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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 

２０１８（平成３０年）１２月号（第１４６号） 

上天草市立上天草総合病院 地域医療支援部 （直通） 

 電話：０９６９－５４－７３７３ FAX ： ０９６９－６２－１５４７ 

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 

赴任のご挨拶 
循環器内科部長 堀内 賢二

ほ り う ち  けん じ

 

 皆さんこんにちは、本年

11月より循環器内科部長と

して赴任しました堀内賢二

（ほりうち けんじ）と申し

ます。出身は熊本市西子飼

町で高校まで熊本で過ご

し、大学は防衛医大（埼玉

県所沢市）を昭和56年卒業

しました。防衛医大および

自衛隊中央病院にて、前期

研修および後期研修を終了

した後、平成元年より済生会熊本病院心臓血管セン

ターに勤務し、狭心症、急性心筋梗塞の急性期治療、

心不全治療および閉塞性動脈硬化症の治療を20年にわ

たり実施してきました。その後 平成21年4月より熊

本市内の杉村病院に勤務し平成30年10月まで院長とし

て全身血管病としての狭心症、急性心筋梗塞の急性期

治療、心不全治療および閉塞性動脈硬化症の治療に携

わってきました。 

 上天草総合病院に赴任して、海と空気のすばらしさ

に驚きました。今後はこれまでの経験を生かし、上天

草地域の方の全身血管病の発症予防、急性期治療、再

発予防の点で皆様に貢献していきたいと存じます。よ

ろしくお願いします。 

【アテローム性血栓症：全身血管病について】 

近年の心臓血管領域におけるインターベンション技

術の発展には目覚しいものがあります。多くの血管病

治療において、パラダイムは急速に変遷し数年前の常

識が通用しなくなっています。インターベンション治

療は、頚動脈、胸部・腹部大動脈、内臓動脈、腎動

脈、下腿動脈など、従来の血管外科で扱っていたすべ

ての部位・疾患に適応されております。新しいテク

ニックとデバイスが次々と開発され、まさに日進月歩

の様相を呈しています。 

 虚血性心疾患の治療においては新世代の薬剤溶出性

ステントの登場により従来問題とされていたステント

血栓症および再狭窄に関しても改善が認められていま

す。このような状況下で医療に求められるのは患者

ニーズに合わせたテーラーメード医療と信じていま

す。動脈壁に酸化された悪玉コレステロールが蓄積し

て起こるアテローム性動脈硬化症はプラーク（粥腫）

の破綻につながる重要な病態であり、動脈血栓症の主

な原因とされています。また、動脈硬化巣に形成され

る血栓は、急性心筋梗塞、脳梗塞、末梢動脈疾患を引

き起こし、これらは同一患者に併発することも知られ

ています。さらに、動脈塞栓症発症には前兆があり、

急性心筋梗塞の場合、約2/3の患者がこれを有してい

ます。前兆の時期に早期診断でき、その治療ができれ

ば、患者予後に繋がります。社会に求められる医療は

未病の段階での冠動脈疾患のみならず合併する全身血

管病の診断・治療を可能にすること、 そして心疾患

の急性期治療から社会復帰にいたるまでの 一貰した

高度の治療を施行することと思います。 

 

   

   

冠動脈造影CT検査 

外来でできる狭心症診断の決め手 

上天草総合病院でも検査できます 

HC
テキストボックス
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上天草け～な健康フェア ２０１８ 

  

薬剤科補佐 谷川 之朗 

 １１月２３日勤労感謝の日に恒例の「上天草け～な健康フェア」が開催されました。 

今年も多くの方々に来ていただき賑わいました。 

 熊本県からも車の中で薬の調剤が出来るモバイ

ルファーマシーや天草郡市薬剤師会の皆さん、熊

大の肥後クラブの皆さん、そして、当院からも多

くのスタッフ、看護学校の学生に協力して頂きま

した。司会は、わだモンこと和田先生の慣れた進

行で進められました。  

 どのブースも各々のスタッフが趣向を凝らし頑

張っていました。一部を紹介しますと、リハビリ

では小豆からビー玉位の粒を箸でつまんでお皿に

移すと云うものです。なかなか難しいものです

が、補助具の付いた箸では挟めるのです。  

 また、マダニラボの隣の殺虫剤メーカーのブースでは、

生きたマダガスカルゴキブリを触ることが出来、子どもた

ちに人気でした。  

リハビリ 

薬剤師体験 

マダニラボ 
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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、地域医療支援課『TEL 0969-54-7373（直通）』『TEL 0969-62-1122（代表）』 

までお問い合わせ下さい。 

編集後記 

研修会・勉強会の行事予定表 

１２月３日（月） 学研・基礎研修） 
 新ガイドラインとチーム医療がわかる！輸血と有害事象対策 

１７：３０～ 当院６階講堂 

１２月６日（木） 学術講演会「心臓血管外科手術 up to date  
          ～ 近の肺塞栓症薬物療法も含めて～」 

名古屋市立大学大学院医学研究科 成人心臓血管外科学  

                 教授 須田 久雄 先生 

１８：３０～ 当院６階講堂 

１２月１９日（水） 学研・中堅研修） 
 回復期リハビリテーションでの脳卒中看護とADL評価 

        ～リハ・マインドで患者生活を取り戻す！～ 

１７：３０～ 当院６階講堂 

１２月２１日（金） 心臓リハビリテーション教室 
 ・脂質栄養管理について ・動脈硬化について 

１４：３０～ 当院６階講堂 

１２月２２日（土） がんサロン １３：００～ 当院６階食堂 

〇いちょうの木々の葉も残り少なくなり、晩秋から初冬となった。平成で迎える 後の年末年始が迫ってきた。明治元年

から満150年の今年、ＮＨＫ大河ドラマは「西郷どん」で、明治維新を迎えた我々の先祖の苦労を僅かであるが偲ばれた。

来年の大河ドラマは熊本のマラソン選手、金栗四三が主人公の一人、「いだてん」も楽しみである。（福田）  

平成30年10月28日(日)に上天草市の総合防災訓練に

合わせ、院内でも防災訓練を実施しました。当院は天

草医療圏における災害拠点病院に指定されており、

DMATチーム(災害派遣医療チーム)を2チーム有してい

ます。 
今回の訓練は、災害発生後の上天草総合病院BCP計

画(事業継続計画)に沿った対策本部及び各部署・職員

の役割分担を確認するとともに、課題を発見し職員の

防災意識の向上等を主な目的として実施し、職員、看

護学生併せて120名が参加しました。 

訓練の想定は、市の総合防災訓練に合わせた、午前9
時00分頃、南海トラフを震源とするマグニチュード9の
地震が発生し、上天草市では震度6弱の揺れを観測。津

波警報が発表され、傷病者も多数発生しているとしま

した。 
 第1部の訓練は、市の訓

練として、病院 1 階フロ

アーにおいてシェイクアウ

ト訓練、そして津波を想定

し、医事課職員が患者役の

看護学生を 3 階へ避難誘

導、津波を知らせるオレン

ジフラッグ掲出等の訓練を実施ました。 
第2部の訓練は、病院独自の災害拠点病院としての傷

病者受け入れ訓練を実施しました。 
 災害発生後に、脇田病院長が災害対策本部長となり

災害対策本部を2階会議室

に立上げ、院内の被災状況

やライフラインの確認等に

おいては、職員の役割分担

の確認を行いました。その

後災害医療への切り替え宣

言を行い、溝部副院長が診

療統括本部長となり、トリアージエリア、赤・黄・緑

エリアに各担当者を配置し、傷病者受け入れ訓練を行

いました。ほとんどが初めての経験で、連絡や情報共

有など戸惑いもありましたが、時間がたつにつれ本番

さながらの緊張感のある訓練となりました。 
 終了後病院長より、訓練を通じ職員の防災意識を一

層高めるとともに災害拠点病院としての役割を果たせ

るよう防災への取り組みを行っていくとの訓示があり

ました。 
 この地域での安心・安全な医療の提供のために、災

害対応能力の向上に努めてまいりたいと思います。 

防災訓練を実施しました 
事務次長 森 千尋 

年末年始の外来診療について 

12月29日から1月3日まで外来休診となります。ただし、12月30日は外来診療を行います。 

シェイクアウト訓練 

対策本部 

トリアージ 傷病者受け入れ(黄エリア) 
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１２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 

  脳神経内科      

樋口 定信 

和田 正文 

早川 香菜美 

熊大代謝内科 

溝部 孝則 

和田 正文 

吉村 文孝 

早川 香菜美 

前田 幸佑 
(第1･3･5) 

樋口 定信 

担当医 

吉村 文孝 

中村 太造 

樋口 定信 

溝部 孝則 

和田 正文 

守田 雄太郎 

担当医／早川 

林 広隆(第1･3) 

溝部 孝則 

担当医 

早川 香菜美 

 

 ※脳神経内科の診療は、第1･第3木曜日午前9時から12時まで予約制となります。  

循環器内科  
脇田 富雄 脇田 富雄 堀内 賢二 

堀内 賢二 
(第2･4･5) 

脇田 富雄 

 

小児科  
船曳 哲典 熊大 船曳 哲典 熊大 船曳 哲典 

 

外科・肛門外科  
消化器外科 

福田 誠 城野 英利 
蓮尾 友伸 

 ／ 
福田 誠 

城野 英利 大堂 雅晴 
 

整形外科  
藤松 晃一 上原 悠輔 藤松 晃一 － 藤松 晃一 

 

 ※月･水･金曜日の診療希望の方は、事前にお問い合わせください。 
※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 

 

 ※産婦人科の診療は、予約制となります。  

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 
12/21㈮ 

※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 

蓮尾 友伸 

福田 誠 

城野 英利 

和田 正文 

蓮尾 友伸 

福田 誠 

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、13時～16時30分までの受付です。 

※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 太造 応援 応援 吉村 文孝 

御所浦診療所 応援                           
竹下 哲二 
（午後） 




