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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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 平成２７年９月１１日に上天草看護専門学校の改

築工事の安全祈願祭が執り行われました。 

 旧看護学校は雨漏りによる漏電、鉄筋の錆による

爆裂、天井部分のコンクリート片落下等の老朽化が

進み、５年ほど前から建替えを検討しておりました。

当初、龍ヶ岳統括支所の建物、敷地の有効活用で市役

所の担当部署と数回にわたり検討会を行いました。

検査を行ったところ支所の建物は、耐震構造基準が

不適合であり、耐震補強、改造費に多額の費用が必要

となったことから、取り壊して新築を行う方がより

現実的でありましたが、熊本県の災害危険地区であ

り新設の建物建設が不可能でありました。 

終的に看護学校敷地に建て直す方策しかなく、現

在地に鉄骨造５階建てで建設することになり、平成

２６年度当初予算に事業総額１４億円の建設費を計

上いたしまして平成２８年２月完成を目指していま

したが、東日本大震災等による建設資材及び建設労

務費の高騰により、建設予算が不足することから、平

成２６年９月市議会で約3億6,500万円増の約17億

6,500万円へ建設費を増額しました。また設計書作成

の遅れや旧看護学校の解体工事が大幅に遅れた影響

により、完成予定も平成２８年度末となりました。 

 新看護学校は、点在していた学生寮を３階、４階、

５階に集約し、セキュリティーに万全の対策を講じ

るとともに厨房、食堂を備え生活環境を充実し、看護

師を志す学生の学習環境をよりよいものへと考え建

設してまいります。また、看護学校の設備基準に適合

する実習室、教室や図書室等の整備も行います。 

 仮校舎での授業等により現在の看護学生、更に工

事期間中は近隣の住民の皆様や病院ご利用の皆様方

に大変ご迷惑をお掛けいたしますがご理解、ご協力

をお願い申し上げます。 

 

安全祈願式 

看護学校建設工事が始まる看護学校建設工事が始まる   
                     事務部長事務部長    松本松本  精史精史  

完成予想図 



 

-2- 

春田医院の開設者、私の父、輝は太平洋戦争の激

戦地ニューギニアにて右腕を負傷切断した。片腕と

なった父は戦後医師を断念し三角町で兄の電気店を

手伝う。昭和21年松島町阿村の長老方の度重なる懇

請に応じ、天草に渡り開業医を決意する。恩家の一

部屋を貸りて診療を始める。その後5人の子供を育

て、私は4番目として育つ。父は片手でアンプルを

カットし、駆血帯を結び静注し、片手で縫合処置を

していた。当時は多くの家に寝たきりの人が多く、

父は毎晩の様に往診に呼ばれていた。どこの家も子

供が多く、村中から子供の笑い声が絶えなかった。

そして、多くのお年寄りが自宅で家族に見守られ、

期を看取られていた。昭和39年龍ヶ岳町立上天草

病院が開設され、初代院長の岡崎先生には随分と助

けられたと聞いている。昭和41年9月天草五橋が開

通し天草は活気に溢れていた。 

 平成4年私は父の病気により、春田医院を継承し

た。その頃はまだ往診も多く、大家族で病人を介護

していた。臨終のときは夜中に何度も往診に呼ばれ

た。私もまだ若かったから頑張れた。その後、核家

族が増え、介護保険が導入され、特老、老健等の施

設も充実した。地域から子供の声が聞こえなくな

り、寝たきりのお年寄りもいなくなった。 
 日本の医療費は40兆円、毎年高騰するばかりだ。

１ヵ月の医療費 高額がとうとう１人の患者に１億

円を超えた。月1千万円を超える高額医療費者はう

なぎ昇りだ。政府は医療費抑制のため地域包括ケア

システムを多職種で導入しようとしている。しか

し、今の家庭には介護する力も余裕もなくなってい

る。日本、アメリカ、中国、韓国の高校生を対象に

した 近のアンケートで、①親を尊敬していますか 

の問いにＹＥＳがアメリカ70.8％、中国59.7％、日

本は37.1％でビリ、②将来必要になったら親の介護

をしますか の問いにＹＥＳが中国87.7％、韓国

57.2％、日本37.9％で断とつのビリであった。 

 この１０月に映画「ベトナムの風に吹かれて」が

上映される。長年、ベトナムに住む娘が認知症に

なった日本の母親を引き取り介護する実話で、娘役

の松阪慶子はインタビューで「初めは知らない国で

心配でした。しかし、ベトナムには儒教精神が根付

いていて、人々は親を尊敬し年長者を敬い、いつも

笑顔で優しい人達です。私が小さかった頃の日本人

を見ているようでした」と答えていました。 
 今、大事な何かを見失いつつある日本人に親の介

護が期待できるのか、その覚悟が問われる。現在、

介護離職者は年間10万人にも達し、その8割が女性

で介護離職による貧困も大きな社会問題となりつつ

ある。安倍総理は介護離職者ゼロを宣言した。女性

の社会進出と在宅での終末という大きな矛盾を抱え

ている。 

 

 国の医療も福祉も大きく変動しようとしている。

今後も地域の医療を守るために上天草総合病院への

期待は大きい。私達開業医も樋口先生、坂本先生他

多くの先生方の助けを貸りて微力ながら地域に貢献

できればと思う。 

 

   春田医院春田医院   
  院長院長  春田 淳 先生春田 淳 先生  

住所住所  熊本県上天草市松島町阿村熊本県上天草市松島町阿村808808--66  

電話電話  ０９６９－５６－００５２０９６９－５６－００５２    

有料老人ホーム ウェルカメ 

介護付き有料老人ホーム シルバードリーム 寿里 

寄 稿寄 稿  
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１０月６日（火） 医療安全に関する勉強会 
１７：３０～ 当院６階講堂 

１０月７日（水） S-QUE院内研修1000’Eナース 
「 新呼吸療法のエッセンスシリーズ ～気管吸引とケア（吸引以   
  外の排痰法、カフ圧管理）」 
  講師；菅 広信 氏（秋田大学医学部附属病院 集中ケア認定看護師）  

１７：４０～ 当院６階講堂 

１０月１３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 

１０月１６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    

１３：３０～ 当院６階講堂 

１０月２１日（水） S-QUE院内研修1000’Eナース 
「正しく理解しよう！酸素療法」 
  講師；尾野 敏明 氏 
   （杏林大学医学部附属病院集中ケア認定看護師教育課程主任教員） 

１７：４０～ 当院６階講堂 

１０月２３日（金）  がんサロン アクアマリン １３：３０～ 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。 

編集後記 

○御嶽山の噴火から早一年。報道される御嶽山は、今年も美しい紅葉を見せていた。鬼怒川の堤防決壊による水害

も大きな被害をもたらしたが、その後の連休にはボランティアによる復旧が進んだ由。我々日本人は自然の脅威

の中でも、互いに助け合いながら生活しているとあらためて思った。（福田）  

研修会・勉強会の行事予定表 

例年、救急医療週間の期間中に行っていました消

防との合同研修会を今年も去る9月10日に行いまし

た。 

 今年は、低血糖についての研修会を行いました

が、その背景には救急救命士の処置の中に血糖測定

と低血糖症例へのブドウ糖溶液の投与が可能となっ

たことを踏まえて会の内容を決定した経緯がありま

した。この紙面をお借りして処置拡大のことを少し

お話させていただきます。 

 救急救命士の資格を有することで一般の救急隊員

にはできない処置が行えます。いわゆる特定処置と

言われるもので、気管挿管や薬剤投与などがこれに

含まれます。この特定処置の中に血糖測定やブドウ

糖投与が昨年春の法改正により含まれるようになり

ました。これを救命士の処置拡大という言い方をし

ます。これには、追加講習を受講することが必須な

ため現場の救命士のすべての方が行えるようになる

ためには、もう少し時間が必要となるようですが、

上天草でもこの資格をもった救命士さんが誕生して 

います。 

 今回の研修会では、御所浦分署と松島分署より１

例づつの事例報告を行っていただきました。その

後、当院内科石塚先生により低血糖全般についての

講義を行っていただき、また事例についての質問事

項にも答えていただきました。 

 後に大矢野分署濱田救命士より救急救命士処置

拡大についての説明を行っていただきました。 

当院６階会議室で行いましたが、参加者が多く、

一部立ち見の方もおられました。発表者の方にもた

くさんの参加者の方にも御礼申し上げます。 

 今回も研修会の後、場所をあらためて懇親会をと

り行いましたが、例年以上の参加があって、親睦を

深めることが出来ましたので合わせてご報告いたし

ます。 

 

            消防署との合同研修会を開催しました消防署との合同研修会を開催しました   
                   救急医療委員会 委員長救急医療委員会 委員長  城野城野  英利英利  
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１０月 診療案内 

内    科 
  代謝内科 

  消化器内科 

  呼吸器内科  

坂本 興美 

和田 正文 

石塚 俊紀  

熊大代謝内科 

和田 正文 

谷口 純一  

応援医師 

樋口 定信 

坂本 興美 

 石塚 俊紀   

 

樋口 定信 

和田 正文 

石塚 俊紀  

守田 雄太郎 

坂本 興美 

中本 弘作  

応援医師 

 

※10月1日㈭,8日㈭,15日㈭の樋口事業管理者の外来診療は休診となります。 
※10月21日㈬の坂本院長の外来診療は休診となります。 

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 
2日㈮ 

※ペースメーカー外来は（３、６、９、１２月）に行います。 
※10月1日㈭の外来診療は予約の方のみとなります。 

小児科  田原 正英 田原 正英 田原 正英 田原 正英 田原 正英 
 

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～】 

 久米慎一郎   

（岩橋 頌二） 

藤松 晃一 23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 
9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 － 
 

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 

福田 誠 

蓮尾 友伸 

城野 英利 

和田 正文 

福田 誠 

蓮尾 友伸 

國友 耕太郎 

福田 誠 

城野 英利 

 

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。 

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） 

※歯科口腔外科は月～金の午後も診療を行います。 

※内科は木の午後５時～午後６時まで診療を行います。 

教良木診療所 応援 樋口 定信 坂本 興美 応援 応援 
石塚 俊紀  

（午前・午後）  

御所浦診療所 応援                       
竹下 哲二 
（午前） 

    


