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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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病院長  脇田 富雄 

日頃より当院ならびに関連施設の運営に、多大

なご支援とご協力を頂き誠にありがとうございま

す。医師会の先生方をはじめ、地域の保健・医

療・介護・福祉に関わっておられる皆様方に厚く

御礼申し上げます。 

令和2年度（2020年度）が始まりましたが、令和

元年度末からの新型コロナウイルス感染症拡大の

中、住民の方々、各医療機関の皆様も落ち着かな

い不安な毎日を過ごされている事と思います。今

後の状況については予測困難ですが、上天草総合

病院は、上天草地域の市立病院としての役割を果

たすべく、新型コロナウイルス感染症への対応を

継続して行い、職員一同一丸となって、立ち向

かっているところです。どうぞ、市民の皆様、連

携施設の皆様にもご理解のほどよろしくお願い申

し上げます。 

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

当院も指定され、地域医療拠点病院としての役割

としての地域の連携体制づくりをさらに発展させ

ていく所存です。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支援体制の

構築、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を進めていくつもりで

す。地域の中でそれぞれの医師が個別に実践する

ことには限界がありますので、ネットワークを広

げることで幅広い視点でニーズに応えていくこと

が大切だと思います。そのためのキーワードは

「協調性」だと思います。チーム医療を展開する

ことからはじまり、他の医療機関と連携するこ

と、社会資源をバランスよく利活用し、地域住民

と協力して健康問題に取り組んでいくことなど、

ネットワークを構築・発展していく必要があると

考えます。 

また、住民の皆さんが住み慣れた地域で末永く

暮らしていけるように、地域包括ケアシステムの

構築・推進が図られております。当院は、在宅医

療の質・量両面の取り組みを県内全域で推進する

ための在宅医療サポートセンターとしての指定を

受けておりますので、これまで以上に在宅医療を

サポートする取り組みを推進し、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

に対応していく予定です。 

今後も、当院は自治体病院という特性を生かし

て、保健・医療・介護・福祉に関わる多くの施

設・職種の方々と綿密な連携を進めていく必要が

あります。この連携を通して住民の皆さん、患者

さんやその家族に寄り添い支えあう医療機関とし

て、今後も運営を行っていきたいと考えておりま

す。今後も地域の皆さまのご理解とご支援をよろ

しくお願いいたします。 

新型コロナウイルス感染症が収束し、普通の安

定した日常が少しでも早く訪れる事を願って、今

後も上天草総合病院に対するご理解、ご協力、ご

支援をお願い申し上げて年度初めの挨拶とさせて

頂きます。 

新年度のご挨拶 
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 令和2年4月より整形外

科に赴任しました村上直

也（むらかみなおや）で

す。昭和46年生まれ（48

歳）、出身は熊本市河内

町です。平成2年に県立

熊本高等学校を卒業、平

成8年に大分医科大学医

学部を卒業、熊本大学医学部整形外科教室に入

局しました。平成9年より水俣総合医療センター

で外傷をメインに研修を行い、その後、平成10

年より熊本中央病院へ異動し脊椎外科と出会い

ました。もともと脊椎外科に興味があったわけ

ではありませんが、脊椎の症例が多い病院で、

そのうち執刀させてもらうようになり、いつの

間にか脊椎外科専門医になっていました。その

熊本中央病院で約12年間、その後は公立玉名中

央病院で4年間、成尾整形外科病院で4年間、熊

本整形外科病院で2年間、脊椎外科手術に携わっ

てきました。ここ数年は民間の整形外科専門病

院で、比較的状態の良い（手術が可能な）脊椎

の患者さんばかりを診てきましたので、この病

院での全く違う仕事内容に、今のところ戸惑う

ことばかりの毎日を過ごしています。今後は、

脊椎外科以外の疾患も幅広く勉強し、これまで

築いてきたネットワークも充分に活かしつつ、

ここ上天草での地域医療に貢献できればと思っ

ています。 

前述の通り出身は河内町で、両親が海苔養殖業

をしていましたので、小さい頃は海でよく遊ん

でいました。今でも海釣りは好きで、上天草か

ら牛深まで水イカを狙って漁港を巡り、季節ご

とに真鯛やカワハギを狙って遊漁船に乗り、時

には大分や鹿児島へも遠征をし、釣れた魚を肴

に酒を呑むのは至福の時だと感じます。お酒も

大好きです。50歳を目前にして、「釣りのあと

熊本まで帰るのきついなぁ」、「天草住まいも

いいかも」、などと思うようになり、また目の

老化（いわゆる老眼）もありいつまで手術が出

来るか？と将来のことも考えるようになりまし

た。そこで昨年の秋頃に前任の尾崎事務長に突

然お電話させて頂いたことがこの上天草総合病

院に来るきっかけとなりました。以前から病院

横の港に何度もアジゴ釣りに来たことがあり、

なんとなく親近感があったのかもしれません。

こちらでの生活に慣れたらまた釣りにも行きた

いと思っていますので、釣り好きの方、船をお

持ちの方、ぜひお誘いください。 

海だけでなく山で遊ぶことも好きで、一番の趣

味であるスノーボードは20年ほど続けていま

す。学生時代にスキーとウィンドサーフィンを

していたこともあり、大学卒業後すぐにスノー

ボードを始めました。これまで肋骨骨折、腓骨

骨折、脊椎骨折などの怪我をしましたが、もっ

と上手くなりたい一心で、これまで心折れるこ

となく続けてきました。何とか今年の2月には

JSBA（日本スノーボード協会）バッジテスト1級

を取得することが出来ました。天草に来たこと

で雪山は少し遠くなりましたが、これからも頑

張って広島まで走りたいと思っていますので、

ご興味のある方は是非お声かけください。 

ほとんど趣味の内容になってしまいましたが、

仕事は真面目にやります。慣れるまでは何かと

ご迷惑をおかけすると思いますが、何卒よろし

くお願いいたします。 

赴任のご挨拶 

整形外科部長  村上 直也 
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編集後記 

○新型コロナウイルスの感染拡大が止まりませんね。皆さんも不安な日々を過ごされていること

と思います。治療薬やワクチンが完成するまでは、安心できませんね。感染拡大からの医療崩壊

とならないように個人個人でできることを続けて行って下さい。安心して暮らせる日まで、頑張

りましょう！！（城野） 

５月８日（金） 
学研・基礎研修） 

 初めての吸引でも自信を持て行える 
  ～患者が楽になる排痰・吸引ができる～ 

１５：００～ 当院６階講堂 

５月１５日（金） 
心臓リハビリテーション教室 
 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間、 

開催は中止します。 

１４：３０～ 当院６階講堂 

５月２２日（金） 
がんサロン 
 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間、 

開催は中止します。 

１３：３０～ 当院６階講堂 

研修会・勉強会の行事予定表 

入学式を終えて 

 4月9日、上天草看護

専門学校に入学するこ

とが出来ました。新型

コロナウイルス感染対

策のため、保護者や来

賓の方々の参加はあり

ませんでしたが、入学式を迎えられたことを嬉しく

思います。44期生の私たちは34名です。高校からの

友達もいますし、新しい友達も出来てとてもワクワ

クしています。34名全員が一致団結し、一人一人が

支え合ってこれからの勉強や実習を乗り越えていき

たいです。 

 入学式で初めて上天草看護専門学校の校歌を耳に

しました。歌っている方の声がとても優しくてきれ

いでした。歌詞の中にある“我らは看取るもろびと

の命を”の部分で看護師は決して楽な仕事ではない

と改めて感じることが出来ました。また、学校長の

話の中でもあったように看護師は３Ｋと言われてい

ます。しかし、高校生一日看護師体験で感じた、や

りがいがあり人を救うことが出来る良い仕事だとい

うことを忘れずに日々の学校生活を送っていきたい

です。勉強はこれまで以上に難しくなっていきます

し、実習もあるので精一杯頑張ります。 

 私の目指す看護師像は“信頼される看護師”で

す。そのために、実習でできなかったことはできる

まで！勉強でわからない所はわかる！解けるように

なるまで！3年後の国家試験に向けて後悔することの

ないように過ごしていきたいです。新型コロナウイ

ルスなどの病に負けず、健康な体で思いやりの心を

持ち、新しい仲間と3年間頑張っていきます。  

 

 

 

 

 

 

上天草看護専門学校  

４４期生  平林 愛望 
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５ 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 

小林 博 

林 広隆 

和田 正文 

林 広隆 

 

村本 啓 

小林 博 

中村 太造 

和田 正文 

村本 啓 

中本 弘作 

村本 啓 

小林 博 

 

代謝内科 
※花谷 聡子   ※守田 雄太郎 

※小野 薫 
（第1･3･5） 

 

※大津 可絵 
（第2･4） 

 

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   脇田 富雄 

 

小児科  
船曳 哲典 ※熊大 船曳 哲典 船曳 哲典 船曳 哲典 

 

外科・肛門外科  
消化器外科 

大堂 雅晴 城野 英利 大堂 雅晴 城野 英利 大堂 雅晴 
 

整形外科  藤松 晃一 ※上原 悠輔 村上 直也 藤松 晃一 村上 直也 
 

 ※毎週火曜日の診療開始は10時40分からとなります。 

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 
 

※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 
－ － － ※熊大 － 

 

泌尿器科 － 小川 愛一郎 － － － 
 

超音波・ 
内視鏡センター 

城野 英利 中村 太造 ※松野 健司 大堂 雅晴 ※山﨑 明 
 

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 村本 啓 小林 博 応援 応援 林 広隆 

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 


