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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２９年も早くも１か月が過ぎました。昨年

中は医師会の先生方をはじめ調剤薬局の先生

方や介護保健・福祉施設、ケアマネージャー、行政の

皆様方には上天草市立上天草総合病院ならびに関連施

設の運営に関しまして、多大なご支援とご協力を頂

き、お陰様で大過なく新年を迎えることが出来ました

ことに全職員を代表して、心より感謝申し上げます。

特に上天草地域婦人会の病院ボランティアの会「つな

ぎあう、ちふれんの会」の皆様には、週２回のボラン

ティア活動も１０年目となり我々職員の心の支えと

なっています。その他多くの市民の皆様にもいろいろ

な面でボランティア活動をはじめとしたご支援で市立

病院および関連施設の活性化にご尽力いただきました

ことに、改めてお礼申し上げます。 

さ て、昨年１年間を振り返りますと、まず第一

に１月の記録的な大雪、４月の２回の地震、

６月の集中豪雨等の自然災害がありました。幸い当

院には大きな被害はありませんでしたが、昭和４７

年の天草大水害で大きな被害を受けた当院としては

今までも自然災害等に対する対策や、被災地への支

援等に力を入れてきましたが、今回の熊本地震に対

する支援活動については、不十分なことも多くあり

ました。防災対策はもちろん支援活動についても改

めて考える良い機会になりました。病院関連では、

第一に上天草看護専門学校と健康管理センターの新

築工事が平成２６年１２月から約２年をかけて、平

成２８年１１月１８日に竣工、１２月１７日に落成

式を挙行致しました。総工費は約１６億円で鉄骨５

階建て、延べ床面積約5300平方メートルです。学生

たちが素晴らしい教育・生活環境の中で多くの事を

学び、多くの先輩に劣らない医療人、社会人として

大いに活躍してくれることを期待しています。ま

た、健康管理センターも新たな気持ちで上天草市の

住民健診はもちろん地域住民の健康増進と予防医学

に今まで以上に力を入れていきます。 

病 院の取り組みは、地域医療構想と公立病院改

革プランへの対策として、4月からＤＰＣ制

度に参入しました。また、8月からは5階病棟57床を地

域包括ケア病棟に移行しました。この2つは当院の経

営健全化のためにどうしても取り組まなければならな

いことです。ただ現在のところまだ十分な効果、結果

は出ていません。今年はＤＰＣと地域包括ケア病棟の

運用を安定したものにすることが大きな目標です。そ

うすることによって必ず経営を健全化できると信じて

います。 
 しかし、ご存知のように過疎地域の医師確保は非常

に厳しく益々困難になっています。１月からの常勤の

循環器科医の不在に関しましては私の力不足、不徳の

致すところで責任を痛感致しております。今後とも医

師確保には全力で取り組んでまいります。今は病院に

とって「ピンチ」です。しかし、「ピンチ」の時こそ

「チャンス」と考え、今何をやるべきか、何ができる

かを考えてチャレンジしていかなければいけないと思

います。 

上 天草総合病院と関連施設の使命は、地域住民

の皆様に信頼され、応援していただける病

院、施設となり、赤ちゃんからお年寄りまで地域の皆

様が住み慣れた町で健康で安心して生活ができる町づ

くりに貢献することだと思っています。そのために

は、今後行政だけでなく民間企業とも協力して、例え

ば温泉、タラソテラピーと病院、健康管理センターが

提携した健康の街づくりを推進し、都市部からの観光

客、移住者等の増加を図り上天草市の発展に寄与して

いくことだと考えています。職員一同「ピンチはチャ

ンス」と発想を転換して努力していきますので、皆様

にはこれまで以上のご支援、ご協力をよろしくお願い

申し上げます。 

                

           事業管理者  樋口 定信 
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 昨年８月より始まった 「上天草総合病院地域連携

会議」は、第１回の全体会議の後、月に1回の頻度

で、地区に分けての開催を第６回まで行いました。第

７回となります今回は、再び全地区を対象にして、講

演会となりました。（平成29年1月19日上天草総合病

院6階講堂） 

 まず、第一三共株式会社の佐藤貴弘氏に「社会保障

制度改革に向けて」(熊本県の状況を含めて）と題し

て、都道府県別での熊本県は人口が減少していること

や熊本県２次医療圏で見ると葦北天草地区は７５歳以

上の人口も減少が予測されていることが示されまし

た。また、医療報酬改定の基本方針を提示しながら、

患者の介護支援や在宅復帰に加算が付くことなど、地

域包括ケアシステムの重要性について解説頂きまし

た。 

 次に和水町立病院総看護師長の松川美鶴氏に「地域

での連携工夫 ～シームレスな関係づくりを目指して

～」と題しての講演となりました。 

 近くの大きな救急病院に囲まれた小規模の町立の病

院では、急性期を過ぎた患者を地域包括ケア病床で受

け入れ、回復期・慢性期としての役割を担っているこ

と。また、併設している訪問看護ステーションや居宅

介護支援事業所を利用して周囲の介護施設と連携して

いることなど、病院での精力的な活躍を熊本弁で熱く

語っていただきました。 

 会では参加者にアンケート記入をお願いしました

が、松川氏の講演には、「楽しく聞けた」「元気をも

らった」などの感想が多くありました。 

 天草・上天草地区においても、医療連携は重要で、

更に連絡を密にしていきたいと考えております。 

第７回上天草総合病院連携会議（全体会）を開催して 

             地域連携支援課 部長  福田 誠  

 上天草看護専門学校は12月に新しい校舎と寮が出来

上がりました。廃校になった小学校で勉学に励み、慣

れ親しんだ寮を離れるのは少し寂しさを感じました。

しかし、新しい学校と寮はそれ以上に私たちに喜びや

新鮮さを感じさせてくれました。 

 まず、大きく変わったところは部屋が完全に個室に

なったところです。以前は相部屋でみんなと勉強した

り話したりと賑やかでした。しかし、個室になってか

らは集中して勉強できる環境となりました。少し寂し

いと思うこともあるけれど、友達の部屋に遊びに行っ

たり、常に一緒にいるという安心感は寮ならではのメ

リットだと思います。また、特に私が気に入っている

のは風景です。夜、海の方を見ると天気がいい日は

島々の明かりが見えたり、星を見ることができます。

そういうことができるのはこの看護学校だけなのでは

と思っています。私がこの寮に居れるのも後1年です

が、勉学に励み、たくさんの思い出を作って「素敵な

寮生活だった」と思いながら、ここを巣立っていきた

いです。  

         新しい寮になって 

          上天草看護専門学校 39期生 川村 優花 

講演会の様子 

 談話ルーム 

 寮からの景色 

 寮の廊下 
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編集後記 

○先日の連携会議で講演頂いた和水町立病院総看護師長 松川美鶴様の明快なお話は強く心に響いた。中でも、「私

たちは専門職なのだから常に勉強が必要」と、ご自身も40歳から大学、そして大学院を卒業されており、何事にも

無意欲、無関心な私は“一喝”されたような、身が引き締まる思いがした。（森口） 

 当センターは、昭和46年に院内に設置され、昭和59
年に龍ヶ岳町立健康管理センターの新館工事竣工。当

初は健康教育・乳児健診の保健師による訪問指導など

の地域での母子保健事業に貢献しましたが、合併後は

上天草市の統括健診代行機関として、がん検診は厚生

連・高野病院・天草地域健診センターのご協力を得て

毎年7月から9月に集団健診を実施しています。 
 今回、看護学校の建て替えに伴い当センターも新校

舎内に移転することになりました。工事の期間の約2
年半は、きららの里内の居宅・在宅介護支援センター

の皆さんの協力を得て、相談室をお借りして業務を

行っておりました。1月より新センターで業務を開始

しております。 
 現在の主な業務内容は上天草市住民健診（特定健

診、がん検診等）、事業所健診・施設健診（上天草市

役所及び関連企業、一般事業所、病院職員健診、看護

学生健診）、院内健診（人間ドック、社会保険等の健

診、保健指導、その他）等多岐にわたります。健診に

よって、皆様の生活習慣（予防）・健康をサポートと

していきたいと思っています。また、健康相談、生活

習慣病予防のための健康教室も行っておりますので、

健康のことでお悩み等ありましたら、いつでもご相談

下さい。 

研修会・勉強会の行事予定表 

２月１日（水） 学研・基礎研修）新ガイドラインで読み解く心肺蘇生 
１７：３０～ 当院６階講堂 

２月１４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 

２月１５日（水） 学研・中堅研修）消化器治療～内視鏡の 新トピックス 
１７：３０～ 当院６階講堂 

２月１８日（土） 第３５回 上天草総合病院学会 
 ８：３０～ 当院６階講堂 

２月２７日（金） がんサロン 
１３：３０～ 当院６階講堂 

２月１６日（木） がん検診の話          保健師 

歯の健康            歯科衛生士 

１３：３０～ 当院６階講堂 

２月２１日（火）   心臓リハビリテーション勉強会 

  日常生活について       看護師 

  脂質栄養管理について     栄養士 

１３：３０～ 当院６階講堂 

２月８日（水） 接遇勉強会 
１７：３０～ 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。 

健康管理センターが移転しました 

           健康管理センター副所長  杉田 恵子  

正面玄関 

センター室内 



 

-4- 

２ 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 

古川 歩生  

樋口 定信 

坂本 興美  

中村 太造 

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 

古川 歩生  

応援医師 

 

      

循環器内科  石井 正将 前田 幸佑 古川 祥太郎 － 山村 智 
2/7㈫ 

※毎週木曜日は休診となります。 

小児科  田原 正英 田原 正英 田原 正英 田原 正英 田原 正英 
 

 

 土・日・祝日(10：00) 

 

2/4㈯、2/11㈯、2/18㈯、2/25㈯ 

夕刻診療(17:00～17：30) 2/1㈬～3㈮、2/5㈰～10㈮、2/12㈰～17㈮、2/19㈰～24㈮、2/26㈰～28㈫ 

 準夜診療(19:30) 
2/1㈬～3㈮、2/6㈪～10㈮、1/16㈪～20㈮、2/13㈪～17㈮、2/20㈪～24㈮、 
2/27㈪～28㈫ 

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   

（胤末 亮） 

藤松 晃一 

2/24㈮ 

※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。 
※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 
2/3㈮ 

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 中村 太造 応援 応援 古川 祥太郎  

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。 


