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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（令和元年）９月号（第１５５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 城野 英利 

情報管理室  森口 元気 

 くまもとメディカルネットワークとは、熊本県医師

会が運営主体として、県内の医療機関や介護関連施設

などで参加者（患者さん）の診療・調剤・介護に必要

な情報を共有し、医療・介護サービスに活かすシステ

ムです。 

 参加医療機関の診療情報（処方・注射・検査結果・

放射線画像等）は、県医師会内のセンターサーバーに

保管され、参加者の同意が得られた参加施設からのみ

参照することができます。そして、参加施設には以下

のようなメリットがあります。 

▼参加医療機関・介護関連施設のメリット 

・診療情報の迅速な共有が可能となることで、質の

高い医療・介護サービスを継続して提供できる。 

・他の医療機関で収集した禁忌薬剤、食材、アレル

ギー情報を共有できることで安全な治療に繋が

る。 

・診療情報提供書や放射線画像情報の郵送時間、取

込時間等の短縮に繋がる。 

 当院は平成28年11月から本ネットワークに参加し、

情報の共有体制を構築しております。上天草市の医療

機関・介護関連施設においては参加施設数が3施設

(8/20現在)と、まだ少ない状況のため、参加促進に向

けて以下の取組を進めていきます。 

▼取組内容 

 ①上天草地域連携会議や在宅医療サポート連絡会で

くまもとメディカルネットワークのデモンストレー

ションを複数回開催します。（8/17に第1回目の研

修会開催） 

 ②各医療機関、介護関連施設を訪問し、情報共有に

関するニーズや問題点の把握と、くまもとメディ

カルネットワークの啓蒙活動を行います。 

取組内容の①において、8月17日(土)に行われた第13回

上天草総合病院地域連携会議：くまもとメディカル

ネットワーク研修会で35名の参加があり、県医師会か

らの事業説明やデモンストレーションを通して活発な

意見交換が行われました。アンケート結果では、「く

まもとメディカルネットワークに参加したい」、「検

討する」が90%以上あり参加者の関心の高さと早急な

システム構築を訴える声が上がりました。当院として

は、本ネットワークを上天草地域の医療・介護関連施

設の連携を支える重要なシステムと位置づけ、地域住

民が安心して生活できる医療介護体制づくりを目指し

ます。そのためには、多くの医療機関・介護連携施設

の方に参加して頂くことが必要不可欠となりますの

で、施設参加登録をよろしくお願いいたします。 

 最後に、参加者（患者さん）がこのネットワークを

利用するためには参加者カードが必要になります。当

院では以下の期間において、参加登録キャンペーンを

実施しますので、多数のご参加をお待ちしておりま

す。 

【参加登録キャンペーン】※参加登録：無料 

■期間：2019年9月24日～2019年9月30日 

 ■時間：午前8時30分～午前11時00分 

 ■場所：上天草総合病院 正面玄関ロビー 

※施設参加登録等の詳しい情報は、

熊本県医師会：くまもとメディカル

ネットワークホームページをご確認

ください。  

くまもとメディカルネットワークに参加しませんか？ 
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熊本県看護協会主催による「高校生の１日看護体

験」が行われ、当院にも県内各所より２０名の高校生

が参加してくれました。これは、高校生に看護の現場

を体験してもらい、看護職への理解を深めてもらう目

的で毎年行われているイベントです。 

まずは白衣に着替え、注意事項等の説明の後、各部

署に移動し、清拭、洗髪、足浴、血圧測定など、様々

な看護を体験してもらいました。初めは、緊張した表

情で口数も少なかった高校生たちでしたが、患者さん

と触れ合ううちに段々と笑顔が見られ、自然にコミュ

ニケーションがとれるようになっていました。患者さ

んからも、「気持ちよかった。」「元気をもらっ

た。」「話を聴いてもらってよかった。」などの嬉し

い言葉をいただきました。 

ほとんどの高校生が看護師を目指しており、この体

験でますますその思いが強くなったようでした。短い

１日でしたが、少しでも看護の魅力を感じてもらえた

ら幸いです。１人でも多くの看護師が誕生することを

楽しみにしています。 

高校生の１日看護体験 
４病棟 小浦 和美  

 晴天に恵まれた７月２８日、経験者の脇田病院長を

筆頭に合計７名のマリンスポーツ部が活動を開始しま

した。初の活動場所として選ばれた諏訪海水浴場沖に

到着すると、脇田先生によるボードの付け方などの初

心者講座が始まりました。一通り講座が終わると脇田

先生によるデモンストレーションが行われました。 

 ウェイクボードは船に引っ張られるため水の抵抗が

強く起き上がるときが難しいと言われているのです

が、脇田先生はあっさりと波に乗ってしまいました。

滑走が終わるといよいよ我々の出番がきました。いざ

挑戦してみるとなかなか立ち上がることができませ

ん。早く滑りたいのに滑れない・・・。イメージと現

実は違っていて何度

も何度も船に引っ張

られ、やっとの思い

で滑ることができま

した。怪我もなくみ

んな無事に滑ること

ができ、初のウェイ

クボードは大成功に

終わりました。 

 実際に活動を行ってみて、大自然に囲まれた環境の

中でこの時期にしかできないアクティビティが体験で

きる病院は他にないと思います。また、今以上に部員

が増えて、活動の幅を広げられればとても嬉しく思い

ます。個人的には、釣りなども趣味としているので船

と船舶免許が欲しいなと心の底から思った１日でし

た。次回の活動は今のところ未定ですが、「ウェイク

ボードで波に乗ってみたい！」と思っている方はぜひ

参加してみてはいかがでしょうか。たくさんの参加を

マリンスポーツ部一同心よりお待ちしています！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ウェイクボードで波に乗ってみたい！ 
マリンスポーツ部  寺中 健太郎 

 

体重測定 

 

血圧測定 
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編集後記 

○９月９日は「救急の日」、皆さん知っていますか？「救急の日」及び「救急医療週間」は、救急業務及び救急医

療に対する国民の正しい理解と認識を深め、救急医療関係者の意識高揚を図ることを目的に、昭和５７年度に定め

られました。今年は、９月８日から１４日が「救急医療週間」となっています。当院でも毎年この時期に消防との

合同勉強会を行い、救急医療についての知識を深めています。 （城野） 

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。 

９月６日（金） 消防署との合同勉強会 
１７：３０～ 当院６階講堂 

９月１３日（金） 
学研・基礎研修） 
 本当にそれで大丈夫？薬剤投与の注意点 

１５：００～ 当院６階講堂 

９月２０日（金） 
心臓リハビリテーション教室 
 ・狭心症、心筋梗塞について 

１４：３０～ 当院６階講堂 

９月２７日（金） がんサロン 
１３：３０～ 当院６階講堂 

研修会・勉強会の行事予定表 

ヘルスケアタウンミーティング  ～上天草総合病院をもっと身近に～ の開催のお知ら

 令和元年度も下記の日程でヘルスケアタウンミーティングを開催したいと思いますので、よろしくお願いいたします。 
 

 ・９月２５日（水）松島地区 松島庁舎 １９：００～２０：３０ 
 

  ・１０月３０日（水）大矢野地区 大矢野庁舎 １９：００～２０：３０ 

 この度は病院実習を体験させていただき誠にありがとうご

ざいました。今回の実習で色々なことを学ぶ事ができまし

た。特に御所浦の訪問診察では、科を分担しており、全ての

科を一人でカバーする沖縄の離島とは異なる医療を見ること

ができました。また様々な科の方からお話を聞く事で、その

科にどのような面があるのかを知る事ができ、自分の将来に

ついて考えるきっかけになりました。本当に貴重な体験でし

た。ありがとうございました。 

琉球大学医学部医学科3年次 亀井恵里 

 

 今回上天草総合病院で五日間の実習をさせていただき、地

元の、そして島の医療がどういうものなのかということを実

際に見ることができました。実習の中ではフェリーに乗って

の御所浦診療所や訪問看護、白内障や胃ろうの手術など大変

多くのものを見学させていただ

いて、沢山のことを学ぶことが

できました。お忙しい中、沢山

の貴重な経験をさせてくださっ

て本当にありがとうございまし

た。将来天草に戻ってきたいと

いう気持ちが強まりました。 

琉球大学医学部医学科3年次 

札本彩夏 

病院実習を終えて 当院に「施設基準管理士」が誕生 

 当院の井賀寿経営企画係長が２０１９年

１月２６日に行われた、「第１回施設基準

管理士認定試験」に合格しました。熊本県

内で、合格者８名、天草では３名その中の

ひとりです。 

 医療機関は定められた基準に基づいて届

出をすることで、それに基づいた診療報酬

を得ることができます。つまり病院の収入

に大きくかかわるところでもあり、全国的

に施設基準に詳しいエキスパートが注目さ

れ、「施設基準管理士」という認定資格が

誕生しました。 

 今回初めての認定試験で、当院から「施

設基準管理士」が誕生し病院あげて喜んで

います。これまで以上に、

病院の運営・経営に専門知

識を生かして活躍してくれ

ることを期待しています。 

事務次長兼総務課長 森 千壽 
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９ 月  診 療 案 内 

 月 火 水 木 金 休 診 日 
       

 

内   科 
   

  消化器内科 

  呼吸器内科 
        

和田 正文 

中山 剛 

小林 博 

 

溝部 孝則 

和田 正文 

中山 剛 

※谷口 純一 
(第2･4) 

※前田 幸佑 
(第1･3･5) 

中山 剛 

小林 博 

中村 太造 

溝部 孝則 

和田 正文 

※前田 幸佑 

 

溝部 孝則 

小林 博 

 

  ※9/2㈪の和田診療部長の外来診療は休診となります。 

※9/30㈪の中山医長の外来診療は休診となります。 

代謝内科 ※花谷 聡子   ※守田 雄太郎 ※花谷 聡子  

脳神経内科    ※林 広隆   

 ※脳神経内科の診療は、毎週木曜日午前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 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 

蓮尾 友伸 城野 英利 
蓮尾 友伸 

 ／ 
大堂 雅晴 

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 ※徳永 琢也 
9/27㈮ 

 ※月･水･木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・金曜日の診療開始は10時40分からとなります。 

産婦人科    姫野 隆一 姫野 隆一 姫野 隆一 － － 
 

 ※産婦人科の診療は、完全予約制となります。 

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  

※第1・第3・第5水曜日は、熊大医師による診療となります。 

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 

城野 英利 蓮尾 友伸 ※松野 健司 ※熊大 ※瀧川 有記子 
 

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。 

教良木診療所 応援 溝部 孝則 中村 太造 応援 応援 中山 剛 

御所浦診療所 応援                       
竹下 哲二 
（午前） 

    

※診療受付時間は午前８時３０分～１１時３０分までです。 

※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） 

※診療案内は都合により変更となる場合があります。ご了承ください。 

※は、熊大応援医師 


