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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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地域医療支援課長  堀江 静 

４月１日付で地域医療支援課課長に就任いたしま

した堀江静と申します。 

 上天草総合病院の病棟看護師として勤務後、地域

医療支援課で主に病棟の退院支援を担当しておりま

した。退院調整にあたっては、地域の先生方やケア

マネージャーさんをはじめ、各事業所様にもご協力

をいただき、ありがとうございました。今年度地域

医療支援課では、きららの里より鍬田充メディカル

ソーシャルワーカーを迎え各病棟の担当が新たにな

りました。今年度も地域に帰られる患者様、ご家族

様の不安が軽減されるよう取り組んでまいりたいと

思います。 

今年度の病院目標のひとつに「外来から病棟そし

て在宅へシームレスに」と掲げられました。退院支

援だけでなく総合相談も含めて外来での相談や退院

後の相談も強化していきたいと考えています。入院

時だけでなく、継続して在宅での連携をおこなって

いけるようにしていきたいと思います。 

また地域医療支援課においては、在宅医療サポー

トセンターの事務局も担当しております。在宅医療

が円滑に進むよう、医療・介護・福祉に従事されて

いる関係者の皆様をサポートする相談窓口となりま

す。在宅療養・介護が円滑に進むための情報提供や

お手伝いをさせていただきます。 

 当院をご利用され

る皆様に気軽に声を

かけていただける相

談室にしたいと思っ

ておりますが、現在

は新型コロナウイル

ス感染拡大防止のた

め、病院での面談や

退院調整における自宅訪問などにおいても制限と

なっています。病棟への立ち入りが制限されてお

り、電話連絡や文書での連携を主にさせていただい

ていますが、病棟と相談室をパソコンでつなぎ、ス

カイプでの会議やカンファレンスも行っておりま

す。担当ケアマネージャーさんに１階相談室へ来て

いただき、各病棟とスカイプでつなぎ、面談やカン

ファレンスを行えるようにしました。 

今後も連携の方法やカンファレンスの方法など考

えていきたいと思いますので、よろしくお願いいた

します。 

宜しくお願いいたします 

地域医療支援課 一同 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

病棟 

相談室 

カンファレンスの様子 
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 4月から内科に赴任いたし

ました村本啓と申します。

上天草総合病院に赴任する

のは実は２回目で、平成25

年4月からの１年間、同じく

内科の医師として赴任して

おりました。今回は令和2年

4月から半年間と短い期間で

はありますが、縁あって２

度目の赴任となりました。地域住民の皆様が健やか

な生活を送れるよう、日々努力して参りますのでよ

ろしくお願いいたします。 

 私自身これまでの医師人生は決して長くありませ

んが、それでも熊本県内の様々な地域へ赴任してま

いりました。ここで私がこれまで赴任した地域のい

くつかを振り返ってみたいと思います。 

 皆様は五家荘という地域をご存知でしょうか。現

在は八代市、かつては八代郡泉村に含まれた山間部

地域で、旧くは源平合戦に敗れた平家の落人が隠れ

住んだという歴史があります。その五家荘地域唯一

の診療所に赴任しておりました。平家の侍が住んで

いただけあって武家屋敷や「五家荘平家の里」など

文化的価値の高い建造物が多く、秋には山一面の紅

葉もあって毎年観光スポットになります。山間部に

つき鹿や野兎など野生動物が非常に多く、赴任当初

は車が近づいても一向に退こうとしない鹿に当惑し

たものでした。とはいえそんな初々しい反応をする

のは最初だけで、暫くすると鹿のツノの長さに季節

を感じる余裕も出てきます。ただ、一度は立派なツ

ノを持った牛のごときサイズの雄鹿が、夜中に診療

所のすぐ近くまで下りてきたことがありました。頑

張って追い返しましたが、今思うと受診希望だった

のかもしれません。悪いことをしました。 

 世界遺産になった「崎津集落」で有名な天草市河

浦町の河浦病院にも赴任しておりました。当院も海

に面していますが、河浦病院は遠浅の海岸がすぐ近

くにあり、カニなど海洋生物がエッチラオッチラと

坂を登って病院の敷地に入ってくることが稀にあり

ました。一度は入院病棟に続く階段の近くを小さな

カニが歩いているところを見つけたのですが、カニ

が入院しているという話は聞いていなかったので外

に追い出してしまいました。ところで病院近くの砂

浜には貝も多いのですが、現地の鳥はそれらを食べ

る時、クチバシで咥えて遥か上空から地面に落とす

のですね。それで貝殻を割って中身を食べるという

寸法です。大体の鳥はアスファルトなど硬い地面に

落としてくれるのですが、中にはそそっかしい奴が

いて、病院の駐車場に並ぶ車の上に落としていまし

た。仕事帰りに車のボンネットを見ると、時々

ちょっと凹んでいたものです。 

 その後は熊本市内での勤務を経て、山都町そよう

病院に赴任いたしました。山都町には幣立神社なる

由緒正しき神社がある他、宮崎県との県境にあるた

め、高千穂町の高千穂神社もすぐ近くです。こうし

た文化財だけでなく、五ヶ瀬町（宮崎県）のワイン

や阿蘇のあか牛にもアクセスしやすい素敵な土地で

した。ご興味のある方はコロナの流行が落ち着いた

暁に一度遊びに行かれてはいかがでしょうか。そう

いえば山都町も山間部なので鹿が公道に一応出没す

るのですが、五家荘の鹿と違って線が細く、車が近

づくと逃げ出すあたり、ワイルドさでは五家荘に軍

配が上がります。また狸も（季節によるのかもしれ

ませんが）人里で良いものを食べているのか全体的

に丸っこくて鈍そうなのが多く、どこか鬼気迫る表

情をしていた五家荘の狸とは対照的でした。 

 各地の観光名所と生物に関するレポートばかりで

医師としての活動を書き忘れてしまいましたが、ど

んな場所でも地域医療というのはそれぞれに魅力あ

るものだと思います。2度目ということで上天草に

新たな魅力を見つけられればなによりです。皆様の

健康のために頑張りますので、どうぞよろしくお願

いいたします。 

  

赴任のご挨拶 
  ～海の思い出、山の思い出～ 

内科医長  村本 啓
むらもと けい
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編集後記 

○新型コロナの感染はやや落ち着いた感じです。このまま終息してもらいたいですね。さて６月になりま

した。この広報誌が配布される頃には梅雨に入っていると思います。田植えなどの農作業にとっては恵み

の雨でもあり、大切な季節ですが、人の健康には様々な影響を与えます。梅雨時の気温や湿度、気圧の変

動が、心身にはストレスとなり、自律神経のバランスが崩れやすくなります。しっかりと睡眠をとり、短

時間でも朝の陽ざしを浴びてみましょう。ぬるめのお湯での半身浴も効果的です。暑い夏に向けて体調を

整えましょう！（城野） 

６月１２日（金） 
学研・基礎研修） 

 静脈注射（留置針）の基本技術を学ぶ 
   ～安全で確かな技術を身につける～ 

１５：００～ 当院６階講堂 

６月１９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 

６月２６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 

 

オンライン授業の開始にあたって  

 新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、全国に緊

急事態宣言が発令され、本校も4月15日より臨時休校

をしております。休校期間が長期化する中で、情報

管理室の方々に相談しながらオンライン授業

（Microsoft Teams）の準備を進めてきました。開始

にあたって、学生のインターネット環境等の確認が

必要であり、情報機器（パソコン等）の所持の有

無、通信環境、通信量の制限等の情報収集を行いま

した。学校はWifi環境が整っているため、自宅で通

信環境等に問題のある学生は登校してもらい対応す

るようにしました。5月25日よりオンライン授業を開

始することになりましたが、問題なく進められるか

心配な面もあります。学生の反応や状況を十分確認

しながら進めていきたいと思います。 

 これからの看護師教育では、ICTを活用するため

の基礎的能力を養う内容が求められています。オン

ライン授業の開始はその一歩として踏み出したこと

になります。また、便利な点も多く、チャットを利

用して学生の意見や疑問をリアルタイムに表示でき

ることや、アンケート・小テストの活用など集計等

の時間短縮にもつながります。遠方の講師の先生は

自宅又は職場で遠隔授業を実施できることで往復時

間の短縮にも繋がり負担を減らすこともできます。

他にも様々な機能があるようですがまだ十分把握で

きていないのが現状です。軌道に乗るまでは慣れず

に不備な点もあると思いますが、ICT教育の充実を

図るためにも機能を上手く活用していければと考え

ております。 

講師の先生方には、日頃から大変お世話になって

おります。今回の授業形態の変更等では大変ご迷惑

をおかけしております。今後も状況によっては変更

等が必要になると思いますが何卒ご理解のうえご協

力をお願いいたします。 

最後に、情報管理室の森口様、大塚様、準備等で

はかなりの時間を割い

てくださり心より感謝

申し上げます。今後も

相談することが多いと

思いますがどうぞ宜し

くお願い致します。 

上天草看護専門学校  

 副学校長  山下 利香 
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６ 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 

応援 

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 
藤松 晃一 

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50分からとなります。 

※毎週水曜日の藤松医師の診療は予約のみとなります。 

耳鼻咽喉科   － ※熊大 － ※熊大 ※熊大 
6/4㈭ 

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 


