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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 

２０１９（令和元年）７月号（第１５３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 城野 英利 

第２７回 SADI（Seminar on Acari-Deseases Interface）天草大会を終えて  

SADI2019天草大会 大会長 和田 正文 

 天草地域はマダニ媒介性

疾患の発生が多く、全国で

もトップクラスの症例数で

す。私が赴任した２００６

年に日本紅斑熱患者が発生

し、現在まで１５９例の日

本紅斑熱と１例のSFTS（重

症熱性血小板減少症候群）

を経験しました。私は流行地域の臨床医として厚

労省の研究班に参加し、多くのダニ研究家と知り

合いました。第一人者が集まるSADI（ダニと疾患

のインターフェイスのセミナー）に誘われ、参加

するようになりました。今回で２７回目となる長

い歴史のある学会ですが、この度私がホストで開

催することになりました。このSADIは、疾患の疫

学的な全体像を把握するため、調査フィールドと

の一体性を重視し、その現地で開催することが求

められます。そこで、開催するにあたり自分なり

のコンセプトを考えました。それは、「日本紅斑

熱の多発地区の超ど真ん中での開催と多職種の連

携」でとことん

チーム熊本をア

ピ ー ル し よ う

と・・・。龍ヶ

岳山の麓は多発

地区で、山頂か

らの眺めはこれ

らを一望でき、疫学ツアーとしてはこの上ない場

所でした。会場は新築したばかりの設備の整った

上天草看護専門学校に決定しました。 

 

 昨年知り合うことのできたヒアリで有名な国立

環境研究所の五箇公一先生とアース製薬（株）・

フマキラー（株）でパネルディスカッション「危

険生物とその忌避剤の効果」を企画しました。そ

の翌日にフィー

ルド調査である

「疫学ツアー」

で効果的なマダ

ニ忌避を実践し

てもらおうと考

えたのです。  

五箇公一先生 
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 ツアーは、患者発生多発地区を案内してその中

心地である龍ヶ岳山でダニ調査と梅肉ポーク生産

者の浦中さんに依頼し豚肉丼を提供していただ

き、山頂で食しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 前日に軽く雨が降り、当日にカラッと晴れ間が

見えマダニが活発化する最高の天候で、天をも味

方にできました。初企画となる「マダニ捕獲選手

権」を開催し、約２時間で２２２匹捕獲する強者

も・・・も ち ろ ん、懇 親 会 で「駆 除 あ り が と

う・・・」と表彰いたしました。最後に上天草四

郎くんと一緒に記念撮影しました！ 

  

 下山後には、会場で捕獲した活マダニを用い、

顕微鏡から大きなテレビモニターに映し出しマダ

ニの解剖を、同時に隣部屋ではマダニの同定法

（種・性別・ステージの判定）を講義していただ

きました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 また、地域一体としての取り組みを知っていた

だくために、まず上天草市長の堀江隆臣氏に挨拶

を、観光おもてなし課より市の観光を、山川清英

氏に上天草の生き物であるハクセンシオマネキの

特別講演をしていただきました。そして最もア

ピールしたかった[熊本県は患者発生時の連携が他

県よりも非常によい]、この連携をシンポジウムで

報告しました。まず日本唯一であろうSFTSと日本

紅斑熱に罹患した坂口克夫氏に体験談を語っても

らいました。普段研究ばかりで患者さんと接する

ことのない研究者には貴重な話となりました。 

 次に当院看護師より受診時の状況と疾患を診断

するための注目点を、私が当院での取り組みと熊

本県の診断システム

の構築と治療方針

を、天草保健所より

県全体の取り組みと

啓 発 DVD・パ ン フ

レットの作製を話し

ていただきました。 

マダニの解剖 

マダニの同定法 

駆除 

ありがとう 
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編集後記 

○今月は、SADI 天草大会 の特集号です。ここ天草では、やはりマダニが媒介する日本紅斑熱が気になるところ…マ

ダニに刺されないための４つのポイントをお知らせしますね。 

①長袖・長ズボンを着用 ②虫よけ剤を使用 ③お散歩から帰ったらチェック（自分とペット）④家の中にネズミが

いたら駆除  もしダニが咬みついていても、無理にとらないで病院でとってもらいましょう！（城野） 

医療介護関係の皆様の勉強会・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『TEL 0969-54-7373（直通）』『TEL 0969-62-1122（代表）』 

までお問い合わせ下さい。 

７月１１日（木） 骨粗鬆症治療懇話会 
「骨粗鬆症リエゾンサービスと治療連携」 

  ‐病院・診療所の役割と治療継続のこつ‐ 

１８：３０～ 当院６階講堂 

７月１２日（金） 学研・基礎研修） 
 褥瘡のサインを見逃すな！ 

  ～前兆と確認方法、評価方法を理解しよう～ 

１５：００～ 当院６階講堂 

７月２６日（金） 心臓リハビリテーション教室 
 ・塩分について 

１４：３０～ 当院６階講堂 

 がんサロン １３：３０～ 当院３階 

研修会・勉強会の行事予定表 

 最終日の締めには、私もお手伝いした「リケッチ

ケア診療の手引き」の完成報告を福井大学感染制御

部教授の岩崎博道先生に報告していただきました。 

今後はガイドライン化に進んでいきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

全国から様々な職種（国立感染症研究所・国立環境

研究所・大学・県衛生研究所・保健所・医師・獣医

師・看護師など）が参加され、一般演題数は過去最

高の４６題にのぼり、かなり濃密な楽しい３日間と

なりました。 

 懇親会では、参加者に尺八の師範とギターの達人

がおり、そこに私の娘のピアノ演奏を加えプチコン

サートを行い、最後に恒例のダニ音頭で締めまし

た。 

 上天草に泊まってもらい地域を活性化させたい、

こんな話を議論してみたい、こんなことをしたら楽

しいのではと、様々な思いを込めSADIを企画・運

営を行いました。全国の参加者からのたくさんの感

謝の言葉をいただき大盛況に終わりました。最後

に、私しか会の状況を知らない中で事務局を手伝っ

ていただいた森千壽さん、須崎朝幸さんをはじめ、

ボランティアとして参加していただいた方々に感謝

いたします。誠にありがとうございました。 

 

 

 

ヘルスケアタウンミーティング ～上天草総合病院をもっと身近に～ の開催のお知らせ 

 令和元年度も下記の日程でヘルスケアタウンミーティングを開催いたしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
   

 ・７月２４日（水）龍ヶ岳地区 龍ヶ岳統括支所 19：00～20：30 ・９月２５日（水）松島地区   19：00～20：30 
 

 ・８月２８日（水）姫戸地区 姫戸統括支所  19：00～20：30   ・１０月３０日（水）大矢野地区 19：30～20：30 

岩崎博道先生 



 

-4- 

７ 月  診 療 案 内 

 月 火 水 木 金 休 診 日 
       

 

内   科 
   

  消化器内科 

  呼吸器内科 
        

和田 正文 

中山 剛 

小林 博 

 

溝部 孝則 

和田 正文 

中山 剛 

※谷口 純一 
(第2･4) 

※前田 幸佑 
(第1･3･5) 

中山 剛 

小林 博 

中村 太造 

溝部 孝則 

和田 正文 

※前田 幸佑 

 

溝部 孝則 

小林 博 

 

  ※7/1㈪の中山内科医長の外来診療は休診となります。 

代謝内科 ※花谷 聡子   ※守田 雄太郎 ※花谷 聡子  

脳神経内科    ※林 広隆   

 ※脳神経内科の診療は、毎週木曜日午前9時から12時まで予約制となります。  

循環器内科  脇田 富雄 脇田 富雄 堀内 賢二 堀内 賢二 脇田 富雄 
7/1㈪ 

 

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 

蓮尾 友伸 城野 英利 
蓮尾 友伸 

 ／ 
大堂 雅晴 

城野 英利 大堂 雅晴 
 

整形外科  藤松 晃一 ※上原 悠輔 藤松 晃一 藤松 晃一 ※徳永 琢也 
 

 ※月･水･木曜日の診療希望の方は、事前にお問い合わせください。 
※毎週火・金曜日の診療開始は10時40分からとなります。 

産婦人科    姫野 隆一 姫野 隆一 姫野 隆一 － － 
 

 ※産婦人科の診療は、完全予約制となります。 

耳鼻咽喉科   － ※熊大 － ※熊大 ※熊大 
7/4㈭ 
7/19㈮ 

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。 

※第2・第4水曜日は、熊大医師による診療となります。 

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 

城野 英利 蓮尾 友伸 ※松野 健司 蓮尾 友伸 ※瀧川 有記子 
 

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。 

教良木診療所 応援 溝部 孝則 中村 太造 応援 応援 中山 剛 

御所浦診療所 応援                       
竹下 哲二 
（午前） 

    

※診療受付時間は午前８時３０分～１１時３０分までです。 

※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） 

※診療案内は都合により変更となる場合があります。ご了承ください。 

※は、熊大応援医師 


