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 はじめまして。内科に勤務しています、下村茉希です。大学は自治医科

大学を卒業しました。医師の少ない地域での医療を支えるためにつくられ

た大学です。龍ヶ岳町は父の故郷であり、幼少時から慣れ親しんだ場所で

す。熊大、日赤での研修を終え、いよいよひとり立ちという3年目にこの

病院で働けることをとてもうれしく思います。専門分野はまだ決めていま

せんが、ここでのたくさんの出会いや経験の中から見つけていきたいで

す。趣味は大学から始めたビッグバンドジャズで、バリトンサックスを吹

いています。まずは1年間よろしくお願いいたします。 

   

上天草市立上天草総合病院 地域医療連携室 

TEL・FAX  ：０９６９－６２－１５４７（直通） 

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 

URL：http://www.cityhosp-kamiamakusa.jp/ 

発行責任者：地域医療連携室長 福田 誠 

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）８月号（第９４号） 

はじめましてはじめましてはじめまして   

水害記念式典に参加して水害記念式典に参加して水害記念式典に参加して   

内科医員  下村 茉希  
し も む ら  ま き   

 

 今まで天草大水害については、話を聞いたことは

あっても正直なところ「そんなことがあったのか」く

らいにしか思っていませんでした。 

 しかし、水害記念式典に参加して水害時の写真やパ

ネルを見て、想像以上の被害の大きさに驚いてしまい

ました。 

 昭和４７年、病院が開設してまだ８年という時期に

起こってしまった災害。坂本院長の話にもあったよう

に、当時の悲惨な状況や、たくさんの手助けがあって

病院が存続していること、直接被害には遭っていなく

ても、私たちは決して忘れてはいけないと思いまし

た。そして研修の時に言われた「この地域があるから

こそ、この病院がある」その言葉の意味を改めて実感

しました。 

 最近も大雨や台風など全国各地で様々な自然災害が

起こっているなかでも「自分のところは大丈夫」と

思ってしまいがちだったのですが、「いつ何が起こる

かわからない」ということを心に留めて不測の事態に

対応できるよう、自分の考えを改める良いきっかけに

なりました。 

 

 

 

 

外来看護師  北垣 絵里   

水害記念式典にて、おにぎりとメザシの昼食会 
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昭和39年7月16日、岡崎禮治名誉院長と故辻本市之

助町長ほかの御尽力で医師4名（外科・内科・産婦人

科）、看護師14名、全45名の職員で診療が開始され

ました。その後龍ヶ岳町立上天草病院、龍ヶ岳町立

上天草総合病院、上天草市立上天草総合病院と名

称・開設者の変更、建物の改築・新築はありました

が、お陰様で今年50周年を迎えることができまし

た。これもひとえに関係者の皆様、住民の皆様のご

理解とご協力の賜と感謝申し上げます。 

さて、病院職員のこれまでの謝意と今後の熱意を

お伝えすべく平成26年7月12日、松島町ホテル竜宮に

て創立50周年記念式典および祝賀会を開催致しまし

た。院外から132名のご列席を頂き盛大な式典となり

ました。 

また、記念日当日は病院6階講堂にて、病院職員全

体の祝賀会を開催致しました。永年勤続者（30年、

20年、10年）の表彰とTQM委員会主催の優秀接遇者の

表彰が行われ、今後のさらなる研鑽と接遇の改善の

誓いを確認しました。 

これまでも、そしてこれからも、信頼され愛され

る病院を目指しますので、今後とも関係者の皆様、

住民の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げま

す。 

 

   創立５０年記念式典開催創立５０年記念式典開催創立５０年記念式典開催   
      

病院事業副管理者  蓮尾 友伸  

七夕飾りの贈り物七夕飾りの贈り物七夕飾りの贈り物   

   7月２日（水）に高戸保育所の

青組さんの子供たち11名から、七

夕飾りをいただきました。早速、

受付フロアに飾りました。短冊に

は、「お母さんになれますよう

に」や「キュアハニーになれます

ように」などたくさんの可愛い願

い事が書かれていました。皆さん

の願い事が叶うといいですね。毎

年の贈り物です、ありがとうござ

いました。   

   〈 総務課 井賀 寿 〉 

永年（30年）勤続者表彰受賞者 

高戸保育所 青組の皆さん 

祝賀会の様子 

上天草市長挨拶 
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研修会・勉強会の行事予定表 

８月６日（水） S-QUE院内研修1000’Eナース 
「ナースが知るべき検査値 ～凝固・線溶系検査と血液一般検査」 
講師；村上 純子 氏（埼玉協同教育検査センター 臨床検査部長） 

１７：４０～ 当院６階講堂 

８月１２日（火） 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 

８月１９日（火） 接遇研修会 １７：３０～ 当院６階講堂 

８月２０日（水） S-QUE院内研修1000’Eナース 
「Dr.大島一太の心電図講座シリーズ〈心筋梗塞〉」 

講師；大島 一太 氏（東京医科大学八王子医療センター循環器内科） 

１７：４０～ 当院６階講堂 

８月２２日（金）   がんサロン  １３：３０～ 当院６階講堂 

８月２６日（火）    上天草医学懇話会 
演題1. 最新血管撮影装置の紹介  
 演者；当院放射線科主任 西浦 裕典 氏 
演題2. 血液凝固から考えた新規抗凝固薬の特徴 
   ～あたなの知らないNOACの凝固系に対する影響～ 
 演者；帝京大学医学部内科学講座 教授 川杉 和夫 先生 

１９：００～ 亀屋ホテル 

８月２９日（金）    心臓リハビリテーション勉強会 
「心不全について」  副院長兼循環器内科部長 脇田 富雄 先生 

１３：３０～ 当院６階講堂 

８月８日（金） 糖尿病教室 
1.希少糖・人工甘味料について 
2.足の切断にならないように（神経障害・壊疽、フットケアの話） 
3.糖尿病と眼  副院長兼眼科部長 竹下 哲二 先生 

１３：１５～ 当院６階講堂 

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：TEL0969-62-1122（代表）』までお問い合わせ下さい。 

○最も暑いこの時期。熱中症の発症が全国で報道されている。こまめな水分補給等、体調管理に気をつけたい。熱帯夜で眠れない  

夜に、もう虫の声が聞こえた。夏の深まりの中に秋がすでに始まっている。（福田） 

編集後記 

 看護学校の夏のイベントである『ウィンド

サーフィン』授業が、７月１８日(金)３８期生

４０名が参加して行われました。１グループ6
～７名に分かれて海に入り、それぞれの先生方

（６名）より指導を受けました。最初はボード

の上でバランスをとることに必死で、なかなか

セイルをあげることができず、前に後ろにと海

に飛び込んでいく姿が多く見られました。学生

の中には練習を重ねる毎に上達し、方向変換な

どの技術もできるようになりましたが、風がな

かったのでセイルを動かしボードを前へ進めて

いくことが難しかったようです。 
 授業を終えて、学生からは「１回では物足り

ない」「各学年で毎年してほしい」「毎月でも

いい」という声があがり、楽しく経験すること

ができたようです。 
 全員怪我もなく無事に終えることができ、指

導をしてくださった先生方には感謝しておりま

す。 

      ウインドサーフィンを終えてウインドサーフィンを終えてウインドサーフィンを終えて   看護学校看護学校  

看護学校教員  岡野 美保  
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８ 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 

 

國友 耕太郎 

熊大代謝内科 

大村 信正 
和田 正文 
山城 武司 

 

國友 耕太郎 

坂本 興美 
大村 信正 

 
 

下村 茉希 
 

志摩 清 

樋口 定信 
和田 正文 
山城 武司 

 

國友 耕太郎 
 

坂本 興美 
山城 武司 

 
 

応援医師 

 

循環器内科  脇田 富雄 脇田 富雄 脇田 富雄 脇田 富雄 脇田 富雄 8日㈮ 
11日㈪ 

※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 
11日㈪～ 

15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 【午後2時～】 
 森山 弘朗   
（久米慎一郎） 

藤松 晃一 15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 
桑原 三郎 

桑原 三郎 
姫野 隆一 
桑原 三郎 

姫野 隆一 
桑原 三郎 

姫野 隆一 
（桑原 三郎） 

 

耳鼻咽喉科 － 熊大 － － 熊大 8日㈮ 

眼科  粟井 麻衣子 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 － 28日㈭ 

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 

國友 耕太郎 

福田 誠 
蓮尾 友伸 

城野 英利 
和田 正文 

福田 誠 
蓮尾 友伸 

福田 誠 
城野 英利 
下村 茉希 

 

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時の診療は予約の方のみとなります。 

※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 応援 樋口 定信 応援 國友 耕太郎 

竹下 哲二 

山城 武司 
（第2･4） 

下村 茉希  － 

樋口 定信 
(大村 信正) 

－ 
下村 茉希 － － 

(樋口 定信) 
(下村 茉希) 

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～) 

（第１・３) 


