２０２１年（令和３年）８月号（第１７８号）

上天草市立上天草総合病院

地域医療連携通信
上
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信頼される地域医療

理

念

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。

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

創立57周年記念に寄せて
事務長 須崎 朝幸
令和３年７月１５日に

の移転、その後には介護老人保健施設、在宅介護支

上天草総合病院創立５７

援センター、訪問看護ステーション、居宅介護支援

周年記念式典が開催さ

センター、歯科保健センターを併設し、保健・医

れ、今年も昨年と同様に

療・福祉・介護の統合をめざした地域包括医療・ケ

新型コロナウイルス感染

アシステムの構築に力を入れ、天草上島の中核的な

症予防の観点から参加者を限定しての開催となりま

医療・保健・介護施設として発展してきました。

した。

創立当初から職員であった方は既にいませんが、

病院事業管理者及び病院長の式辞において「当院

今までたくさんの職員、地域の方々のおかげで築き

の理念は“信頼される地域医療”です。今後も地域住

上げられ、支えられてここまでこられたと思いま

民に信頼され愛される病院を目指して、頑張りたい

す。偉大な先人（先輩）達への尊敬の念を忘れずに

と思います。我々がするべきことは何かをいつでも

これからも頑張っていきたいと思います。

念頭に置いて、自分自身や自分の周りの人たちが幸

当院のめざす医療は、これからも地域包括医療・

せでおれるように、そのために何をするべきかを考

ケアシステムを推進し、地域住民の皆さんが安心し

え、行動しましょう」と話されました。

て生活できることに貢献することです。そのために

その後には、永年勤続者表彰（１０年、２０年、

は、地域の他の病院、診療所、施設等との連携は必

４０年）、接遇優秀者表彰、奨励賞表彰を行いまし

要不可欠です。また当院の理念である「信頼される

た。今年の奨励賞は、新型コロナウイルス感染症に

地域医療」を実践するために住民中心すなわち住民

対して特に頑張っている部門を特別奨励賞として表

参加型の地域医療をめざしていきたいと思いますの

彰しました。新型コロナウイルス感染症について

で、今後とも上天草総合病院をよろしくお願い申し

は、１日も早い終息を願うばかりです。

上げます。

当院は、開設以来、昭和４７年７月６日の天草大
水害をはじめとした多くの苦難を乗り越え、数度の
増築、増床、診療科の新設、小児ぜんそくセンター
の開設（平成１９年３月閉鎖）、看護学校、健康管
理センターの併設を経て、平成３年７月には新病院
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第38回上天草総合病院学会を開催しました
研修図書委員長
去る7月10日土曜日の午前中、第38回上天草総合
病院院内学会を開催しました。この学会は長らく毎
年2月に病院6階講堂において開催されていました。
全職員並びに上天草看護専門学校の2年生が参加す
るため、立ち見が出るほどの三密の状態での開催で
した。昨年2月はちょうど新型コロナウイルスの流
行が始まったころで、開催は危険という判断となり
延期としたものの結局中止に追い込まれました。今
年も当初は3月に計画していましたがまたもや延期
となり、今回ようやく開催にこぎつけた次第です。
開催方法については、職員の大半がファイザー製
ワクチンの2回接種を終えているとはいえ一か所に
同時に集まるのはいかがなものかという意見が大半
で、現地開催とオンライン参加のハイブリッド型開
催とすることが決定されました。病院はオンライン
会議アプリケーションソフトウェア「ZOOM」を提
供している会社に年間使用量を払っており、使用回
数は制限なし、一度にアクセスできる端末が100台
までのオンライン会議が可能となっています。オン
ラインであれば、近隣の開業医の職員の方々や調剤
薬局の職員の方々にも参加していただけますので案
内状を送付しました。土曜日の午前中ということで
診療、営業中のところが多くて参加は厳しかったか
もしれません。
問題は院内学会規模の集会を専門業者なしで開催
できるものかという点でした。委員である大塚さん
と蕪さんが何度もテストを繰り返し、会場での音声
がハウリングするという点を解消しきれないまま、
都度対応しようということで当日の朝を迎えまし
た。例年ですと職員の中から総合司会1名、各セッ
ションの座長3名を選出して開催するのですが、オ
ンライン会議に慣れている職員はおそらくいないで
あろうという判断から私が総合司会から座長まで一
人で仕切らせていただくこととしました。
8時半の開催でしたが、会場には発表者と研修図
書委員を中心に20名弱だけがいるという状況になり
ました。岸川事業管理者の
開会のあいさつと終了後の
脇田病院長の講評もリモー
トでの参加となりました。
発表者については全員が会
場に来て1台の端末を使用

竹下 哲二

しての発表でした。蕪さんの発表だけは事前に録音
録画したものを会場から流しました。手元にあるパ
ソコンで参加台数が見られるのですが、最大で50台
ほどの端末が参加していました。看護学校や病棟な
ど、部署単位で参加している端末がありますので参
加人数としては100名以上が参加していたのではな
いかと推測します。
質問の方法は、会場からの肉声、オンラインでの
音声、そしてチャット機能を使った文字入力での質
問の3通りとしました。チャットは発表の途中でも
投稿可能なうえ、気楽に質問できるのでさぞや多数
の質問が出るに違いないと思ったのですが、11演題
を通じてわずか2つしか質問がありませんでした。
音声での質問も2、3件ほどでしたので質問のなかっ
た演題についてはすべて私が座長質問をさせていた
だきました。この点に関しては開催前に質問の仕方
の周知徹底をやっておくべきだったと思われます。
院内学会の演題11題終了の後、感染症対策勉強会
を続けて行い、薬剤師の宮崎さんと委員長の和田先
生の講演を配信しました。終了予定の10時45分を30
分も過ぎてようやく終了することができました。
以下、気づいた点を列記します。
1.専門の業者に依頼しなくてもハイブリッドの学会
開催は可能。
2.参加の仕方、質問の仕方、優秀演題の投票の仕方
について抄録集にマニュアルをつけておくべき。
3.この春入職した医師が多かったのに学会開催を告
知しておらず、医師の参加が非常に少なかった。
4.時間通りに進行させるため、発表者はPowerPoint
の標準機能を使ってあらかじめ発表を時間厳守で録
音録画しておいたほうが良い。
5.優秀演題の投票は端末1台につき1票となるため、
部署単位で参加しているところの票をどうするか要
検討。
6.会場の音声のハウリング対策が必要。
初めての試みで問題点もいくつかありましたがお
およそ無事に終了することができたと一同胸をなで
おろしております。改善をしたうえで今後もこの形
式での開催を考えていきたいと思います。
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実習生の感想を紹介します
九州看護福祉大学 リハビリテーション学科４年 川﨑 康太
今回、上天草市立上天草総合病院に８週間の臨床実習となり、たくさんのことを学ばせて頂き
ました。患者さんと関わり、評価する難しさ、治療項目を考え、その治療を行う難しさを深く感
じました。また患者さんとのコミュニケーションの難しさも感じました。今回の実習で学んだこ
とや感じたことを忘れずに、臨床現場で活かせるように勉学に励みたいと思い
ます。いつか、たくさんの患者さんに「ありがとう」と言ってもらえるような
理学療法士になりたいです。

九州中央リハビリテーション学院 理学療法学科 ４年 藏座 利文
私は、5月17日から7月10日まで実習でお世話になりました。この大変なご時世の中とても貴重
な体験をさせていただきました。患者さんのご協力をいただきながら、担当の先生をはじめ、リ
ハビリテーション科の諸先生方からたくさんのことを学び、少しでも成長できるようこれからも
頑張ります 。

研修会・勉強会の行事予定表
8月13日（金）

学研・基礎研修）
新人看護師のあなたが知っておきたい急変対応

8月18日（水）

第17回 上天草総合病院地域連携会議
大矢野・松島地域

8月20日（金）

心臓リハビリテーション教室

１５：００～ 当院６階講堂

16:30～ オンライン開催

１４：００～ 当院６階講堂

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当面の間、
開催は中止します。
8月25日（水）

第18回 上天草総合病院地域連携会議
姫戸・龍ケ岳・天草地域

8月27日（金）

がんサロン

16:30～ オンライン開催

１３：３０～ 当院６階講堂

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当面の間、
開催は中止します。

編集後記
○コロナ禍の中、東京オリンピックが開幕しました。
賛否両論ありましたし、直前のドタバタ劇など、見るに絶えないものもありました。ただ、競技が始ま
り、選手たちの熱心な姿、頑張る姿を見ると声援を送りたくなりますね。日本代表として参加しているの
ですからしっかり応援するつもりです。ただ、この後のコロナ感染の拡大には、注意が必要なことはいう
までもないことです。夏休みになって人々の移動がふえています。一人一人の努力にかかっていると思い
ます。暑い夏を乗り切りましょう！！（城野）
-3-

8月

内

科

代謝内科

診療案内

※は、熊大応援医師

月

火

水

木

金

休診日

和田 正文

岸川 秀樹

永田 昌彦

和田 正文

細川 貴規

林 広隆

和田 正文

林 広隆

原田 裕士

永田 昌彦

中原 大智

原田 裕士

中原 大智

中原 大智

原田 裕士

林 広隆

中村 太造
※小野

※花谷

聡子

－

－

岸川 秀樹

薫

（第3･5）
※大津

可絵

（第1・2･4）

脳神経内科

－

－

－

林 広隆

－

※毎週木曜日、予約制の診療(午前)となります。

腎臓内科

－

－

細川 貴規

－

－

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

城野 英利

城野 英利

城野 英利
(予約のみ)

城野 英利

城野 英利
(予約のみ)

※毎週水曜日、金曜日の城野医師の診療は予約のみとなります。

消化器科

整形外科

坂口 将文
(新患)
藤松 晃一

坂口 将文
(新患)
※上原

悠輔

－

－

－

藤松 晃一
(再診のみ)
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再診のみとなります。

耳鼻咽喉科
眼科

－

※熊大

－

※熊大

※熊大

粟井 麻衣子

竹下 哲二

竹下 哲二
※熊大

竹下 哲二

竹下 哲二

8/24㈫

（第１・3･5）

※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

－

－

－

江頭 翔

－

泌尿器科

－

西 一彦

－

－

西 一彦

坂口 将文

坂口 将文

福田 敏博

福田 敏博

超音波・
内視鏡センター
歯科・口腔外科

※松野

健司

福田 敏博

城野 英利
(健診のみ)

※蔵野

宗太郎

福田 敏博

福田 敏博

応援

中原 大智

※午後は、13時～16時30分までの受付です。

教良木診療所 応援

原田 裕士

御所浦診療所 応援

竹下 哲二
（午前）

中村 太造

応援

※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。
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