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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）８月号（第１４２号） 

上天草市立上天草総合病院 地域医療支援部 （直通） 

 電話：０９６９-５４-７３７３ FAX ： ０９６９－６２－１５４７ 

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 

      赴任のご挨拶                    

内科   永田 洋介
な が た  よ うす け

 

みなさんこんにちは。今

年4月より内科医師とし

て赴任しました永田洋介

（ながたようすけ）と申

します。自治医科大学を

卒業後、熊本赤十字病院

での勤務を経てこちらに

着任致しました。現在は

内科全般について勉学に

励んでおります。月曜

日、火曜日、金曜日の外来の他、腹部エコー、内視

鏡検査、施設往診や検診業務にも携わっておりま

す。 

 私の出身は人吉・球磨地方で、小さい頃より地域

医療に関わる機会は多く、小さい頃にお世話になっ

た先生方の白衣姿に憧れて医師を志したのを今でも

覚えています。そのような憧れの先生、先輩方と共

に一緒に仕事が出来ることに感謝しつつ、自分自身

も先輩方のような素敵な医師を志しています。 

 また、地域ならではの「人の温かさ」や「人との

繋がり」を大切にしながら医療を行うことを日々心

掛けており、患者様とは話しやすい関係性を築き上

げ不安を解消出来るように努めております。 

自 身 の 専 門 領 域 と し て は、総 合 診 療 科 (General 

Practice)、総合診療医(General Practitoner, Generalist)を目

指しております。 

総合診療医という言葉に馴染みがない方もいらっ

しゃるとは思いますが、総合診療医とは、患者様の

心身の健康面、家族関係、就労状況なども含めて患

者様、患者様背景を多角的に診て、その人が望む暮

らしを送れるように、あらゆる専門医や協力者と連

携しその解決に当たります。基本的臨床能力はもち

ろんのこと複眼的な診断能力が必要とされる難しい

職業です。自分自身が総合診療医としての役割を

100%果たせているとはまだまだ思ってはおりません

が、出来る限り患者様に対して多角的なアプロー

チ、理想の総合診療医に近づけるように日々努力し

ている次第です。 

 ここ天草の地には、小さい頃から観光では幾度と

なく訪れており素晴らしい海を眺めながら仕事が出

来ることを嬉しく思います。まだまだ若輩者で至ら

ない点も多々あるとは思いますが、これからもどう

ぞよろしくお願い致します。見かけられましたらお

気軽にお声掛けください。  
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病院創立５４周年を迎えて 

 昭和３９年７月１日に７０床からの出発。数えて５４年を迎えられることは、大変喜ばしいことです。また、
先人の方々には、敬意を表すと共に感謝の言葉しかありません。 
 天草大水害の被災、公営企業法全部適用の受入れ等幾多の苦難を乗り越え現在があると思います。 
 現在の病院は平成３年に１９５床で新たに船出をし、築２７年を経ているところです。旧病院で２７年、現在
の病院で２７年が経過、何がしかの古を感じさせる節目の年ではないでしょうか。上天草市の最南端に位置し、
５４年もの齢を重ね、地域の人たちにとっては無くてはならない、かけがえのない病院です。 
 医師をはじめ、看護師、薬剤師、病棟助手等々全てのスタッフが一丸となり病院を支えています。もちろん、
ご利用いただいている地域の方たちのご理解、ご協力あっての病院だと感謝しているところです。 
 これからも地域のために、そして地域に愛され続ける病院でありたいと思うところです。 
 未来永劫に亘り地域に貢献できる病院、創立１００周年の良き日を迎えられるようにと願っています。 
 

事務長 〇尾﨑 忠男 

平成３０年度 接遇優秀者表彰 
地域医療支援課長 〇東矢 義光 

職員による接遇優秀者の投票を６月２５日～６月２９日で行い、７月２日にＴＱＭ(Total Quality Management)
委員会にて開票いたしました。結果は下記の通りで、今回は新人部門の吉村先生・永田先生・船曳先生の得票数
争いが見ものでした。コメディカル部門では井上さんが見事５連覇を達成です。優秀者には７月１１日の病院創
立５４周年記念日に表彰を行い、表彰状と粗品を進呈させて頂きました。 

 

 

 
 
接遇表彰を行うことにより、褒めるときは褒め、見習うべきところは見習い、職員一人ひとりが常日頃より接遇
向上を心がけるきっかけになる事を願っております。 

医師・看護師部門   コメディカル部門   新人部門 

１ 外来 東川 佳奈枝 １３票   １ 放射線 井上 昇一 １８票   １ 医局 吉村 文孝 ４９票 

夏だ、ウィンドサーフィン！  
専任教員 〇溝口 浩子  

天草はすっかり夏の空になり、海山が恋しい季節となりま

した。 
上天草看護専門学校では、看護学生に天草の海を体感して

もらおうと、約２７年前から学校行事としてウィンドサー

フィンを行っています。ウィンドサーフィンとは、サーフ

ボードのような板の上にカラフルなセイル(帆)をつけ、その

セイルが受ける風の力を利用して走るウォータースポーツで

す。 
７月１３日の午後、白戸海水浴場には看護学生４２名と、

指導してくださった上天草総合病院職員とウィンドサーフィ

ン愛好家の皆さま７名が集まりました。セイルボードの足の

置き方やセイルの上げ方、進み方や方向転換の方法を教えて

頂き、殆どの学生が初心者でしたが、３０分もすると数名の

学生は風に乗って海面をスイスイ進んでいけるようになって

いました。セイルボートから海に落ちることを『沈(ちん)』

と言うそうです。スイスイ海を進んでも、また『沈』をして

も、海岸には大きな歓声があがりました。 
 今回、ウィンドサーフィンを行うにあたって指導して頂い

た皆さまには、当日の午前中の暑い中、荷物の搬入や準備な

どしていただきました。また１週間前の豪雨の影響で流木が

流れ着き、濁った海を何度も見に行ってくださったと聞きま

した。このように学校行事を行えるのは、陰で支えてくださ

る皆さまのおかげだと感謝しております。本当にありがとう

ございました。  
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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、地域医療支援課『TEL0969-54-7373（直通）』『TEL0969-62-1122（代表）』 

までお問い合わせ下さい。 

編集後記 

研修会・勉強会の行事予定表 

８月１日（水） 
学研・基礎研修） 
 よくある誤薬を防ぐ手順とハイリスク薬の与薬時の注意点 

１７：３０～ 当院６階講堂 

８月９日（木） 感染症学術講演会 
「性感染症のトピックスと対策  

～梅毒大流行は何故起こり、どうすれば抑えられるのか！？」 

   岡山県環境保健センター 所長 岸本 寿男 先生          

１８：１０～ 当院６階講堂 

８月１５日（水） 学研・中堅研修） 
 早期発見・支援できる！最新糖尿病治療と透析予防 

１７：３０～ 当院６階講堂 

８月２１日（火） メンタルヘルス研修会 
１７：３０～ 当院６階講堂 

８月２４日（金） 
がんサロン  

１３：３０～ 当院６階食堂 

８月２日（木） 
接遇勉強会 

１７：３０～ 当院６階講堂 

８月２４日（金） 心臓リハビリテーション教室  
 「日常生活について、たばこの害について」 

１３：３０～ 当院６階講堂 

〇今年の夏は西日本豪雨の後に、酷暑が続く。「命に関わる危険な暑さ」と熱中症に対する厳重な警戒が

報道されている。まだまだ暑い日が続くが、夜には日に日に虫の声が高まっている。夏の中に秋がすでに

始まっている。（福田）  

 学術講演会のご案内 

    【特別講演】 

 

     「性感染症のトピックスと対策 

  ～梅毒大流行は何故起こり、どうすれば抑えられるのか！？」 

 

       岡山県環境保健センター 所長 岸本 寿男 先生 

  日 時 ２０１８年８月９日（木） 

      １８：１０～１９：１０ 

  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 

病院内外からの多数のご参加を 

お願いいたします。 
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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 

永田 洋介 

熊大代謝内科 

和田 正文 

溝部 孝則 

吉村 文孝 

永田 洋介 

樋口 定信 

担当医 

吉村 文孝 

中村 太造 

樋口 定信 

溝部 孝則 

和田 正文 

守田 雄太郎 

担当医／永田 

溝部 孝則 

永田 洋介 

担当医 

担当医 

 

 ※8/2㈭、3㈮の溝部副院長の外来診療は休診となります。  

※8/2㈭、23㈭の和田内科部長の外来診療は休診となります。  

※8/15㈬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  脇田 富雄 脇田 富雄 － － 脇田 富雄 
8/17㈮ 

小児科  船曳 哲典 熊大 船曳 哲典 熊大 船曳 哲典 
 

外科・肛門外科  
消化器外科 

福田 誠 城野 英利 
蓮尾 友伸 

 ／ 
福田 誠 

城野 英利 大堂 雅晴 

 

整形外科  
藤松 晃一 上原 悠輔 藤松 晃一 

【午後2時～】 

 國武 真史 

（井戸川 友樹） 

（胤末 亮） 

藤松 晃一 

 

※毎週木曜日（予約制）の受付時間は、午後1時30分から午後4時までです。 
※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    ※しばらくの間休診となります。  
 

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 
8/13㈪ 

 

※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。 

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 

蓮尾 友伸 

福田 誠 

城野 英利 

和田 正文 

蓮尾 友伸 

福田 誠 

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、13時～16時30分までの受付です。 

※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 吉村 文孝 

御所浦診療所 応援                       
竹下 哲二 
（午前） 

    


