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地域医療連携室通信 
２０１２（平成２４年）７月号（第６９号） 

熊本県看護協会長賞 受賞 

看護部長 森 こずえ さんより一言 

 看護協会の仕事に関わるようになって６年。皆様

のおかげで、ここまで続けることができたと思って

おります。今後も天草地域と当院の看護の質の向上

のために微力ながら頑張ってまいります。 

 ありがとうございました。 

 6月3日（土）「看護協会総会」において、当

院の森こずえ看護部長が熊本県看護協会長賞

を受賞されました。 

 昭和57年 上天草総合病院 入職 

 昭和61年から上天草看護専門学校の教務と

して約 20年間、看護学生の育成に尽力を注

がれました。 

 平成17年10月 上天草総合病院 看護副部長 

 平成18年4月には看護部長に就任

されました。 

 また、平成18年4月からは看護協

会天草地区支部常任委員として、天

草地区支部の広報委員として、天草

全体の看護の質の向上に貢献されてこられま

した。 

 当院だけでなく、天草全体の看護師の育成

のため、看護協会主催で行われる行事以外に

も、いろんな場面で活躍されてこられた事が

認められ、今回の受賞となられました。 

 当院での日々の活躍は、いまさら私が言う

までもなく、皆様がよく

ご存じの通りですよね。 

これからも、わたした

ちスタッフのため、ま

た、天草全体の看護の質

の向上のため、リーダー

シップを発揮して下さる

ことでしょう。 

健康には気をつけて下

さいね。 
  看護副部長 

     森本 輝美 

 

  

  診療案内変更のお知らせ 
 

7月から代謝内科 山城武司 医長の診療日が変更になります。 

        診察日： 火曜日と金曜日の午前中 

 木曜日は午後３時から６時まで（午前中はありません）  
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樋口事業管理者樋口事業管理者樋口事業管理者   

   アタック！アタック！アタック！   

 

  活躍してます！！活躍してます！！活躍してます！！   

嚥下障害対策チーム嚥下障害対策チーム嚥下障害対策チーム 

摂食・嚥下とは「食事における咀嚼や飲み込

み」を意味するもので、その機能が障害されると

「口から食べること」ができなくなるだけでな

く、食べ物が誤って気管に入り、誤嚥性肺炎や窒

息を引き起こす場合もあります。 

この「食べる機能の障害」は脳や神経の障害、

頭頚胸部の術後だけでなく、加齢や寝たきりによ

る筋力低下によっても生じることがあり、多くの

患者さんに関係する重要な問題です。「口からた

べること」は入院中の患者さんにとって特に

重要な意味を持ち、いったん障害が起こり食

事が制限されると、精神的ストレス、意欲低

下、栄養低下などさまざまな問題が生じ、本

来の治療が妨げられたり、入院期間が長びく

こともあります。そのため、摂食・嚥下障害

が疑われる場合、適切な診査・診断に基づい

た早期からの治療および訓練が必要となります。 

 嚥下障害対策チームでは、医師・歯科医師・

看護師・言語聴覚士・管理栄養士・理学療法

士・作業療法士などの専門職がチームとなり、

スクリーニング検査、嚥下造影検査(VF)、嚥下

内視鏡検査(VE)、週１回の病棟回診やカンファ

レンスを行い、 患者さんの状態や機能の変化に

応じた最適なリハビリ訓練・指導を行っていま

す。  

リーダー  福田 敏博 
      (歯科口腔外科部長）        

CCCグループ優勝グループ優勝グループ優勝      
   ♪医事らないでね♡意地か？

♪医事らないでね♡意地か？
♪医事らないでね♡意地か？   

 平成２４年６月２７日（水）に互助会職員対抗ミ

ニバレーボール大会が龍ヶ岳町立体育館で行われま

した。雨の強い中、１９７名と多くの職員が参加し

大変盛り上がりました。ミニバレーボール大会は互

助会行事の中でも参加者が多いイベントです。 

どうして、こんなに参加者が多いのか？まず一つ目

は職員同士の触れ合いです。 

普段はあまり関わりのない違う部署との交流、また

いつも同じ部署で働いていても知らない新しい一面

が垣間見えたりします。 

これもミニバレーボール大会の

面白いところです。 

二つ目は、優勝賞品です。 

１位のチームには、優勝賞品として米１０ｋｇが渡

されます。そのため、各チームが団結し、一生懸命

に頑張ります。結果はあまり良くなくても参加した

皆さんが何かの賞品を貰えます。これが参加人数の

多い最も大きな理由ではないでしょうか。 

職員みんなの試合中の楽しそうな表情、賞品を貰っ

た時の笑顔がたくさんあり今回のミニバレーボール

大会も大成功でした。 

坂本院長
坂本院長
坂本院長   狙いをすましてサーブ！

狙いをすましてサーブ！

狙いをすましてサーブ！   

BBBグループ優勝グループ優勝グループ優勝      

   トーセキチームトーセキチームトーセキチーム   

AAAグループ優勝グループ優勝グループ優勝      

   フラフラガールスフラフラガールスフラフラガールス   

週１回の病棟回診風景 
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編集後記 

○梅雨も後半となり、昭和47年の天草大水害の記念日（7月6日）が迫ってきた。この時期が過ぎると暑い夏の到

来である。昨年に引き続き、電力不足が危惧され、節電が求められている。当院でも、窓外に遮光ネットを

張ったりグリーンカーテンの栽培が行われているが、各自が不要な電源をこまめに切るといった意識を共有し

たい。 (福田)  
 

○あるファッション雑誌を見ていたら○○フォーの水着なる記事を見つけました。その年齢で水着を着る人がい

るのかと思う反面、年齢で着る水着も変わるの（ﾟεﾟ)となんとなく複雑な気持ちで読みました。 

  夏の到来間近！水着はさておき薄着になる季節、付きすぎてるお肉を処理しなくては。（森口る） 

医療施設の皆様の勉強会・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『地域医療連携室：TEL0969-62-1547』までお問い合わせ下さい。 

研修会・勉強会の行事予定表 

７月 ６日（金） 水害記念式典 １１；４５～ 当院６階講堂 

７月１０日（火） マザークラス「お産の経過と呼吸法」 １３：３０～ 当院６階講堂 

７月１３日（金） 糖尿病教室 

 食品交換表の話(たんぱく質編） 

 糖尿病の合併症 

 ・足の切断にならないように（神経障害・壊疽・フットケア） 

 ・認知症と糖尿病 

１３：１５～ 当院６階講堂 

７月１７日（火） 創立４８周年記念式典 １８：００～ 当院６階講堂 

７月１８日（水） ＮＳＴ勉強会 １７：３０～ 当院６階講堂 

看護師勉強会「嚥下スクリーニングの実際について」 １２：３０～ 当院６階講堂 

心臓リハビリテーション教室 

  「狭心症と心筋梗塞について」  

               循環器内科部長  脇田 富雄 

１３：３０～ 当院６階講堂 

７月２１日（土） 夏のクリーン作戦  ７：００～ 当院全域 

７月２７日（金） がんサロン １３：３０～ 当院６階講堂 

７月２０日（金） 

 
 6月9日（土）建設交運一般労働組合熊本部会上天草班の

方々、21名が当院周りの植木庭木草取り作業をされました。 

 月1回は職員も作業をしていますが、なかなか

手がいきとどかない路面際の雑草まできれいに

なり、本格的な梅雨を前にきれいさっぱりして

いただきました。昨年につづき作業をいただい

た代表小川さんをはじめ、みなさんの善意に感

謝いたします。 

善 意 に 感 謝 し ま す 

建設交運一般労働組合建設交運一般労働組合建設交運一般労働組合   

熊本部会上天草班の皆様熊本部会上天草班の皆様熊本部会上天草班の皆様   
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７ 月  診 療 案 内 

内   科 
  代謝内科 

  消化器内科 

  呼吸器内科 
  

樋口 

坂本 

和田 

 

 

城臺 

大村 

和田 

山城 

 

 

城臺 

 

坂本 

大村 

 

 

 

和田(～10時) 

志摩(10時～) 

樋口 

和田 

山城(15時～) 

 

 

石田 

坂本 

山城 

城臺 

 

 

応援医師 

 

循環器内科  脇田 脇田 脇田 脇田 脇田 

※ペースメーカー外来は（３、６、９、１２月）に行います。 

小児科 神薗 神薗 神薗 神薗 神薗  

外科・肛門外科 

消化器外科 

 

福田 

 

城野 

 

福田／蓮尾 

 

 

城野 

 

蓮尾 

 

整形外科  藤松 上原 藤松 胤末(午後) 藤松 7/20 

※毎週木曜日（予約制）は午後２時から午後５時まで診察を行います。 

産婦人科  姫野 

黒田 

黒田 姫野 

黒田 

姫野 姫野 

 

 

※黒田医師は女性医師です。  

耳鼻咽喉科 － 熊大 － － 熊大 7/6,13 

眼科  竹下 竹下 － 竹下 竹下  

※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。 

皮膚科 － － － 尹 －  

泌尿器科 － 小川 － － －  

胃腸センター 蓮尾 

城野 

石田 

福田 

蓮尾 

城野 

和田 

石田 

坂本 

福田 

蓮尾 

福田 

城野 

石田 

 

歯科・口腔外科  福田 福田 福田 福田 福田  

※午後は、１時～４時３０分まで受付けます。 

 また、火、木の夕方診療（午後５時～６時）も行います。 

7/13 

新患担当 

月 火 水 木 金 休 診 日 

※診療受付時間は午前８時３０分～１１時３０分まで行います。 

※眼科は、毎週水曜日は休診になります。 

※木曜日の整形外科外来（予約制）は、午後２時から午後５時まで診療を行います。 

※歯科口腔外科は月～金の午後も診療を行います。又、火・木は午後６時まで診療を行います。 

※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。（予約制です） 

※内科は、火・木の午後５時～午後６時まで診療を行います。 

※木曜日の内科山城医師の外来は午後３時～午後６時まで診療を行います。 

教良木診療所 応援 大村 坂本 樋口 応援 黒田 

御所浦診療所 応援 山城 

(第2･4午前) 

－ 

－ 

竹下(午前)  － 

－ 

御所浦北診療所 応援 － － － 城臺(午後) － 


