環器内科教室からの外来

医師派遣のご厚情へのお礼と、今後の辻田教授への

全面的協力をお約束し閉会としました。 

特別講演会を開催して   

 前日の天気が嘘のように晴れ渡った絶好の旅行日和

の2月17日鬼池港から長崎を目指し出発！ 
 まずは、島原城の見学。修学旅行でみた島原城は

もっと大きかったようにも思いながら記念写真を撮っ

たり、早くもお土産を購入したり。続いては武家屋敷

跡の見学と楽しみな昼食。具雑煮に「ワー！お餅」と

言いつつも美味しく完食。 
 すこーし眠くなりながらも諫早干拓道路をドライ

ブ。目指すは、ランタンフェスティバル。 
 バスの中ではオリンピック観戦、フィギアスケート

の羽生君の演技の時に電波が悪くなることを想定した

運転手の宮崎さんのご厚意で一時停車して応援し、金

メダルを喜び一路長崎市内へ。 
 ランタンフェスティバルは自由行動、荷物を置いて

さあ出発。いろんなお寺を巡ったり、初めての立ち飲

みをしたり、中華街の人混みには迷子にならないよう

に必死、龍踊り・中国雑技をみてホテルに着いたらな

んと自走距離7㎞、お風呂とビールでリフレッシュ。 
 次の日は平和記念公園見学の後、一番楽しみな軍艦

島へ（朝からのビールも我慢して）。岩礁の上に作ら

れた人工の島の偉大さ、垣間見えるその島での生活に

胸が詰まり思わず涙がこぼれてしまうような話に感動

し、なんてすばらしい体験をさせてもらったのだろう

と感動の2日間。何十年かぶりの修学旅行のような楽

しい旅でした。  
 

2月20日火曜日夕方6時より第2回目の小児のフィジ

カラルアセスメントの講演会がありました。講師は

熊本大学附属病院新生児学講座特任教授の三渕教授

です。前回同様、軽やかな調子のお話から始まり、

前回の復習、小児の特徴や実際場面での具体的な事

例などを、本当につい今そこであったことのような

軽妙な話っぷりでしていただき、楽しく学ばせて頂

きました。また、看護学生さんにもよく理解できる

ようなわかりやすい説明で、バイタルの見方から小

児で起こりやすい症状まで教えていただきました。

中でも、看護師国家試験の問題や医師国家試験の問

題からのスライドでは自分の解答が合っている（当

たっている？）と、ほっとしながら聞かせていただ

き、時間があっという間に過ぎたように感じまし

た。 

 現在は、熊大の小児科より応援を頂き、小児の外

来診療を行っています。4月からは新しい常勤の先生

を迎えての診療になります。 

 今回の講演を実践の場に活かし、患者さんとご家

族が安心して受診 

できるようなサ 

ポートをしてい 

きたいですね。 
 

 

講演会「小児フィジカルアセスメント2」  

   を開催して   
事業管理者兼病院長 蓮尾 友伸    看護部長 森 こずえ   

 

互助会主催 長崎旅行へ行ってきました   

診療情報管理室  小松田 美十江   
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○今年の冬は積雪こそ少なかったが寒い日が続いた。そのような中、２月初旬から始まった冬のオリンピックで

は日本人の活躍、ことにカーリングやスピードスケートの女子の大活躍で盛り上がった。オリンピックが終わっ

てみると、日に日に温かくなり、梅の見ごろとなっている。寒かった分だけ、よけいに春が待たれる。（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 

３月６日（火） 
医療安全勉強会 

１７：３０～ 当院６階講堂 

３月７日（水） 学研・基礎研修） 

 多重課題にしない！正しい優先順位の考え方 

１７：３０～ 当院６階講堂 

３月１４日（水） 
中堅）人材育成におけるリーダーとは 

 ～ ﾌｧｼﾘﾃｰｼｮﾝで人とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝを円滑にする ～ 

１７：３０～ 当院６階講堂 

３月２３日（金） 
がんサロン 

１３：３０～ 当院６階講堂 

 特別講演会 

 熊本大学大学院生命科学研究部産科婦人科学分野  

               教授  片渕秀隆  先生 

１８：００～ 当院６階講堂 

３月８日（木） 
糖尿病教室 

１３：１５～ 当院６階講堂 

３月１５日（火） 
生活習慣病予防教室  たばこの話 

１３：３０～ 当院６階講堂 

編集後記 

 今年度も多くの方々に病院ボランティアとしてご協力頂きました。 

厚くお礼申し上げます。誠にありがとうございました。 

 平成29年6月 全日本建設交運一般労働組合（建交労）九州支部熊本分会上天草班 様 

       病院玄関周辺の剪定清掃作業をして頂きました。 

 平成29年10月 上天草市ボランティア連絡協議会龍ヶ岳町支部 様 

       ・シルバー人材センター 様 

      ・龍ヶ岳椿会 様 

      ・高戸ソーラン愛好会 様 

      ・フラ愛好会プアナニ 様 

      病院玄関周辺の草取り、草刈り等をして頂きました。    

 随 時    坂田百合子 様  佐々木富栄 様  片川けい子 様  片山ひろ子 様 

           新聞を折り込んで届けて頂きました。 

 毎週月・木  上天草市婦人会“つなぎあうちふれんの会” 様 

        病棟でお手伝いをして頂きました。  

     

              今後ともよろしくお願いいたします。  

    

病院ボランティアにご協力いただいた方々です 
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３ 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 

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 

中本 弘作 

樋口／古川(祥) 

（隔週交代） 

 ※3/5㈪,3/30㈮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 

3/8㈭ 

※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 － － － 
3/6㈫ 

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 
3/28㈬ 

※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） 

    


