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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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   Eメール ； kamiama@cityhosp-kamiamakusa.jp 
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 事業管理者ならびに院

長を拝命して早9か月と

なります。県の医療構想

に基づく地域医 療構想

調整会議をはじめ、自治

体病院協議会、熊本大学

卒後研修プログラム説明

会、公的病院長会議、県

へき地医療関係会議、上

天草市地域医療推進会議、上天草市社会福祉協議会

など、これまで行政や医療、介護に関する約30の会

議に出席して、国策、医療、教育、福祉、へき地対

策の勉強に慌ただしい1年でした。医療に関して

は、一むかし前の医療の均霑化という言葉は達成さ

れたのか姿を消し、今や医療資源の集約化が合言葉

となっているようです。 

わたしは、医療の集約化もさることながら、グ

ローバル化の喧伝、AIの台頭にも些か脅威を感じて

います。グローバル化を推進することにより、日本

人らしさが消滅しつつあると指摘する文化人もいま

す。外国語には、日本人が意識せず使う「おもてな

し」、「和」、「こころ」などを意味するwordすら

ないそうで、会議などで日本人が「和をもって貴し

となす」精神で奥ゆかしくふるまう姿をみて、外国

人は意志を示さない無知な国民だと訝しがるそうで

す。ディベートの慣習は日本人にはないのです。ま

たAIという言葉は1956年にすでに提唱されていたそ

うですが、2010年、ディープラーニングという手法

が開発されるやAIは画像処理や音声認識の発達と相

まって、自己学習能力が飛躍的に進化しました。囲

碁、将棋等の知的ゲーム、自動運転、病理AI診断な

どは朝飯前となり、近い将来、“2001年宇宙の旅”

のHAL9000ようにAIが人間を支配するような“シン

ギュラリティー”が現実のものとなると考えられて

います。運転手、通訳、銀行員、病理医・・・首を

洗って待たなければなりません。 

医療の集約化にも同じ匂いがします。何のにおい

かと問われれば、“愛”の排除でしょうか。都市へ

の医療資源と専門医の集約化を進める一方、地方に

おいては地域包括ケアシステム構築を促し総合診療

医を配置する構想。過疎地における人口が維持でき

れば機能するかもしれませんが、当地の労働人口が

減少すれば医療・介護は支えきれません。総合診療

医さえ半強制的に派遣すれば機能するとは机上の空

論に思えてなりません。大多数の高齢者には子孫も

いるはずです。働き場がない、生活が不自由、教育

が不十分など、上天草市の人口減少は自然減だけが

原因ではないと思います。定住しやすい環境づく

り・魅力ある街づくりこそが、ひいては病院の人材

不足の解消につながる方策ではないかと考えるとこ

ろです。 

 さて、平成30年度からは懸案だった医師と薬剤師

が複数名入職の予定です。かように厳しい環境下で

はありますが、新しい同志とともにＶ字回復を目指

して行きますので、変わらぬご支援、ご鞭撻のほど

宜しくお願い申し上げます。 

   病院事業管理者兼病院長病院事業管理者兼病院長病院事業管理者兼病院長      蓮尾蓮尾蓮尾   友伸友伸友伸  

新年のご挨拶新年のご挨拶新年のご挨拶   
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 8月の京都大学整形外科学教室教授松田秀一先生に

引き続き、12月8日には金沢医科大学呼吸器外科学教

室教授の浦本秀隆先生に上天草看護専門学校講堂にお

越しいただいて講演していただきました。 

 浦本先生は天草市倉岳町のご出身で、熊本商科大学

付属高校（現熊本学園大学付属高校）をご卒業になり

産業医科大学へ進学されていらっしゃいます。産業医

科大学准教授から埼玉県立がんセンター呼吸器外科部

長を経て、昨年春に金沢医科大学の教授に着任されて

います。講演の日は天草エアラインがパイロット訓練

のために欠航となっていたため、小松空港から羽田経

由で熊本空港に到着され、病院まではタクシーでお越

しになりました。金沢を出てから7時間かかったそう

です。浦本先生とのご縁は、ご両親様が上天草総合病

院眼科の患者さんだったことが始まりでした。お母様

は白内障の手術を受けられ、お父様も緑内障を患って

おられるため今も通院中です。講演当日は倉岳町から

ご両親も聴講に来られ、我が子の晴れ姿に見入ってお

られました。  

 講演の内容は、世界最先端の呼吸器外科手術に関す

るものでした。ダビンチを使ったロボット手術の映像

では神業のような指の動きでダビンチを操っておら

れ、専門的なことはわからないのですがただただあっ

けにとられて見入ってしまいました。天草出身の先生

がこんなに素晴らしい医療を遠く離れた金沢で行って

おられることを不思議に思うとともに、天草出身の先

生方は優秀すぎて地元に戻ってこられる方が少ないこ

とを残念にも思いました。 

                     副院長兼眼科部長副院長兼眼科部長副院長兼眼科部長   竹下竹下竹下   哲二 哲二 哲二    

天草天草天草Lung CancerLung CancerLung Cancer   SymposiumSymposiumSymposium   を開催してを開催してを開催して   

当院の風物詩ともいえる冬のクリーン作戦を 

12月2日(土）に職員約100名で、日頃手の届かない

所を念入りに掃除しました。 

冷たい風が吹く中、外からは窓ガラスに水をか

けて洗い、室内ではブラインド拭きとエアコンの

フィルター掃除などを行いました。短い時間では

ありましたが、きれいになりました。 

これで、新年も気持ちよく迎えられそうです。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12月23日（土）にがんサロン「アクアマリン」が

開催されました。12月は恒例になりつつある一品持

ち寄りの食事会で、誰がどんな料理を持参される

か、毎回とても楽しみです。 

まずは持ち寄った料理を並べて、インスタ映えす

るように料理を並べ直して写メを撮ってから食事会

の始まりです。女性の参加者が多いこともあって、

「これはどうやって作るの」「これには何が入って

いるの」「レシピを教えて」等など、会話が弾みま

した。 

今回は、南関町「なんかんとっぱの会」からも参

加してくださり、楽しい時間を過ごすことができま

した。 
 

冬のクリーン作戦を実施して がんサロン「アクアマリン」を開催して 
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○新年明けましておめでとうございます。 

 今年もまた、「あこう」をお届けいたします。医療連携の情報共有ツールになればと願っております。 

 皆さまにとってよき年でありますよう、心よりお祈り申し上げます。（福田） 

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、地域医療連携室までお問い合わせ下さい。 

研修会・勉強会の行事予定表 

１月１０日（水） 学研・基礎研修） 

 急変時の対応の実際  

    ～ 患者の意識把握から応援要請まで ～ 

１７：３０～ 当院６階講堂 

１月１５日（月） 
上天草地区における地域連携のための講演会 

平成29年度第3回上天草総合病院地域連携会議 

１８：３０～ 当院６階講堂 

１月２６日（金） がんサロン 
１３：３０～ 当院６階食堂 

１月２９日（月） 学術講演会  座長  院長  蓮尾 友伸 

特別講演1 

「DOACのモニタリングについて～当院での取り組み」 

  熊本大学大学院生命科学研究部 循環器内科学 

            石井 正将 先生 
特別講演2 

「循環器疾患と癌・炎症 ～腫瘍循環器病学への取り組み」 

  熊本大学大学院生命科学研究部 循環器内科学 

         教授 辻田 賢一 先生 

１８：３０～ 当院６階講堂 

編集後記 

この度、上天草市同様過疎化の進む小国郷において、逆境をものともせず在宅医療から在宅見取りに至る

まで、地域包括ケアシステムのあり方を、地方から発信するという大いなる夢を抱いた成年医師をお迎え

し、熱き思いをご講演頂くことになりました。 

なお、本講演会は本年度第3回上天草総合病院地域連携会議【全体会】を兼ねて開催することにしました

ので、ご多忙の折とは存じますがご出席いただきますようご案内申し上げます。 

記 

1. 日時  平成30年１月15日（月） 18：30 ～ 19：30 

2. 場所  上天草総合病院 6階講堂 
 

 ●18：30～18：40  挨拶       病院長  蓮尾 友伸 

 ●18：40～19：30  講演 

    演題  「地域らしい多職種ネットワークのカタチ」 

          ～小国郷の地域連携の取り組み～ 

 

    講師  小国公立病院 副院長  片岡 恵一郎 先生 

上天草地区における地域連携のための講演会上天草地区における地域連携のための講演会上天草地区における地域連携のための講演会   

平成平成平成292929年度第３回上天草総合病院地域連携会議の開催について（ご案内）年度第３回上天草総合病院地域連携会議の開催について（ご案内）年度第３回上天草総合病院地域連携会議の開催について（ご案内）   
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１ 月  診 療 案 内 

 月 火 水 木 金 休 診 日 
       

 

内   科 
  代謝内科 

  消化器内科 

  呼吸器内科      

樋口 定信 

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 

担当医 

古川 歩生  

中村 太造 

樋口 定信 

溝部 孝則 

和田 正文 

守田 雄太郎 

溝部 孝則 

古川 歩生  

担当医 

中本 弘作 

樋口／古川(祥) 

（隔週交代） 

 

循環器内科  石井 正将 － 古川 祥太郎 － 西原 大貴 
 

小児科  － 熊大 － 熊大 － 
 

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 

福田 誠 
 （2.4） 
 ／ 

城野 英利 
（1.3.5） 

 

整形外科  
藤松 晃一 上原 悠輔 藤松 晃一 

【午後2時～】 

 林田 一公  

（井戸川 友樹） 

（胤末 亮） 

藤松 晃一 

 

※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 熊大 
 

眼科  粟井 麻衣子 竹下 哲二 竹下 哲二 竹下 哲二 竹下 哲二 
1/26㈮ 

※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 

古川 歩生 

蓮尾 友伸 

福田 誠 

古川 歩生 

城野 英利 

和田 正文 

蓮尾 友伸 

福田 誠 

古川 歩生 

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。 

※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。 

教良木診療所 応援 担当医 中村 応援 応援 

樋口 定信 
／ 

古川 祥太郎 
（隔週交代）  

御所浦診療所 応援                       
竹下 哲二 
（午前） 

    


