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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 

２０２１年（令和３年）１１月号（第１８１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 

 

 当院では２０２１年１０月から初診患者さんを対象

にAI技術を活用した問診システムを導入・運用してお

ります。AI問診システムは、AI（人工知能）がタブ

レット端末等を通じて事前問診を行うシステムです。 

 従来の問診では各診療科窓口で看護師にどういった

症状があるのかを説明または、問診表に記入している

かと思います。しかし時間をかけて問診表に記入して

も同じ内容を先生に話していることも多いのではない

でしょうか。AI問診システムでは記入する必要がなく

表示された項目に当てはまるものを選ぶ選択制ですの

で簡単に回答できます。 

 

 受診の流れ（導入されて間もないので変更になって

いる場合があります。） 

１．各診療科窓口から患者さんへタブレット端末をお

渡しいたします。 

２．患者さんご自身で問診項目へ回答を入力してくだ

さい。 

※今までの紙による問診表の代わりとなります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．入力完了後、診療科窓口にお渡しください。 

※入力時、ご不明な点がある場合は、看護師等にお問

い合わせください。 

 

 当院では、このシステムを導入することで医師・看

護師のカルテ入力作業が軽減され、患者さんの待ち時

間短縮に繋がることが期待できます。さらに、医師が

患者さんとの時間を増やすことで、医療の質と患者満

足度が向上できることを目指しています。 

 患者さんがこのＡＩ問診の操作に慣れないうちはご

不便をおかけすると思いますが、ご協力の程お願い申

し上げます。 
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 リハビリテーション科は理学療法士（PT）10名、作業療法士（OT）2名、言語聴覚士（ST）1名、

リハ助手3名（計：男性11名、女性5名）で各疾患に対する治療や評価・認知症検査、診断書の書類計

測や入院患者の退院支援（訪問調査や在宅での動作指導など）などの業務を行っています。  
   
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

リハビリテーション科 

【運動器疾患（PT・OT）】 

骨や関節、靱帯、筋肉、手足の神経障害に対して運動を行います。現在は

受傷後や術後早期から離床し、身体を動かし廃用性変化を起こさないこ

とが推奨されています。主治医の指示に従い、関節可動域練習や筋力増

強運動、歩行練習などを実施しています。 

【脳血管疾患（PT・OT・ST）】 

脳血管障害や中枢神経の障害に対して運動を行いま

す。脳や神経にダメージを受けると身体に麻痺が生じ

るため思うように身体をコントロールすることが困難

となります。バイタルサインなどが安定してから麻痺

の段階に合わせた運動を行っていきます。また、必要

に応じて補助装具などを主治医や義肢装具士と相談し

作成します。 

【呼吸器疾患（PT・OT・ST）】 

肺炎などの呼吸器に障害がある方に対して運動

を行います。最近は高齢者の方の誤嚥がきっか

けで起こる誤嚥性肺炎が増えています。入院時

よりSTが飲み込みの状態を確認して１人１人

にあった食事形態を提供されるように介入して

います。 

【摂食嚥下】 

飲み込みの状態が悪く、誤嚥性肺炎を発症する可能性が高い患者さんに対して飲み込みの評価や練習を行

います。必要に応じて口腔外科・歯科とともに嚥下造影などを利用し評価を行っています。 

【がん】 

上天草では唯一がん患者に対して研修を受けた７名のセラピストが入院中にリハビリの提供をしていま

す。がん患者の生活機能と生活の質の改善を目的に行っています。がんとその治療でさまざまな制限を

受けた患者に対して、身体的、心理的、社会的な活動を実現させるためにリハビリを行います。 

（その他の活動） 

カンファレンスへの参加、病棟看護師や看護助手に対して患者の介助方法などの指導、ご家族への介助

方法の指導、退院の際に家屋調査・改修指導、地域住民への運動指導など 

《診療時間案内》 

午前 8：50～11：30 

午後 13：00～13：20（診察） 

※リハビリに関してのご相談は地域医療連携室へご気軽にご

相談ください。地域住民の皆様の健康維持のために日々ス

タッフ一同、頑張っていきますのでよろしくお願いします。 

          (リハビリテーション科 山下) 

【心大血管】 

心臓病の患者さんが体力を回復し快適な生活に復帰すると共に、再発や再入院の防止を目標として運動療

法、生活指導、栄養指導などを多職種と協働して総合的に支援を行なっています。  
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編集後記 

○コロナ感染の流行はやや下火にはなっているようですね。ただ寒くなると室内の換気が不十分となりや

すいので注意が必要ですね。昨季は流行がみられなかったインフルエンザは、この冬はどうなるのでしょ

うか。先日「日本感染症学会」が「大きな流行を起こす可能性もあります」、

「インフルエンザワクチンの積極的な接種を推奨します」との発表をしました。

やはり感染対策を行いながらワクチン接種ということに変わりはないようです

ね、、気を付けましょうね。（城野） 

１１月１２日（金） 

学研・基礎研修） 

 もうヒヤヒヤしない！静注の基本をマスターしよう 

１５：００～ 当院６階講堂 

１１月１９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症拡大防止のため、当面の間、 

開催は中止します。 

１４：００～ 当院６階講堂 

１１月２６日（金） 
がんサロン 
 

新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、当面の間、 

開催は中止します。 

１３：３０～ 当院６階講堂 

研修会・勉強会の行事予定表 

戴帽式を終えて 

 上天草看護専門学校 45期生 大塚 葵 

 私は、戴帽式を終えて改めて看護という仕事の責

任の重さを自覚することができました。そして看護

師を目指すものとして、これからの学校生活をどう

過ごしていくのかを考える場となりました。私が看

護師を目指そうと決めた時から看護師の立場の重要

さを理解していましたが、今回の戴帽式に向けてナ

イチンゲール誓詞を何度も練習しているうちに看護

師としてどうあるべきかを学ぶことができました。

入学してから約６か月が経ちましたが、自分自身の

ことに精一杯でまだまだ看護師を目指すものとして

の自覚ができていませんでした。チーム医療と言わ

れているように互いに良い影響を与え合えるように

なるために、これからの学校生活でクラスの仲間と

団結し、支えあえるようになりたいです。戴帽式で

一人一人がナースキャップを頂くのを見て、今日私

たちは看護学生としての新たな一歩を踏み出すんだ

なと感動しました。ナイチンゲール誓詞でもあるよ

うに、看護を必要としている人々にこの身をささげ

れる看護師になりたいです。そして命と向き合う責

任ある仕事に就くためにより一層勉学に励み、先生

方が言われているようにこの３年間で心・人間性を

育てていきたいです。知識と技術を兼ね備えた心優

しい看護師を目指します。 
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１１月 診療案内 

 月 火 水 木 金 休 診 日 
       

 

内   科 
和田 正文 

林 広隆 

中原 大智 

岸川 秀樹 

和田 正文 

原田 裕士 

林 広隆 

林 広隆 

中原 大智 

中村 太造 

和田 正文 

原田 裕士 

中原 大智 

細川 貴規 

原田 裕士 

 

 ※11/５㈮の細川医師の外来診療は休診となります。   

代謝内科 
※花谷 聡子 － － 岸川 秀樹 

※小野 薫 
（第3･5） 

 

※大津 可絵 
（第1・2･4） 

 

脳神経内科 － － － 林 広隆 －  

 ※毎週木曜日、予約制の診療(午前)となります。  

腎臓内科 － － 細川 貴規 － － 
 

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 
 

外科  城野 英利 城野 英利 
城野 英利 
(予約のみ)  城野 英利  

城野 英利 
(予約のみ)  

 

 ※毎週水曜日、金曜日の城野医師の診療は予約のみとなります。  

消化器科 坂口 将文 
(新患) 

坂口 将文 
(新患) 

－ － － 
 

整形外科  
藤松 晃一 ※上原 悠輔 

藤松 晃一 
(再診のみ) 

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再診のみとなります。 

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 

※熊大 
（第１・3･5） 

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 － － － 江頭 翔 － 
 

泌尿器科 － 西 一彦 － － 西 一彦  

超音波・ 
内視鏡センター 

坂口 将文 坂口 将文 ※松野 健司 
城野 英利 
(健診のみ) ※蔵野 宗太郎 

 

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 原田 裕士 中村 太造 応援 応援 中原 大智 

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 


