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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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ヘルスケアタウンミーティングについて     

上天草市立上天草総合病院病院長 脇田 富雄 

 上天草総合病院では、病院理念として「信頼される

地域医療」を掲げております。 

 地域住民の皆様に、上天草総合病院を身近に感じ

ていただき、住民の皆様に信頼される病院を目指す

べく、本年度から始まった企画としてタウンミーティング

を開催させていただくことと致しました。開催の目的

は、地域住民と直接対話をする場・機会を設け、上天

草総合病院における医療の現状を住民の皆様に知っ

ていただき(当院各部署の紹介や当院で行っている取

り組みその他)、ご理解を賜りながら、医療の質の向上

を図り、地域住民に信頼される病院を目指す、つまり

当院の病院理念である「信頼される地域医療」を実践

することです。地域住民の皆様のご意見・ご要望・ご質

問をお伺いして、地域での問題点・ニーズを把握し、

病院運営に反映し、地域包括ケアシステムに病院とし

て貢献することができれば、と考えました。 

 これまで、2018年7月25日に龍ヶ岳町、8月22日に姫

戸町において開催させていただきました。多くの住民

の皆様にご参加頂き、心より感謝と御礼を申し上げま

す。当院の治療診療の現状、各部署の紹介(龍ヶ岳町

では、看護部・リハビリテーション部門・透析室の紹

介、姫戸町では、検査部・放射線科・地域医療支援課

の紹介)をした後、5～6つの小グループに分かれて討

論・座談会を行ない、住民の皆様から貴重なご意見並

びにアンケートを多数頂きました。今後の病院運営改

善へ役立てて参りたいと存じます。 

 地域の病院にとって、医療人材確保、地域医療構想

など病院を取り巻く環境は厳しいものがございますが、

地域自治体病院として、その使命を果たすべく、職員

一同、今後も地域医療に貢献して行きたいと存じま

す。 

 今後、9月19日に松島町、10月24日に大矢野町にお

いて、タウンミーティングを開催する予定です。皆様方

のご意見・ご要望・ご質問を賜ることができればと思っ

ております。また、今年度中に、各地区(龍ヶ岳、姫

戸、松島、大矢野)において、第2回目のタウンミーティ

ングを開催し、1回目同様に、当院の現状報告、各部

署紹介、グループ座談会に加えまして、1回目に各地

区で宿題としてお預かりした問題点その他につきまし

て、ご回答の場を設けさせていただけると幸いです。

今後も地域住民の皆様に信頼される病院を目指して

職員一丸となって尽力致したいと存じます。今後とも上

天草総合病院をどうぞ宜しくお願い申し上げます。 

 

 

7/25 (水) 龍ヶ岳町の様子 

8/22 (水) 姫戸町の様子 



 

-2- 

救急研修会を終えて 

 今年４月に東天草分署に配属され半年が過ぎまし

た。今年の夏は例年以上の猛暑の影響から熱中症に

よる救急出動が増え、貴院への搬送件数は過去最多

となりました。日頃から龍ヶ岳町、姫戸町からだけ

ではなく、松島町及び大矢野町、さらに天草市御所

浦町からの搬送も快く受け入れて頂き感謝しており

ます。 
 さて、今年も昨年と同様に救急医療週間の行事の

一環として救急研修会を実施しました。年々参加人

数が増加している中で、今年は約９０名の病院ス

タッフ及び消防職員の参加がありました。今回の研

修会では救急現場を再現したシミュレーションとい

う形で紹介する事が出来ました。病院スタッフの

方々は救急隊がどういった現場活動を実施して搬送

しているのか分からないと思います。そこで病院ス

タッフの方々に救急隊の活動を理解して頂く事でよ

り良い連携活動が行えると思い展示しました。ま

た、救急救命士の実情や処置範囲の説明、現場で苦

慮している事などを紹介出来ました。 

吉村先生による講義では搬送事例が全国的にも多

かった熱中症について講義して頂き、病態や応急処

置など再確認する事が出来ました。研修会終了後に

は、恒例の懇親会も開催され、病院スタッフの方々

と意見交換を行い、交流を深める事が出来ました。

今後もこのような研修会や交流を通して顔の見える

関係を築きたいと思っています。今後ともどうぞよ

ろしくお願いします。 
 

北消防署東天草分署 池田 裕志 

ふれあい健康講座について 

龍ヶ岳町在宅介護支援センター 林 友野 

９月２日(日)に大矢野町維和３区学習センターに

て「“頭の体操”で認知症の予防」について出前講

座を行いました。参加者は老人会の方々２０名程

で、みなさん我が事として熱心に聴いてくれまし

た。今回は「認知症予防」についての話を主として

行いましたが、認知症の方への対応などについての

質問もありました。講義後は婦人会の方々が作って

下さった食事を頂きながら地域の方との交流を図り

ました。２０２５年には高齢者の５人に１人が認知

症になると予測されており、２０１５年（平成２７

年）の５１７万人から３割増加すると言われていま

す。認知症の予防には外出をして周囲と交流を図る

こ と が 一 番 で

す。維和３区の

ように交流の場

がたくさん開催

され、みなさん

で認知症の予防

を図っていけれ

ばいいなと感じ

ました。 

寄稿 
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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 

１０月３日（水） 学研・基礎研修） 
 膀胱留置カテーテル挿入時感染の原因から対策まで 

 ～これがCAUTI予防のキホン！～ 

１７：３０～ 当院６階講堂 

１０月１７日（水） 学研・中堅研修） 
 新しい酸素療法「ハイフローセラピー」の基本と実践 

１７：３０～ 当院６階講堂 

１０月１９日（金） 心臓リハビリテーション教室  １３：３０～ 当院６階講堂 

１０月２６日（金） がんサロン １３：３０～ 当院６階講堂 

１０月１０日（水） C型肝炎フォーラムin上天草 
 C型肝炎の最新話題～広がる選択肢と今後の課題～ 

国立病院機構熊本医療センター 診療部長・消化器内科部長  

                      杉 和洋先生 

１８：２０～ 当院６階講堂 

〇９月６日北海道胆振東部地震が発生した。２年前の熊本地震と同様、震度７とその後の余震が続き、また、北海

道全域で停電となる史上初のブラックアウトとなった。北海道の知人に見舞いのメールをしたが、ローソクの生活

をしたこと、冬でなくてよかったとの返事をもらった。電気や水道の復旧とともに、早く元の生活に戻れるよう、

応援したい。(福田)  
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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 

  脳神経内科      

樋口 定信 

和田 正文 

早川 香菜美 

熊大代謝内科 

和田 正文 

溝部 孝則 

吉村 文孝 

早川 香菜美 

前田 幸佑 
(第1･3･5) 

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／早川 

林 広隆(第1･3) 

溝部 孝則 

早川 香菜美 

担当医 

担当医 

 

  

循環器内科  
脇田 富雄 脇田 富雄 － － 脇田 富雄 

 

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 

10/25㈭ 

※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 
10/9㈫ 
10/16㈫ 

※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。 
※10/17㈬～10/19㈮は、熊大医師の診療となります。 

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 

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。 

※10月より脳神経内科の診療が始まります。第1･第3木曜日午前9時から12時まで

予約制となります。 

※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 吉村 文孝 

御所浦診療所 応援                           
竹下 哲二 
（午後） 


