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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 
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 新年明けましておめでとうご

ざいます。旧年中は医師会の先

生方をはじめ、天草地域の保

健・医療・福祉・介護に携わっ

ておられる多くの皆様には、当

院ならびに関連施設の運営に関

しまして、多大なるご支援とご

協力を賜り、新しい元号である令和となって初めて

の新年を迎えることができましたことに全職員を代

表して、心より感謝申し上げます。当院は、病院理

念として「信頼される地域医療」を掲げ、地域住民

の皆さまに信頼して頂ける病院として、地域に根差

した、心温かな、患者様に安全・安心な医療を提供

し、退院後も安心して療養できるように、また市民

の健康の維持・増進を図ることを目指しておりま

す。 

 当院は、昨年熊本県地域医療連携ネットワークの

構築に向け、天草圏域内の「地域医療拠点病院」と

して指定されました。地域医療拠点病院の役割とし

て地域の連携体制づくりが掲げられており、紹介患

者に対する医療の提供、へき地診療所への医師派遣

などによる地域のかかりつけ医の支援、地域の研修

医・専攻医への教育、勤務環境改善に向けた取り組

みなどが求められております。 

 上天草地域の医療を、急性期、亜急性期、回復期

そして慢性期、さらには在宅医療へとシームレスに

展開する役割を担う病院として当院は存在する必要

があると考えています。高齢化の進展や地域医療構

想の推進に伴う在宅医療ニーズの増加に対応し、在

宅医療の質・量両面の取り組みを県内全域で推進す

るため、熊本県内に18の在宅医療サポートセンター

が設立されましたが、当院も一昨年末に天草圏域内

で2か所めとなる指定を受け、在宅医療をサポート

する役割を担っています。これまでに退院支援を、

上天草総合病院地域連携会議などを開催しながら、

上天草地域の開業医の先生方ならびに介護施設の皆

様方と顔の見える関係を構築してきました。今後

も、入退院支援をスムーズに、また在宅医療・介護

を円滑に進めていくために、継続して取り組んでい

きたいと思います。 

 熊本メディカルネットワークは、県内の病院、診

療所、歯科診療所、薬局、訪問看護ステーション、

介護関係事業所、 在宅関連施設など関係機関を

ネットワークでつなぎ、患者や利用者の診療・調

剤・介護 に必要な情報を共有し、医療や介護サー

ビスに生かすシステムですが、熊本県地域医療連携

ネットワークの構築、在宅医療サポートを含む連

携、医療介護の連携をスムーズに進めるうえでは、

熊本メディカルネットワークの活用が大切なのでは

ないかと考えます。このネットワークを利用し、病

院・関連施設、天草地域の開業医・歯科の先生方、

薬局、地域の介護施設、さらには地域住民の皆様

が、協働して、情報を共有して地域の医療・介護に

活かしていくことが大切だと思います。 

 当院のような過疎地域の自治体病院は、地域の医

療・介護・福祉・保健に携わっておられる皆様、地

域住民の皆様との協働なくしては成り立たない病院

であると考えております。上天草地域の皆様方とと

もに、地域医療を守っていきたいと思っておりま

す。今年も、病院および関連施設の職員一同｢信頼

される地域医療｣という病院理念のもと、頑張って

いきたいと思いますので、皆様にはこれまで以上の

ご指導、ご協力をよろしくお願い申し上げ、新年の

ご挨拶と致します。 

                 令和2年 元旦 

 

新年のご挨拶 
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 11 月 30日（土）、松

島 総 合 セ ン タ ー「ア ロ

マ」において、上天草け

～な健康フェア２０１９

を開催しました。 

このイベントは、上天草総合病院と上天草市が、

市民の健康の大切さと病院機能の周知を目的に共同

開催し、今年で４回目の開催でした。 

 オープニングでは、龍ヶ岳保育園の園児が元気

いっぱいの太鼓演奏を行った後、堀江市長に対し健

康の誓いを大きな声で誓いました。 

 会場に設置された２３の体験ブースでは、ＶＲ

によるヒトの体の探検や電気メスを使った手術体

験、お菓子を使った薬の調剤体験、一日の野菜の摂

取量350ｇの栄養体験、豆粒など使った細かい作業

訓練体験、風船の中身当てや魚のＣＴ画像体験、生

活習慣病チェックを行うブース等があり、子どもか

ら大人まで病院の専門職の役割や機能を知るととも

に、普段の生活習慣を見つめ直すきっかけになった

ようです。 

 

 

 

 

 

  

 ま た、ス テ ー ジ

では小学生による

研究発表や人を刺

す危険生物ヒアリ

等に関する特別講

演、子 宮 頸 癌 啓 発

ユニットＳＫＫステージなど盛り沢山の内容で多く

の観客が楽しみました。途中、プロジェクターの不

具合で映写不能というアクシデントに見舞われ、急

遽サブモニタのみでの対応となり、ご来場の皆様方

に大変ご迷惑をお掛けしたことをお詫び申し上げま

す。 

最後に、今回ご協力いただいた、龍ヶ岳保育園、

壁新聞作成をお願いした市内の小学校、熊本大学病

院検査部、熊本大学HIGOプログラム、天草郡市薬

剤師会、天草広域連合北消防署と多くの団体には大

変お世話になりました。皆様方のご協力により、有

意義な健康フェアを開催することができました。こ

れも皆様方のご支援によるものと、心より感謝申し

上げます。 

 

上天草け～な健康フェア ２０１９ 
総務課  平岡 英治 

薬剤師体験 

栄養体験 

リハビリ体験 

画像体験 
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編集後記 

○2020年、オリンピックイヤーを迎えました。日本にとって飛躍の年となることを期待しています。さて、今年

はうるう年ですから2月は29日があるわけです。この日の誕生日の方は、4年経たないと年をとらない、のでしょ

うか？（普通気にしないですか？）日本の法律では「年齢が増えるのは、誕生日の前日の24時」と定められてい

ますから、毎年2月28日の終わりにきちんと１歳年をとるのです。皆さんも誕生日前日が終わったとたんに１歳

増えているんです。（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。 

１月１０日（金） 
学研・基礎研修） 
 看護職としての社会人基礎力とは 

１５：００～ 当院６階講堂 

１月１７日（金） 
心臓リハビリテーション教室 
・心不全について 

１４：３０～ 当院６階講堂 

１月２４日（金） がんサロン 
１３：３０～ 当院６階講堂 

研修会・勉強会の行事予定表 

ふれあい健康講座を利用してみませんか！ 

 12月3日、大 矢 野 町

の賤之女公民館にふれ

あい健康講座に行って

きました。老人会の

方々29名の参加があり

ました。「病気になら

ないようにするために

はどうすればいいの

か」という内容で、メタボや肥満について、高血圧

症や糖尿病についてなどお話ししました。アルコー

ルの一日許容量はビール500ml、焼酎0.5合強、日本

酒1合になりますが、「ちょっと少なかなぁ」という

声が聞かれ、アルコールの分解時間について飲酒運

転に関係するのでどれくらいで大丈夫なのかと心配

する声も聞かれました。 

みなさん熱心に話を聞いておられて、区長さんか

ら、「ここの地区ではみんな健康に気をつけてい

て、タバコを吸う人はいないし、肥満の人も少な

い」と教えていただきました。賤之女地区の方々は

健康意識が高く、地区全体で健康に気をつけておら

れることが分かりました。 

また当院への受診について、道のりは昔に比べて

道路もきれいになり、時間も40分ほどで行けるよう

になったというご意見をいただきましたが、やはり

交通手段がなく通うのが困難だというご意見もいた

だきました。ヘルスケアタウンミーティングのよう

に、当院の診療科やどんな職種がいるのかを紹介し

て、こんな症状があれば○○科に来てください、と

お知らせして、「それなら上天草に行こう」と思っ

ていただけるように、病院をPRしていくことが必要

だと思いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

謹んで新年のお慶びを申し上げます  

旧年中は大変お世話になり有難うございました 

新しき年の皆様のご健勝とご多幸をお祈り申し上げます  

本年も地域医療及び介護の連携を宜しくお願い申し上げます    

                          地域医療支援課 一同 

健康管理センター 堀江 千恵 



 

-4- 

１ 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 

 

  ※1/23㈭の和田診療部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 
 

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 
1/28㈫ 

眼科  粟井 麻衣子 竹下 哲二 竹下 哲二 竹下 哲二 竹下 哲二 
1/24㈮ 

※第1・第3・第5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 ※熊大 ※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 


