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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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上天草総合病院の木曜日午前中の皮膚科外来

を担当しております。2005年8月から診療して

いますので10年以上お世話になっております。

天草地区には皮膚科医がほとんどいないせい

か、上天草総合病院皮膚科を受診する患者さん

が非常に多く、診療がなかなか進まず、職員の

皆様にはご迷惑をおかけしておりますことをこ

の場をお借りしてお詫びいたします。 

上天草総合病院皮膚科には、皮膚癌、膠原病

など重症の患者さんも多く受診し、熊本大学医

学部附属病院へ紹介して治療を受けて頂き、そ

の後のfollowを上天草総合病院皮膚科にて行っ

ています。 

折角の機会ですので、熊本大学皮膚科・形成

再建科の現状を少々紹介したいと考えます。教

室員は70名以上になり、私が50歳代で最年長で

あり、私以外は40歳以下の若手から中堅医師が

中心となって活躍しております。熊本大学皮膚

科・形成再建科は地域医療への貢献を重要な課

題と考え、地域の公立病院へ医師の派遣を積極

的に行っております。また大学病院への貢献と

して、常時複数の医師を大学病院のICUに派遣

しております。重症の方の治療を展開してお

り、重症熱傷や重症薬疹など全身管理にも積極

的に取り組み、教室員一同熊本県のみならず九

州・西日本の医療に一丸となって貢献しており

ます。 

大学病院に在籍しているため、先進医療にも

熱心に取り組んでおります。1 悪性黒色腫に対

するセンチネルリンパ節生検、2 隆起性皮膚線

維肉腫（若年者に多い皮膚癌です）の遺伝子診

断を行っていましたが、これらは保険診療とな

りました。現在は 3 単純疱疹ウイルス感染症

または水痘帯状疱疹ウイルス感染迅速診断（リ

アルタイムPCR法）（熊本大学皮膚科・形成再

建科発の先進医療です）、4 多血小板血漿を用

いた難治性皮膚潰瘍の治療、を行っています。

さらには 5 皮膚悪性腫瘍に対するセンチネル

リンパ節生検、6 悪性黒色腫におけるFISH法に

よる診断、に取り組み、先進医療として申請な

いし申請準備中です。 

以上今回は熊本大学皮膚科・形成再建科の紹

介が中心となってしまいました。上天草総合病

院の木曜日午前中の皮膚科外来の診療は老体に

鞭打って、できるだけ皆様にご迷惑をかけない

よう努力してまいりますので、ご理解・ご支援

の程どうぞよろしくお願い致します。 

                  

非常勤医師の紹介非常勤医師の紹介  

                                           皮膚科  尹 浩信  

                 熊本大学大学院皮膚病態治療再建学分野  

   熊本大学医学部附属病院皮膚科・形成再建科 教授   

いん  ひろのぶ 
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 平成27年10月2日(金）3日(土）爆弾低気圧が吹

き荒れる中、第55回全国国保地域医療学会が埼玉

県大宮市で開催されました。 

 その中で、当院より私とコ・メディカル部長の

溝脇健一さんが、「全国国民健康保険診療施設協

議会会長表彰」を病院からの推薦を受け拝受する

ことが出来ました。 

 学会のメインテーマ「国保発祥の地に刻む新た

な歴史」のもと1200名の参加と317題の演題が発

表され、また今回の表彰を受けた方も全国から47

名いました。 

 表彰を受けた方で、代表で挨拶された先生の話

の中に、ここ数年少子高齢化に伴う市町村の過疎

化と医師・看護師確保の苦労が述べられていまし

た。私たちの病院もまさしくその通りであると実

感させられました。 

 今回、名誉ある受賞に選んでいただいた事に感

謝し、受賞を励みに質の高い医療・看護の提供に

尽力していきたいと思います。 

  

全国国民健康保険診療施設協議会 会長表彰受賞全国国民健康保険診療施設協議会 会長表彰受賞   

                        副看護部長副看護部長  須崎須崎  厚子厚子  

副看護部長 須崎 厚子 コ・メディカル部長 溝脇 健一 

 私は今回の戴帽式で看護師を目指すという志が

強まったような気がしました。自分にナース

キャップが着けられ、ナイチンゲール誓詞を朗読

した後、自分の中の看護師像がはっきりと脳裏に

浮かびました。それは、自分の手の中で静かに温

かみを放つロウソクの灯のような心で人を包み、

まっすぐに立つ芯のような気丈な心を持った看護

師です。 

 これから授業や実習が本格的に始まり、より一

層看護師への道が険しくなると思います。 

 そんな道だと理解した上で挑むにはまだまだ未

熟で経験不足だと思います。だからこそ自分の不

足している部分、まだ不安定な志の確立を友人や

先生方の力をお借りして形成していきたいと思い

ます。どんな辛いことが待ち受けていようとも、

私には差し伸べてくれる手がたくさんあり、背中

を押してくれる言葉が贈り物のように自分に届く

と思います。 

 そのような人の心の温かみと優しさで成長した

自分で今度は患者様の糧となり心から患者様を支

えていける看護師を目指します。 

  

戴帽式を終えて戴帽式を終えて   

                上天草看護専門学校 第上天草看護専門学校 第3939期生期生  川島川島  早稀早稀  

戴帽生代表謝辞 

池田 優歌 

戴帽の儀 

ナイチンゲール誓詞朗読 
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１１月４日（水） S-QUE院内研修1000’Eナース 
「がん患者のリハビリテーション看護」 
  講師；林 ゑり子 氏（藤沢湘南台がん看護専門看護師）  

１７：４０～ 当院６階講堂 

１１月１０日（火） マザークラス   
   お産の経過と呼吸法について 

１３：３０～ 当院６階講堂 

１１月１２日（木） 糖尿病教室 
 1. 食事指導 ･･･ 減塩のコツ 
 2.  糖尿病の合併症  透析にならないように 
 3.  糖尿病と虫歯、歯周病の話 

１３：１５～ 当院６階講堂 

１１月１８日（水） S-QUE院内研修1000’Eナース 
「外来化学療法と副作用対策」 
  講師；友田 恭子 氏（JCHO九州病院がん化学療法看護認定看護師）  

１７：４０～ 当院６階講堂 

１１月２０日（金）  心臓リハビリテーション勉強会 
 「循環器系に作用する薬」  薬剤科主任 谷川 之朗    

１３：３０～ 当院６階講堂 

第16回病院環境フォーラム‘15 
「地域包括ケア病棟の管理ポイント」 

１７：４０～ 当院６階講堂 

がんサロン アクアマリン １９：００～ アロマ 

１１月２７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『TEL0969-62-1122（代表）』までお問い合わせ下さい。 

編集後記 

○いつの間にか朝夕は寒くなり、天草の山にも紅葉が目立ってきた。実りの秋を迎えて、各地域の神社には幟が立

並ぶ。今年のカレンダーも残り少なくなったが、少しでも穏やかな秋の日和が続くことを願っている。（福田）  

○家の軒下に柿がつるしてある風景を目にする頃となった。昨年の我が家の干し柿は、途中で青かびが発生して食

べられなかった。今年は作り方を調べて、その通りに作ってみたので、上手くいくかもと期待してる。（森口） 

研修会・勉強会の行事予定表 

 上天草がんサロン「アクアマリン」 

日日  時：平成時：平成2727年年1111月月2727日（金）日（金）  19:0019:00～～21:0021:00  

場場  所：松島総合センター「アロマ」研修室所：松島総合センター「アロマ」研修室    

  

○○  ミニ講演会「がん検診について」ミニ講演会「がん検診について」    

          上天草総合病院健康管理センター上天草総合病院健康管理センター  松江文賀 保健師松江文賀 保健師  

○○  おしゃべりタイムおしゃべりタイム    

がんサロンは、がん治療を行う患者様やそのご家族が安らぐために作られた空間です。がん医療に対

する情報交換や、不安や孤独化を緩和することができます。また、同じ境遇の方々との対話を通して、

よりよく過ごすきっかけを見つけていただく場としてご利用ください。 

上天草地域では、毎月第4金曜日の13:30～15:30に上天草総合病院で開催していますが、今回、日中

の仕事や遠方で参加が難しい方々にも参加していただければと夜にサロンの開催を企画いたしました。 

参加ご希望の方は、下記の連絡先まで事前の連絡をお願い致します。 
 

連絡先・問合せ 上天草総合病院 地域連携室・医療相談室 

                  上天草がんサロン事務局担当 東矢義光     

       TEL 0969-62-1122  
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１１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 

 

※11月6日㈮,20日㈮の中本先生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 
 

※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 
18日㈬～ 
 20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～】 

 久米慎一郎   

（岩橋 頌二） 

藤松 晃一 20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 
20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 
2日㈪ 

※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） 

    


