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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 

２０２０（令和２年）１０月号（第１６８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 

副院長兼消化器外科部長  大堂 雅晴 
こんにちは。今月は外科大堂が担当させていただきま

す。今回は上天草総合病院のメンバーで行ったウェブ講

演について報告します。 

去る9月14日に眼科竹下医師、検査科房木技師そして

私、外科大堂の3名で「上天草地区からのマイクロエルミ

ネーション講演会-C型肝炎撲滅をめざして」をテーマに

西日本地区を対象にインターネットを使用した講演を行

いました。 

 私は外科医ですが、肝臓学会専門医であったことから

以前より肝炎の治療にたずさわってきました。赴任前か

ら上天草地区では肝臓病の患者さんとはお会いすること

はあまりないだろう思っていましたが、それは大きな間

違いであることが判明しました。現在、竹下医師は上天

草地区のみならず天草地区の白内障を中心とした眼科手

術に対応しています。手術前には必ず血液検査を行いま

すが、B型肝炎、C型肝炎に感染しているかいないかの

チェック項目が必ずあります。竹下医師は2004年からの

検査結果を見直し、上天草地区の患者さんにC型肝炎検

査値が高いことに着目し、データをまとめました。その

データを知ったことをきっかけに上天草総合病院におい

て令和元年よりC型肝炎の飲み薬による治療を開始する

こととなりました。 

C型肝炎の注射治療であるインターフェロン治療が始

まったのは平成4年ですが、貧血、うつ病などの副作用に

より治療を受けることが出来る患者さんは限られてお

り、また治療を受けてもウィルスが100%消失するとはか

ぎりませんでした。その後、平成26年より内服だけで治

療が可能となり、現在は100%近いウィルス消失治療効果

が達成されています。     

 しかし、このめざましい治療の発展はなかなか上天草

地区において医師、患者さんの目に留まることがありま

せんでした。そこで、患者さんへ①C型肝炎の検査をこ

れまで受けたことがあるか②その結果を知っているかを

確認。また医師へはC型肝炎治療についての周知への取

り組みを始めました。しかし、私1人で出来る能力は限ら

れており、なかなか計画が進みませんでした。ところ

が、令和元年7月より検査技師、看護師、保健師、地域連

携、事務のメンバー(コーディネーターと呼ばれます)の

協力で肝炎チーム会が結成されてからは肝炎に対する検

査、治療が急速に充実してきました。 

 今回は、この病院ぐるみでの取り組みが薬品会社の目

に留まり、新コロナウィルスの感染拡大の影響もあり

ネット配信でのウェブ講演の依頼があり、代表3人が発表

をすることとなりました。 

 配信は天草市内のホテルであり写真のような光景の中

で進められました。 

1:眼科竹下医師「上天草市区の陽性調査と眼科医として

の取り組み」 

2:外科大堂「C型肝炎撲滅に向けての上天草総合病院の取

り組み」 

3:房木技師「院内での肝疾患コーディネーターの取り組

み」の約1時間の講演でした。肝炎に関しては病院の取り

組みとして発表する機会は初めてであり、皆緊張してい

ましたが無事発表を終えることができました。画像は西

日本地域に配信され、約100の医療施設に視聴していただ

いたとのことです。  

 以上、ウェブ講演について報告させていただきまし

た。現在C型肝炎の血液検査は国の助成システムもあり

ますので、検査を受けた記憶のない方は是非病院の肝炎

コーディネーターに声をかけて下さい。詳しく説明をさ

せていただきます。 

当院でのＣ型肝炎に関する講演の報告 
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皆さんこんにちは。上天草訪問看護ステーション

です。 

当ステーションは平成５年９月に「上天草老人訪

問看護ステーション」として開設され、平成１６年

３月３１日に上天草市となった時に名称変更し、今

の「上天草訪問看護ステーション」となりました。

事務所は病院横の老健施設「きららの里」の２階に

あり、事務所から車で３０分以内で行ける上天草市

内に訪問しています。現在の勤務者は看護師３名と

理学療法士２名です。今回は、訪問看護について紹

介させていただきます。 

＜訪問看護とは＞ 

看護師等がお宅に訪問してその方の病気や障害に

応じた看護を行う事です。健康状態の悪化防止や回

復に向けてお手伝いします。主治医の指示を受け病

院と同じような医療処置も行います。自宅で最期ま

で暮らしたいと言う希望に沿って主治医や病院と連

携しながら看護も行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

＜開設時より＞ 

１．その人らしく生きることを支援する 

２．利用者とその家族を支援する 

３．自立・自律への支援を行う 

４．最期まで共に歩む     

の４つの理念の下、２４時間いつでも相談や必要

時訪問できるよう２４時間対応体制をとっており、

２４時間・３６５日安心した生活をお手伝いしてい

ます。 

 訪問看護では、健康状態の観察、病状の悪化防

止・回復、療養生活のアドバイス、リハビリテー

ション、点滴・注射などの医療処置、痛みの軽減や

服薬管理、急変時の対応、主治医・ケアマネ

ジャー・薬剤師・訪問介護等との連携などを行いま

す。リハビリテーションでは理学療法士の訪問も

行っています。 

 

＜訪問看護は＞ 

子どもから高齢者、病気や障害が軽くても重くて

も、すべての人が受けられます。ただし、主治医が

訪問看護の必要を認めた人という決まりがあり、訪

問看護を利用する場合必ず主治医の「訪問看護指示

書」が必要となります。介護保険（この場合ケアマ

ネジャーのケアプランが必要です）でも医療保険で

も利用ができます。ご利用を希望される方で介護保

険をお持ちの方は担当のケアマネジャーへ、介護保

険を持っておられない方は、主治医や病院の地域連

携室、在宅介護支援センター等に相談してくださ

い。 

皆さんこんにちは。 

上天草訪問看護ステーション 東矢 道子 

理学療法士による訪問の様子 
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編集後記 

○今年は長い梅雨、厳しい猛暑、そして早い秋の訪れと目まぐるしく季節が変わります。新型コロナウイ

ルスの第2波は落ち着きを見せつつありますが、果たしてどこまで感染者は減るのか、第3波はいつ来るの

か。ワクチン接種はいつから？そしてその効果は？まだまだ以前の生活、以前の診療体制に戻ることはで

きないようです。そんな令和2年度も下半期に入ります。半年間不在だった事業管理者もようやく正式着

任となりました。新しい上天草総合病院にどうぞ温かいご支援をお願い申し上げます。（竹下） 

１０月９日（金） 
学研・基礎研修） 

 そこが知りたい！採血の手技と基礎知識 

１５：００～ 当院６階講堂 

１０月１６日（金） 心臓リハビリテーション教室 
 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間、 

開催は中止します。 

１４：００～ 当院６階講堂 

１０月２３日（金） がんサロン 
 

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、当面の間、 

開催は中止します。 

１３：３０～ 当院６階講堂 

１０月２９日（木） 第１６回 上天草総合病院地域連携会議 
           姫戸・龍ケ岳・天草市地域 

 ※リモート会議のみとなります 

１８：３０～ 

研修会・勉強会の行事予定表 

第１５回 上天草総合病院地域連携会議 

 第１５回上天草

総合病院地域連携

会議が９月１７日

の１８時３０分よ

り開催されまし

た。今年度は新型

コロナ感染症対策により、リモート会議の開催とな

りました。事前に環境に関するアンケートを行い、

大矢野、松島地区の１４か所と当院をリモートでつ

なぎ、１７名の方の参加と、当院１０名の参加と合

わせて、２７名で開催いたしました。 

 初めてリモートでの会議開催となりましたが、移

動時間がなかったため通常より３０分時間を早めて

の開催となりました。今回の内容は、リモート会議

に関するアンケートの集計報告と当院の感染症対策

と感染症対策室の紹介を行い、意見交換を行いまし

た。感染症対策についての有意義な意見交換がで

き、またリモート会議についても、スマートフォン

などで気軽に参加できるようになれば、施設の方も

参加しやすいのではないかというご意見をいただ

き、今後の地域連携に生かしていきたいと思いま

す。 

 上天草総合病院連携会議も今年で５年目となり、

切れ目ない在宅医療、在宅介護の連携推進と、関係

者の顔の見える化を目的に会議を開催してまいりま

した。リモート会議でも、今までと同様に意見交換

の場として、関係者の方に参加していただけるよう

に取り組んでいきたいと思います。 

 今年度は１０月２９日に天草市、龍ケ岳、姫戸地

区を対象に第１６

回の会議を予定し

ておりますので、

対象地区の方の参

加をお願いいたし

ます。  

 

地域医療支援課 課長 堀江 静 
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１０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 

小林 博 

林 広隆 

岸川 秀樹 

和田 正文 

林 広隆 

 

岸川 秀樹 

小林 博 

中村 太造 

脇田 富雄 

和田 正文 

林 広隆 

小林 博 

村本 啓 

 

代謝内科 
※花谷 聡子   岸川 秀樹 

※小野 薫 
（第1･3･5） 

 

※大津 可絵 
（第2･4） 

 

脳神経内科    
林 広隆 
（午後） 

 
 

 ※毎週木曜日午後から予約制の診療となります。  

循環器内科  
脇田 富雄 脇田 富雄   脇田 富雄 

 

小児科  船曳 哲典 ※熊大 船曳 哲典 船曳 哲典 船曳 哲典 
10/9㈮ 

外科・肛門外科  
消化器外科 

大堂 雅晴 城野 英利 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 

村上 直也 
藤松 晃一 村上 直也 

 

 ※毎週火曜日の診療開始は10時50分からとなります。 

※毎週水曜日の藤松医師の診療は予約のみとなります。 

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 － － － ※熊大 － 
 

泌尿器科 
－ 小川 愛一郎 － － － 

 

超音波・ 
内視鏡センター 

城野 英利 中村 太造 ※松野 健司 大堂 雅晴 ※山﨑 明 
 

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 岸川 秀樹 小林 博 応援 応援 林 広隆 

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 


