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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 

２０１４（平成２６年）２月号（第８８号） 

市 民の皆様には、日頃か

ら当院及び関連施設に

多方面からご支援、ご協力を

賜りまして誠にありがとうご

ざいます。心より感謝申し上

げます。お陰様をもちまし

て、良好な経営状況を維持し

ています。この健全経営が評

価され、昨年6月に自治体立優

良病院表彰を受けました。こ

の賞は全国の自治体病院の中で黒字決算が5年以上継

続していること、不良債務がないこと、地域医療に貢

献していることが受賞条件です。当院は昭和61年にも

同表彰を受けており、今回が2回目の受賞です。全国

でも2回目の受賞は10病院余りしかなく、大変名誉な

ことです。これも上天草市地域婦人会の病院ボラン

ティアをはじめとした地域住民の皆様、行政、市議会

等々多くの方々の支援の賜物と感謝申し上げます。 

さ て、平成23年度から取り組んできた施設改修等

の設備投資につきましては、平成24年度末には

超音波・内視鏡センターと透析センターの改修工事が

竣工しました。これにより、超音波検査、内視鏡検査

や血液透析の患者様が快適に検査や治療を受けられる

環境整備ができました。さらに平成25年5月末には、

病院全館の空調設備の全面入れ替えも完了し、過去

2，3年入院患者様に大変ご迷惑をおかけしました猛暑

の夏も、昨年は快適な療養生活をお過ごしいただいた

のではないかとホッとしているところです。また昨年

11月には言語聴覚療法室・作業療法室を開設しまし

た。これで脳血管疾患後遺症などの患者様のリハビリ

療法がさらに充実できるものと期待しています。さら

に病院のエレベーターの改修工事も完了し、電子カル

テも今年1月14日から運用を開始しました。そして現

在は血管造影装置の入れ替え工事を行っています。電

子カルテについては、順調な運用ができるようになる

まで1ヶ月ほどは、患者様にご迷惑をおかけすると思

います。また2月末までは血管造影検査が当院ではで

きません。大変ご迷惑をおかけしますが、患者様への

影響が少しでも少なくなるように、できる限りの努力

をいたしますので、ご理解のほどよろしくお願いしま

す。 

当 院は今年7月に創立50周年を迎える記念すべき年

になります。また上天草市が誕生し、市立病院

へ改称してから10周年にもなります。創立50周年記念

行事を、準備委員長の蓮尾副院長を中心に4月に記念

大運動会、7月に記念式典・祝賀会、11月に記念文化

祭、平成27年2月に記念病院学会を計画しています。

記念誌の発行の準備も進んでいます。平成26年並びに

平成26年度の当院の目標は、病院及び関連施設の更な

る保健・医療・福祉・介護の質の向上と、健全経営を

継続すること（常勤小児科医の確保をはじめとした医

師確保が 優先課題です）と、創立50周年記念行事の

成功です。もう1つの目標・計画は施設の老朽化が著

しい上天草看護専門学校及び学生寮の改築工事です。

3月市議会でご審議、ご承認をいただければ、平成26

年度着工、平成27年度末竣工を計画しています。看護

学校と120名の学生は上天草総合病院だけでなく、上

天草市のためにも是非とも必要な存在です。看護学校

への応援もよろしくお願いします。 後に、上天草総

合病院及び関連施設では、全職員が一致団結して上天

草市はもちろん天草上島の中核病院として医療の質の

向上と地域包括医療・ケアシステムの推進を図り、当

院の理念である「信頼される地域医療」を目標に、地

域住民の皆様に愛され、信頼され、応援してもらえる

よう努力し、地域に貢献していきますので、今後とも

皆様のご支援、ご協力をお願い申し上げます。 

事業管理者  樋口 定信 
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1月14日(火）より電子カルテを導入しました。 

平成24年から電子カルテのデモンストレーション

を実施したり、電子カルテを利用している病院を視

察に行ったりと、医療情報システム委員会を中心に

電子カルテ導入ワーキンググループのメンバーで検

討を重ねてきました。 

昨年6月末に業者を決定してから、1月の導入まで

に何度も運用の検討を行ってきました。昨年の10月

からは操作教育が始まり、医師をはじめ、看護師、

医事課職員等全職員が交代で操作の特訓を行いまし

た。12月には、模擬患者役に看護学生の協力を得

て、外来で2回、病棟での2回実施し、職員全員でス

ムーズに業務が行えるようリハーサルを重ねまし

た。 

その時の反省会では、パソコンだけ見て患者の顔

を見ないとか、説明が不十分だとかなかなか手厳し

い指摘がありました。電子カルテになってよく言わ

れる苦情です。本番でこのようなことにならないよ

う大変ありがたいアドバイスでした。 

本稼働前の休みの日には、念を入れて医事課と外

来看護師で受付の流れ等を再確認しました。 

1月14日午前7時からの本稼働においては、受付か

ら外来診療・会計まで、どうにかスムーズに流れた

のではないかと思います。 

待ち時間対策の一つに、当院独自の「受付番号表

示モニター」を各診療科に設置しました。いい評

価、悪い評価があり、まだまだ検討の必要があるよ

うです。 

運用面においても、まだまだ多くの問題点があり

ますので、現在も委員会を中心に検討を重ねている

ところです。電子カルテにおいて、職員間の情報共

有がうまく行われ、診療の質の向上、患者サービス

の向上につながるよう、機械に使われるのではな

く、機械を上手に使いこなしていきたいものです。 

 

電子カルテ導入しました電子カルテ導入しました電子カルテ導入しました   
総務課長総務課長    森森  千壽千壽  

操作教育風景 

リハーサル前のミーティング 

リハーサルでの再来受付機確認風景 

受付番号表示モニター・情報モニター 

リハーサルでの診察風景 
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研修会・勉強会の行事予定表 

２月５日（水） S-QUE院内研修1000’Eナース 
「新しくなった口腔ケア技術と実践」 
 ～VAPも予防できるPlaque Control Record:PCR 
  講師；外木 守雄 氏（日本大学歯学部口腔外科教室） 

１７：４０～ 当院６階講堂 

２月１０日（月） マザークラス  
  おっぱいマッサージ・妊娠経過・母児同室について 

１３：３０～ 当院６階講堂 

２月１５日（土） 上天草総合病院学会 ８：３０～ 当院６階講堂 

２月１９日（水） S-QUE院内研修1000’Eナース 
「嚥下障害アセスメントツールと安全な嚥下訓練」 
講師；戸原 玄 氏（日本大学歯学部摂食機能療法学講師） 

１７：４０～ 当院６階講堂 

心臓リハビリテーション教室 
「４月からの医療費について」 
   循環器内科部長  脇田 富雄 先生 
   医事課係長    江口 一  氏 

１３：３０～ 当院６階講堂 

がんサロン １３：３０～ ５階図書室 

２月２２日（土） 天草地域糖尿病予防フォーラム 
講演「ダイエットのウソホント 
   ～世界の研究から分かった根拠あるダイエット法の話～」 
  講師；糖尿病専門医  山城 武司 先生 

１４：００～ アロマ 

２月２１日（金）   

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。 

○当院でも1月14日から電子カルテに移行した。使い慣れようと奮闘している間に早くも1月が過ぎようとしている。 
 今冬は、日本の各地で感染症が話題になっている。ノロウイルス感染をはじめ、鳥インフルエ ンザや新型インフルエンザの恐

怖もある。インフルエンザの感染者はこれから当地でも増えそうな気配である。 
 そのような中でも、近所の庭には蝋梅が満開となっている。桜の木にも蕾がたくさんつき、春の出番を待っているようだ。    

                                                      （福田） 

編集後記 

がんサロン料理会がんサロン料理会がんサロン料理会   

がんサロンにて、１２月２１日にお料理会を行い

ました。クリスマスや忘年会を兼ねたお料理会も今

年で３回目の開催となり、がんサロンの中でも定例

行事になりつつあります。料理の献立から考え、料

理を作り会食を行いました。 
 今年は９名の参加でしたが、その中には坂本院

長の参加もあり、男性２人を含んで料理を完成させ

ました。今年のメニューは郷土料理からお正月料

理、クリスマスケーキ等盛りだくさんでした。 
 おみやげに持って帰れるほどのたくさんのメ

ニューでしたが、つまみ食いをしながら楽しく料理

をしました。魚のすり身や干し柿は自家製であり、

またサツマイモも自宅で採れたてのものを持ってき

ていただきました。手作りケーキはイチゴをサンタ

さんのようにかわいく飾り、ゼリーも２色でおしゃ

れな仕上がりでした。 
お昼の会食ではテーブルいっぱいの料理となりま

した。お昼でもあったのでノンアルコールで乾杯を

し、おいしい料理をつまみながら会食は話も弾み、

楽しい時間を過ごすことができました。 

いつものがんサロンもいい時間ですが、何かをし

ながら、たわいもない話をするのもとても穏やかな

時間だと感じました。時間を気にせず、それぞれが

できることをゆっくり楽しみながらできた気がしま

す。  

医療相談員医療相談員    堀江堀江  静静  
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２ 月  診 療 案 内 

内    科 
 代謝内科 
 消化器内科 
 呼吸器内科 
  

樋口 定信 
坂本 興美 
和田 正文 

 

村本 啓 

大村 信正 
和田 正文 
山城 武司 

 

天神 佑紀 

坂本 興美 
大村 信正 
石田 隼一 

 

村本 啓 
 

志摩 清 

樋口 定信 
和田 正文 
山城 武司 
石田 隼一 

前田 幸佑 
(石田 隼一) 

坂本 興美 
山城 武司 
天神 佑紀 

 

応援医師 

 

循環器内科  脇田 富雄 
前田 幸佑 

脇田 富雄 
前田 幸佑 

脇田 富雄 
脇田 富雄 
前田 幸佑 

脇田 富雄 
 

※ペースメーカー外来は（３、６、９、１２月）に行います。 

小児科  田原 正英 田原 正英 田原 正英 田原 正英 田原 正英 
3日㈪ 

～10日㈪ 

外科・肛門外科  
消化器外科 

福田 誠 城野 英利 
福田 誠 

／ 
蓮尾 友伸 

城野 英利 蓮尾 友伸 

 

整形外科  藤松 晃一 上原 悠輔 藤松 晃一 胤末 亮(午後) 

（久米慎一郎） 

藤松 晃一 21日㈮ 

※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 隆一 姫野 隆一 姫野 隆一 姫野 隆一 姫野 隆一  

耳鼻咽喉科 － 熊大 － － 熊大  

眼科  竹下 哲二 竹下 哲二 － 竹下 哲二 竹下 哲二  

※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 浩信 －  

泌尿器科 － 小川 愛一郎 － － －  

超音波・ 
内視鏡センター 

蓮尾 友伸 
城野 英利 
石田 隼一 

福田 誠 
蓮尾 友伸 

城野 英利 
和田 正文 
石田 隼一 

福田 誠 
蓮尾 友伸 

（坂本 興美） 

城野 英利 
石田 隼一 
(村本 啓） 

 

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、１時～４時３０分まで受付けます。 

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。 
※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） 
※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前と午後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 信正 坂本 興美 樋口 定信 応援 前田 幸佑 

山城 武司 
（第2･4） 

村本 啓 
 

竹下 哲二 － 樋口 定信 
(大村 信正) 

－ 村本 啓 － － 天神 佑紀 

御所浦北診療所 応援  

   （午後のみ） 
樋口 定信 
（第1･3） 
山城 武司 
（第2･4） 

－ － 大村 信正 － 

御所浦診療所応援          
                午前 

午後 

（10時～) 


