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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 

２０１９（平成３１年）２月号（第１４８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 

新元号に思いを馳せて新元号に思いを馳せて  

事業管理者事業管理者  蓮尾蓮尾  友伸友伸  

 平成最後の年となり

ました。平素より病院

事業に対しましてのご

支援、誠にありがとう

ございます。 

 さて、今上天皇が在

位中に皇太子他に譲位

めされるのは、光格天

皇以来二百余年ぶりと記されています。昭和天

皇の崩御された昭和６４年１月７日の当日に、

故小渕恵三内閣官房長官が新元号『平成』を発

表しました。約３０年前のことですが、故人と

額縁の映像が眼に鮮明に焼き付いていらっしゃ

る方も多いと思います。 

明治４５年生まれの方は今年１０７歳を迎え

られます。ということは、新元号には自身の生

年月日表記に用いるＭ、Ｔ、Ｓ、Ｈは使えな

い。Ｃ、Ｐ、Ｑ、Ｖ、Ｘ、Ｚで略記できる２文

字の元号も想像しづらい。となると、使えるア

ルファベットは２６文字中１６に限られる、過

去の年号には「永」の出現頻度が高い、過去に

使用された漢字は７２文字だけ、など新元号に

ついて国民がこれほど想いを馳せる時間を与え

られたのは有史以来初めての事でしょう。 

この５月１日に元号が変わります。３年前の

８月８日、陛下ご自身が譲位をほのめかされた

お言葉から約３年、亥年に譲位が決まったのに

は、なにかしら深慮があったのではと思いま

す。元来、植物の生命サイクルを表した十二支

最後の“亥”は「新たな生命の息吹（種子）が

芽生え始める」を意味するからです。一方で

は、過去、亥年には災害が多いと言われていま

す。１９２３年 関東大震災、１９５９年 伊勢

湾台風、１９９５年 阪神淡路大震災と地下鉄

サリン事件等々ですが、熊本地震が入っていな

いので単なる偶然でしょう。 

この様な亥年に、在宅医療・介護連携を主軸

とした地域包括ケアシステムの構築、地域医療

構想や将来の人口推計に基づいた適正病床数の

提示、医師をはじめとした人材確保へのストラ

テジー、働き方改革への取り組み等々の課題

を、病院職員はもとより、昨年より始めました

ヘルスケアタウンミーティングで住民の皆様の

ご意見・ご希望を真摯に受け入れつつ、病院の

現状をご説明・ご理解頂いた上で住民の皆様と

ともに解決に導きたいと考えております。 

来るべき十二支最初の“子”「陽気が色々に

発現しようとする動き（発芽の準備）」の来年

に向けて、全職員一丸となり、“元気で明るい

病院づくり”を合言葉に、病院理念である『信

頼される地域医療』を実践して参る所存ですの

で、ご理解とご協力をお願い申し上げます。 
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平成３０年度 上天草総合病院地域連携会議を終えて平成３０年度 上天草総合病院地域連携会議を終えて  

 今年度３回目となる、上天草総合病院地域連携

会議を、平成３１年１月１７日１９時から、松島

総合センターアロマで行いました。今回は、上天

草市在宅医療・介護連携協議会研修部会との合同

研修会として講演会を企画しました。ご案内しま

した、医療機関、福祉施設から多くのご参加を頂

き、ありがとうございました。 
 講演に先立って、昨年

１２月に上天草市におい

て「地域在宅医療サポー

トセンター」が設立され

たことを、当院の地域医

療支援課 東矢義光が報

告しました。 
 特別講演として、球磨郡公立多良木病院 在宅

医療センター センター長 春口洋賜氏を講師と

して迎え、「地域包括システムにおける在宅看取

りについて」の演題で語ってもらいました。 

 講演では、高齢者の往診やがん患者の緩和医療

といった在宅診療を症例提示されながら、患者だ

けでなく、介護している家族にまで光をあてて診

療されていることが印象的でした。 

 在宅医療を推進するためには、多職種の連携が

重要であることを繰り返し語られました。また、

国が勧めている、病院外の看取りを広げていくた

めに、住民への広報活動（出前講座）や在宅看取

り症例検討会を定期的に行っていることも紹介さ

れました。 
 公立多良木病院の医療圏は高齢化率が高く、交

通が不便であることなど、この上天草地区の医療

圏と似通っており、また、医療福祉の資源につい

てもほぼ同じような状況であることから、先生の

話は、当地域でも大いに参考となると思いまし

た。 
 上天草総合病院地域連携会議は、この１年間、

終末期の「看取りについて」会議を進めてまいり

ました。当初、各施設の方との意見交換の中から

「看取り」についての関心が高く、また重要な課

題と思ったことから取り上げたものです。今回、

講演で紹介された取り組みを参考に、当上天草地

域にあった形で医療機関及び各施設との連携がよ

り強まり、病院外医療を住民に提供できればよい

と思いました。 
 上天草総合病院地域連携会議がその役割の一端

を担えれば、幸いに存じます。 
 今後とも、地域連携会議のご理解、ご協力をお

願いいたします。 
 尚、今後の会合につきましては事前にご案内申

し上げますが、ご参加を切にお待ちしておりま

す。 
 

きららの里施設長兼地域医療連携部長きららの里施設長兼地域医療連携部長    福田福田  誠誠  

・1/16（水）龍ヶ岳統括支所 19：00 

 

・1/30（水）姫戸統括支所  19：00 

・2/13（水）松島庁舎   19：00 

 

・2/27（水）大矢野社協  19：00 

ヘルスケアタウンミーティングのお知らせ 

春口 洋賜 先生 
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医療介護関係の皆様の勉強会・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 

２月６日（水） 
学研・基礎研修） 
 人工呼吸器のファーストタッチ 看護のポイントとアラーム対応 

１７：３０～ 当院６階講堂 

２月１５日（金） 
心臓リハビリテーション教室 
「心肺蘇生法について」 

１４：３０～ 当院６階講堂 

２月２０日（水） 
学研・中堅研修） 
 これで慌てない！一般病棟での精神科患者の受け入れのコツ 

１７：３０～ 当院６階講堂 

２月２２日（金） 
がんサロン 

１３：３０～ 当院６階講堂 

２月２３日（土） 
第３７回 上天草総合病院院内学会 

８：３０～   当院６階講堂 

２月２６日（火） 
接遇勉強会 

１７：４５～ 当院６階講堂 

〇ついこの間、お正月を迎えたと思ったのに、早2月を迎える。「光陰矢ノ如し」。冬真っ盛りで、連日、

日本海側や北国の大雪が報道されているが、雪による影響が少ない、ここ九州・天草地域の気候が有り難

い。日射しの時間が日ごとに長くなり、春は確実に近づいている。（福田） 

 天草市立御所浦診療所とは海を隔てているた

め、対面でのミーティングなどによるコミュニ

ケーションが取りにくい状況でありましたが、昨

年の１２月２７日にテレビ会議システムを利用し

ての初めての退院時カンファレンスが行われまし

た。 
 参加者は、当院側

に 患 者 さ ん・ご 家

族・主治医・病棟看

護師・薬剤師・管理

栄養士・社会福祉士

と、御所浦診療所に

かかりつけ医師・看

護師の合計９名。それと初めての試みでしたので

システムの担当者及び見学者も数名でした。（図

①）テレビにお互いの顔が映ると、まず自己紹介

から始まり、事前にファックスしていた資料を手

元において、内視鏡の写真なども共有しながら有

意義なカンファレンスとなりました。（図②） 

 終了後本人家族よ

り「病院のスタッフ

だけでなく、診療所

の先生や看護師さん

も一緒に集まって説

明をしていただけた

ことで非常に安心で

きた。」診療所医師より「テレビ電話を活用して

双方向でやり取りすることで、不明な点もすぐに

明らかになり今後在宅診療をするうえでも非常に

有効に感じた。至れり尽くせりで病院側の準備が

大変ではないか心配。」との感想を頂きました。 
 今後は、このようなテレビ会議システムや天草

在宅ネットなどＩＣＴを活用する機会が増えてい

くことでしょう。大いに利用し連携を密にして、

患者さんだけでなく、在宅医療・介護を支える皆

さんの安心に繋がればと思います。  

オンライン退院時カンファレンスを実施しました！オンライン退院時カンファレンスを実施しました！  

地域医療支援課長地域医療支援課長    東矢東矢  義光義光  

図① 

図② 
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２ 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 

2/22㈮ 

 ※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50分からとなります。 

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 
 

※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） 


