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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）１２月号（第１８２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 

第二十四回 熊本県国保地域医療学会最優秀賞受賞 

 令和3年10月23日、インターネットを使用しオン

ラインで実施された令和３年度国保学会において、

当院内科の和田正文先生が最優秀演題賞を受賞され

ました。最優秀演題賞は前回学会で発表された演題

の中から、学会終了後に厳正な審査を経て、年に１

人のみ選考され、次回学会開催時に顕彰されるもの

です。 

 地域の皆様が、よく御存じのように、和田先生は

内科外来で毎日多くの患者さんの診察にあたり、病

棟でも多くの患者さんを担当されている先生です。

今回のコロナ感染症では、感染症のエキスパートと

して治療を一手に引き受け、上天草市域でクラス

ターを発生させることなく第５波まで乗り切った立

役者でもあります。多忙な先生ですが、医学研究や

後輩の指導にも熱心で、忙しい時間の中に空き時間

を作り、あくなき探求心と情熱でもって地域の医学

的課題の解決にあたり、またその方法を広く社会に

発信しておられる先生です。 

 今回の受賞対象となった演題は「複数回のタカサ

ゴキララマダニ刺咬により牛肉アレルギーを発見し

た１症例」でした。この秋、和田先生が複数のTV

局に出演され、ダニ感染症の現状や治療について説

明されていたので、地域でも多くの方が「ダニ感染

症」について御存知と思いますが、受賞対象となっ

た発表は「ダニ感染症」の治療報告で、医療関係者

向けの高度な内容でした。 

 機会がありましたら和田先生の研究内容を地域の

皆様にも聞いていただく機会を設けたいと考えてお

ります。わかりやすく話してくださることも請け合

います。 （上天草市病院事業管理者 岸川 秀樹） 

診療部長兼感染防止対策室長 和田 正文 
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複数回のタカサゴキララマダニ刺咬により 

         牛肉アレルギーを発現した１症例  

 熊本県国保地域医療学会で最優秀賞を頂き表彰さ

れました｡ありがとうございます｡演題名は上記で報

告させていただきました｡一言でいうと､｢マダニに

何回も刺されていると､牛肉･羊肉･豚肉アレルギー

を起こす可能性がありますよ｣という話です｡ 

 天草は､日本紅斑

熱や重症熱性血小板

減 少 症 候 群 (SFTS)

が日本有数の発生地

です｡日本紅斑熱だ

けでもすでに180例

以上診療しており､

日本でもトップクラ

スです｡マダニに刺

されて吸着状態で来

院されるヒトも多い

です。｢発病するヒ

ト｣と｢吸着だけで発

病しないヒト｣の違

いは何?と思い､2013

年より詳しく調査しています｡｢ヒトの調査｣＋｢ダニ

を保存､マダニ種や各ステージ(幼虫など)､病原体の

有無､刺症時の天候､大潮など｣も研究しています｡ 

 マダニに刺されて

いる周囲の発赤が強

くなるヒトがいます｡

しかも1回目よりも回

数 を 重 ね る と ･ ･ ･ 強

く｡みなさんご存知か

もしれませんが､マダ

ニ刺咬後に発現するアレルギーが話題になっていま

す｡糖鎖であるα-Gal(ガラクトース -α1,3-ガラク

トース)がIgEエピトープであることがわかり､セツ

キシマブ(大腸癌の薬)､非霊長類の哺乳類の肉摂取

(牛肉･豚肉･羊肉)､カレイ卵によるアレルギーを起こ

します｡鶏肉や魚肉にはありません。またα-Galによ

る牛肉アレルギー患者の血液型はA型とO型が多く､

B型とAB型は少ないこともわかっています｡このα-

Galの構造とB型抗原の糖鎖が類似しているからと考

えら れていま す｡B型

とAB型のヒトはラッ

キーです､刺され放題

で す ･ ･･｡2013年 に は

Hamsten Cらはマダニ

の消化管にα-Galの存

在を証明し､島根大学

も日本紅斑熱を媒介するフタトゲチマダニの唾液腺

にα-Galの存在を突きとめています｡今回報告した症

例は､アレルギー発現するヒトが来るかもしれない

と心配していました。マダニ刺症の問診票を毎度書

いてもらっていましたが､とうとう｢有り｣に変わっ

た瞬間がありました｡しかも牛肉で! 自費検査にはな

りますが､α-Galを測定し､4.46UA/mlと高値､確定で

す｡その症例のマダニ刺咬歴を見返すと10回以上刺

され､すべてタカサゴキララマダニ若虫。７回目以

降にアレルギー出現｡複数回刺されることで､感作さ

れアレルギー発現してきます｡また他のマダニ種よ

りもタカサゴキララマダニが周囲の発赤が強く出て

きます｡なぜかタカサゴキララマダニはよくヒトを

刺します｡マダニ･･･と

気づいて来院するヒト

はほぼこいつにやられ

ています｡でも安心して

くださいね､日本紅斑熱

は発病させないやつで

す｡ 

 アレルギーは｢クラゲ刺傷から後日納豆アレル

ギーを引き起こし･･･｣など､いろんな観点から見極

める必要があります｡マダニに刺されたら､来院して

くださいね｡ちゃんとダニ種まで鑑別します｡私は､A

型･牛肉アレルギーなどアレルギーもっています。

たぶん何度も刺されていた可能性が･･･｡最初に出

会ったのは小学生低学年の頃の茶摘み､葉っぱにう

ずくまっていたんですよね､アイツが･･･｡たぶんタ

カサゴキララマダニの成虫のオス､未だにあの映像

を鮮明に覚えています！ここだけの話､ムシ全般嫌

いです･･･｡   

診療部長兼感染防止対策室長 和田 正文 
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編集後記 

○早いもので今年も12月となりました。コロナの流行はやや小康状態、、しかし

ながら欧米諸国やお隣韓国は患者数が増えています。未だ安心できませんから、

油断されないようにお願いします。さて、この時期に“今年の漢字”が発表されます

ね。昨年は“密”でしたが、今年は、どうでしょうね。あなたにとってのこの1年は

どのような年でしたか？（城野） 

12月14日（火） （学研・基礎研修） 

 もうオロオロしない！ 

    皮下注・筋注の基本をマスターしよう 

１５：００～ 当院６階講堂 

12月17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 

12月24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 

 新型コロナウイルス感染症の第５波も落ち着きを

みせ、皆さん少しほっとされていることかと思いま

す。当院は、今年５月から感染防止対策加算１と感

染防止対策地域連携加算の届出を行っております。

感染防止対策地域連携加算の施設基準として、加算

１を算定する医療機関同士が連携し、年１回以上、

お互いの医療機関に赴いて相互に感染防止に関する

評価を行っていることとされています。当院では、

先日11月11日に天草中央総合病院から感染対策チー

ム４名の方にお越しいただき、当院の感染防止対策

のチェックを行っていただきました。 

 調査は「感染防止対策地域連携加算チェック項目

表」に基づき、下記の内容で行われました。 

 ①書面調査（相互チェックシートに基づく調査及

び質疑応答） 

 ②病棟等実地視察（救急外来、発熱外来、薬剤

科、検 査 科、透 析 セ ン タ ー、超 音 波 内 視 鏡 セ ン

ター、各病棟） 

 ③講評及び意見交換 

 この相互チェックは、ICTの活動状況や職員の感

染対策への取り組み状況などを、相互に評価し合う

ことによって、病院感染対策のさらなる向上に寄与

することを目的としています。初めての相互チェッ

クということで、自院ではつい見落としていたこと

も、客観的に評価していただくことによりICTメン

バーだけではなく、院内全体へのよい刺激となりま

した。今回の相互チェックの中でいただいた貴重な

ご意見をもとに、院内感染対策の推進に努めていき

たいと思います。 

感染防止対策地域連携のための相互チェックを終えて 

感染防止対策室 感染管理認定看護師 尾﨑 かおり 

 年末年始の外来診療について 
 

 １２月２９日（水）から１月３日（月）まで外来診療は休診となります。 

 急患の方は、救急外来で対応いたします。 

▲薬剤科 ▲検査科 



 

-4- 

12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 

 

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） 

 

  ※12/2㈭の岸川事業管理者の外来診療は休診となります。 

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)  

12/15㈬ 

 ※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 
12/7㈫ 
12/10㈮ 

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 


