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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 

２０１６（平成２８年）７月号（第１１７号） 

上天草市立上天草総合病院 地域医療支援部 

  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（代）  

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

   Eメール ； kamiama@cityhosp-kamiamakusa.jp 

   発行責任者：地域医療支援部長 福田 誠 

○がんと共存する時代へ 
 日本におけるがんによる死亡率は、早期発見、早

期治療、治療技術の向上などにより年々減少してき

ています。2003年には298万人だったわが国のがん

の治療を終えたあるいは治療中の患者数は、2015年

には530万人以上に急増しました。すなわち、がん

が不治の病であった時代から、がんと共存する時代

に変化してきています。  

 

○がんのリハビリテーション 
がん診療体制の充実が進められる中、リハビリ

テーション領域において、2010年4月の診療報酬改

定により、「がん患者リハビリテーション料」が新

設されました。がんのリハビリテーションの対象と

なるのは、下記の①、②のいずれかに該当する「入

院中」のがん患者さんです。 

①種々の癌腫に対し手術・放射線・化学療法など
を受けられた方やこれから受けられる方  

②緩和ケア主体の治療を行っている方で在宅復帰
を目的としたリハビリテーションが必要な方 
 

○二次的な障害の予防・運動機能の低下やADL

障害の予防・改善を目的としたリハビリテー

ション 
がん自体が患者さんに体力低下や機能障害を引き

起こすことに加え、手術・化学療法・放射線療法な

どの治療によっても合併症が生じます。それに伴

い、疼痛、疲労、筋力低下、全身体力低下、移動・

セルフケアなどの「日常生活動作（Activity of 

Daily Living: ADL）」障害などのがんの種類によ

らない一般的な問題、また、リンパ浮腫、末梢神経

障害、軟部組織・骨切除術後などのがんの種類によ

る特別な問題が生じます。このような問題に対し

て、二次的な障害を予防し、運動機能の低下やADL

障害の予防・改善を目的としてリハビリテーション

を行います。 

 

○当院における『がんのリハビリテーション』

の取り組み 
当院においても、2016年4月に「がん患者リハビ

リテーション料」の施設基準を取得し、入院中のが

ん患者さんに対するリハビリテーションを積極的に

行い始めました。まだ対象となる症例が少なく、ま

たスタッフの経験も少ないので手探りといっていい

状態です。今後、円滑な運用ができるように、ス

タッフ間での正確な情報の交換・共有ができるシス

テムを構築するとともにスタッフ同士が顔を見なが

ら円滑な意見交換ができるカンファレンスを実施

し、発展させていきます。 

『がんリハ』チームは、よちよち歩きを始めたば

かりで、転んだり怪我したりしながら、成長してい

きますので暖かく見守ってください。 

 

『がんのリハビリテーション』について、ご存知ですか？ 

                                 診療部長兼外科部長診療部長兼外科部長診療部長兼外科部長      城野城野城野   英利英利英利      
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 診療情報管理委員会はカルテ記録が正式になされ

ているか、監視および管理する組織で、主に情報管

理室で活動しております。 

 2014年1月14日より当院に電子カルテが導入され

て以来、カルテに誤字、脱字等が目立つためにこの

ままでは、当院に不利益なことが起こり得ますの

で、我々が調査いたしました。 
 まず私達情報管理室の業務です。三本柱として、 
診療記録の物理的管理と情報管理及び院内ネット

ワークの管理と多岐にわたります。カルテを運用す

るための業務をすべて担っています。 

 カルテ記載は、医師法に定められており、「カル

テは診療後“遅滞なく”記載する必要がある」、

「カルテの性質上、診療に関する記憶が確かな間に

記載を完了しなければならない」、「カルテの追記

や訂正は、特別の事情が無い限り、改ざんと評価さ

れる可能性がある」とされています。 

記載内容の誤字の中には文字の変換ミスが多くを占

め、SNS・ネット用語等の一般の方にはわかりにく

い言葉が使われていました。このような誤字のまま

だと影響を与える物があります。それは外部機関か

らのカルテ開示の請求です。当院も年々カルテ開示

請求は増加しているのがグラフを見ればわかりま

す。また開示も多岐にわたります。病院が不利な立

場になる場合があり、様々な影響をおよぼす可能性

があります。 

人間は間違いを起こす動物です。ヒューマンエラー

は人間の過誤（ミス）で人為ミスとも呼ばれます。

不本意な結果を生み出す行為や、不本意な結果を防

ぐことに失敗することです。 
【未知・学問の未熟】 
言葉を知らない、勘違い、忘れた、判断ミス、 
【事故の可能性の見逃し】 
Ｓｈｉｆｔ・ＣａｐｓＬｏｃｋ・ＮｕｍＬｏｃｋ

キーを押したまま、操作してしまう 
【機械の信頼性の低さ】 
変換ソフトの問題、キーの押し間違い 
【悪環境・未体験環境】 
急変・仕事の環境の重なり・夜間業務・初めての入

力など様々な因子でエラーをおこします 
 
 電子保存には厚生労働省のガイドラインに最低限

行わなければならないものとして、作成者の識別及

び認証、記録の確定手順の確立と作成責任者の識別

情報の記録、更新履歴の保存、代行操作の承認機能

があり、記録の確定を第3者からみて、いつ、誰が

作成したかを明確にし、改ざんを防止する必要があ

り、私たち診療情報管理委員会で行っています。 
 これからも診療情報管理委員会はカルテ監査を実

施し、カルテ記載の推進及び誤字等の排除を行って

いき、電子カルテの入力テクニック、入力変換の登

録の仕方など効率化・楽な手段を伝えるために勉強

会を企画していきたいと思います。 

第34回上天草総合病院学会 優秀演題発表 

       電カルでみ～つけた 面白い記事！ 
              診療情報管理委員会  ○大塚俊郎 和田正文 森千壽  

                             森口元気 小松田美十江 
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編集後記 

○熊本地震の被災から徐々に復興が進んでいるようだが、いまだブルーシートで覆われた家が多い。被災地にも容

赦なく降る雨だが、日本の季節の巡りの中には、不可避な梅雨だ。これ以上、災害のないことを祈りつつ梅雨明

けを待ちたい。  (福田)  

研修会・勉強会の行事予定表 

 今年も６月１１日～６月１２日にかけて、福岡ソフ

トバンクホークス応援ツアーを開催しました。参加者

は２４名で、朝から病院を出発し、大宰府で観光後、

ナイター観戦をしました。昨年よりセ・パ交流戦を観

戦しており、今年は対巨人戦でした。会場は満員の観

客で、熱気ムンムンでした。 

 試合は、ソフトバンク内川選手の満塁ホームランを

含む、両チーム合わせ３本のホームランがありまし

た。結果は、８対３でソフトバンクホークスの勝利

で、勝利の花火も見ることができ、楽しい夜になりま

した。 

 翌日は、佐賀の呼子へ移動して、イカの形をした遊

覧船いか丸に乗船し、七ツ釜を見学しました。自然の

偉大さを感じながら、朝市を見学し、イカ料理を堪能

しました。毎年恒例になりました野球観戦ツアーで、

多くの方に参加いただいています。来年もみんなでソ

フトバンクホークスの応援に行きましょう！！         
           

福岡ソフトバンクホークス応援ツアー福岡ソフトバンクホークス応援ツアー福岡ソフトバンクホークス応援ツアー   

７月６日（水） 学研・基礎研修）導尿・膀胱留置カテーテル導入と管理 

                     ～感染の視点から 

１７：３０～ 当院６階講堂 

７月１２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 

７月１４日（木） 糖尿病教室 1.薬の話…薬剤師 

      2.運動療法…理学療法士 

      3.糖尿病の食事指導…栄養士 

１３：１５～ 当院６階講堂 

７月１５日（金）  心臓リハビリテーション勉強会 

 日常生活について part1     ・  塩分のはなし 
      院長代理兼循環器内科部長   脇田 富雄 

      外来看護師          東川 佳奈枝 

      管理栄養士          須崎 晶子 

１３：３０～ 当院６階講堂 

上天草総合病院地域連携会議 １９：００～ 当院６階講堂 

７月１９日（火） 接遇研修会 １７：３０～ 当院６階講堂 

７月１５日（水） 学研・中堅研修）脳の画像から考える看護ケアの実践 １７：３０～ 当院６階講堂 

７月２２日（金） がんサロン １３：３０～ 当院６階講堂 

 ６月１８日互助会海上体育部主催のイルカウォッチ

ングに行ってきました。梅雨時期になり天気も心配し

ていましたが、天気にも恵まれ楽しい時間を過ごすこ

とができました。 

 イルカウォッチングのできる天草市五和町に到着す

ると、船に乗り港を離れ、船上ではイルカの出現にド

キドキワクワクしながら待っていると、船のエンジン

音が静かになり、ゆらゆらとする船の上でイルカ探し

が始まりました。他の船も何隻かいてイルカの登場を

みんな待ちわびていました。「あっちにいたー」とい

う誰かの声で、同じ方向に一斉に視線を向けると、そ

こにはイルカの群れがありました。 

 ゆっくりと泳ぐイルカの可愛い姿にとにかく癒さ

れ、船のすぐ近くにイルカが寄ってくると子供たちは

とても興奮していました。 

 また、昼食には美味しい海鮮バーベキューを堪能で

き、休日を楽しく過ごすことができました。     

イルカウォッチングツアーイルカウォッチングツアーイルカウォッチングツアー   

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。 

〈 外来看護師 上田 洋樹 〉 〈 ５病棟看護師 米田 麻耶 〉 
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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   

坂本 興美 

和田 正文 

古川 祥太郎 

熊大代謝内科 

和田 正文 

溝部 孝則 

古川 祥太郎  

樋口 定信 

坂本 興美 

古川 祥太郎  

 

樋口 定信 

溝部 孝則 

和田 正文 

守田 雄太郎 

坂本 興美 

溝部 孝則 

中本 弘作  

応援医師 

 

 

    

循環器内科  脇田 富雄 前田 幸佑 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 
島袋 浩 

（田原 正英） 
田原 正英 

島袋 浩 

（田原 正英） 
田原 正英 

 

※6月3日㈮は田原医師不在のため、島袋医師による診療となります。 

 

 土・日・祝日(10：00) 

 

7/2㈯、7/9㈯、7/16㈯、7/23㈯、7/30㈯ 

夕刻診療(17:00～17：30) 7/1㈮、7/3㈰～8㈮、7/10㈰～15㈮、7/19㈫～22㈮、7/24㈰～29㈮、7/31㈰ 

 準夜診療(19:30) 7/1㈮、7/4㈪～8㈮、7/11㈪～15㈮、7/18㈪～22㈮、7/25㈪～29㈮ 

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～】 

 木内 正太郎   

（岩橋 頌二） 

藤松 晃一 7/22㈮ 
 

8/19㈮ 

※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。 
※5月より毎週火曜日の診療開始は10時20分から、受付は11時までとなります。 

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 7/8㈮ 

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 

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 応援 応援 応援 
古川 祥太郎  

（午前・午後）  

御所浦診療所 応援                       
竹下 哲二 
（午前） 

    

下記の時間帯も小児科診療を行います。ただし、来院前に必ずご連絡をお願いします。 


