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 私は、昭和58年に久留米

大学医学部を卒業した後、

熊本大学医学部附属病院第

3内科学教室に入局いたし

ました。そこで、恩師であ

る佐藤辰男教授のご指導に

より、教授のご専門である

高血圧の分野で学位を授けていただきました。 

 その後、教授のお許しを得て退局し、熊本市

内にある実家の病院に帰り勤務しておりました

が、最近の医療業界の荒波に飲み込まれて病院

はなくなりました。 

 そこでしばらくの間、自分にとって何が良い

のかを試行錯誤した末に、健診業務と出会いま

した。 

 日赤熊本健康管理センターにおいて、丸林徹

所長のご指導により健診を勉強させていただい

た後、NTT西日本九州病院健診センターにおい

て、同門である藤山重俊先生のお導きの元で、

さらに健診業務に携わらせていただきました。 

 その後、熊本市三郎にあるメディカルケアセ

ンターファインに移り、健診業務と内科外来を

しながら、隣接する介護老人保健施設おとなの

学校で、高齢者医療と介護を約10年間学ばせて

いただきました。 

 この度、ご縁があって上天草市立上天草総合

病院に勤務することになり、岸川秀樹事業管理

者及び、脇田富雄院長のご配慮により、健康管

理センター副所長を勤めさせていただくことに

なりましたが、内科外来と療養病棟も経験させ

ていただきますことは、私にとってこの上ない

喜びでございます。 

 まだまだ経験不足ではございますが、病院内

外の諸先生方及び、スタッフの皆様に助けてい

ただきながら、仕事をしていきたいと思ってお

りますので、今後ともどうぞよろしくお願い申

し上げます。 

内科 大野 美保 

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 

２０２２年（令和４年）８月号（第１９０号） 
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 こんにちは、今年度より赴任しました教良木診療所長の小野悠美と申しま

す。上天草総合病院内科医員と兼任させていただいており、教良木診療所で

は、週1回金曜日の午後に外来診療をさせていただいております。 

 教良木診療所のある教良木地区は上天草市松島町の山間部に位置します。

春は桜、夏は蛍、秋は彼岸花がきれいで、のどかな地域です。総人口は約

700人、高齢者人口は約320人、高齢化率は約46％となっていて、他の地域と

同様に過疎化や高齢化が進んでいる地域の一つです。（2015年10月国勢調査） 

 教良木診療所の設立年月は1971年6月で、現在、職員は医師1名、看護師3名

の体制で診療をさせていただいております。以前は、常勤の医師が診療所に常

駐し、診療を行っていたのですが、2009年に上天草総合病院へ統合した後は、

上天草総合病院の医師とへき地医療支援病院の医師が毎日交代で外来診療を

行っております。昨年度までは午前中の診療でしたが、今年度より、午後から

の診療となっております。通常の病院と同様に、高血圧や糖尿病、脂質異常症

などの生活習慣病の管理や上気道炎などの内科疾患から、外傷処置などの外科疾患まで幅広く診療していま

す。検査としては血液検査、尿検査、レントゲン検査、心電図をさせていただいています。血液検査や尿検

査などは検体を上天草総合病院に持っていき、そこで検査結果を出しているため、結果説明は当日ではなく

後日させていただくようになっています。 

 山間部の診療所ですので、できることには限りがあります。診察させていただき、患者さんの状態が思わ

しくなく、すぐに詳しい検査や治療が必要であると判断した際には、上天草総合病院をはじめとする外部の

医療機関に患者さんの相談や紹介を行い、外部の医療機関と連携を取りながら、患者さんにとって、より良

い医療を提供できるように心掛けています。常勤の医師がいないために、夜間や休日は当診療所では対応で

きませんが、救急時の教良木診療所への電話は、自動的に上天草総合病院につながるようになっており、上

天草総合病院と連携し、救急対応を行うこととなっています。また、その他の高次医療機関とも連携し、救

急医療体制の強化を図っています。 

 2021年度の累計患者総数は1093人、2022年度の上半期は678人となっています。2021年度の70歳以上の

患者割合は70％以上を占めています。2022年度の上半期には70歳以上の患者割合は80％近くとなっており

高齢化は年々進んでいる状況です。1日の平均外来患者数は、約10名です。私自身は週1回の診察しか行うこ

とができない状況であり、患者さん自身の生活環境や家族環境などを把握するまでに時間がかかり、患者さ

んの背景まで目を向けて診療することができない状況ですが、患者さんにとってよりより医療を提供できる

ように、教良木診療所は今後も地域の方々に寄り添い、信頼される医療を目指していきます。  

教良木診療所 

教良木診療所長 小野 悠美 
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編集後記 

8月12日（金） （学研・基礎研修） 

 患者の希望を叶え、家族を支える 

                エンド・オブ・ライフケア 

１５：００～ 当院６階講堂 

8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 

8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 

  昭和39年7月16日龍ヶ岳町立上天草病院として診

療を開始してわずか8年後の昭和47年7月6日に発生

した山津波（土石流）が病院（現在の上天草市役所

龍ヶ岳統括支所）を襲いました。甚大な被害につい

ては、当時の報道資料や関係資料で記されていると

ころです。 

 当院は毎年、この日にあわせ水害記念式典を行

い、当時を偲び、おにぎり、たくあん、メザシで食

事をとり、被災した写真や資料、災害を経験した先

輩方の話を傾聴することで後世に伝えてきました。 

しかし、この2年は新型コロナウイルス感染症の影

響もあり、水害記念式典を行うことが出来ませんで

した。近年は全国各地で、土石流や河川の氾濫によ

る災害が発生しています。ほとんどの職員がメディ

アでしか見たことがない災

害が、50年前にこの地で発

生したことは事実であり、

それを示す石碑が各地域に

建立されています。 

 今年度は、50年の節目

でもあることから、人数

制限を行い水害記念式典

のみを行いました。およ

そ40名近くの職員が集ま

り、正午に黙とうを捧げたあと、管理者、病院長の

講話にて、病院の再建にあたり当時の病院長である

岡崎先生は東奔西走され、再建は不可能という国の

判断にも、必ず再建するという熱い思いをもち、当

時の内閣総理大臣まで面会を果たしたということを

聞き、現在の私たちがこの地で、医療を提供してい

られるのは、当時の病院職員をはじめ、地域住民や

行政、各関係者も含め、多くのかたの努力があった

からこそと感じました。 

 この7月は当院にとって大きな意味をもちます。

病院として開設した月でもあり、再建不可能ともい

われた災害に被災した月でもあります。改めて先人

の熱い気持ちを引き継ぎ、地域住民のため、医療提

供できるよう努めていきたいと思います。 

2年振りの水害記念式典 

総務課長 井賀 寿 

○1972年7月6日上天草市は集中豪雨と大量の土砂により大きな被害を受け、多くの方が亡くなられまし

た。謹んで御冥福をお祈り申し上げます。被災して50年、この7月6日、病院では6階に職員が互いに距離

をとりながら集合し、鎮魂の鐘を鳴らし、防災の誓いを新たにしました。「あこう」の木は、海岸で防

風・防潮に有効な樹木とうかがっています。病院誌「あこう」も、「あこう」の名に恥じぬよう、上天草

市の健康面での防風・防潮の役割を果たせるよう、有用な情報を皆様にお伝えしてまいります。 （岸川） 
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８月  診療案内 

 月 火 水 木 金 休 診 日 
       

 

内   科 
和田 正文 

林 広隆 

小野 悠美 

岸川 秀樹 

和田 正文 

原田 裕士 

松田 圭史 

林 広隆 

小野 悠美 

中村 太造 

大野 美保 

和田 正文 

原田 裕士 

髙栁 宏史 

細川 貴規 

原田 裕士 

小野 悠美 

 

 ※8/12㈮の細川医師の外来診療は休診となります。  

代謝内科 
※阪口 雅司 － － 岸川 秀樹 

※小野 薫 
（第3･5） 

 

※大津 可絵 
（第1・2･4） 

8/12㈮ 

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 － － 
8/10㈬ 

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 

※楢村 哲生 
（第1・3） 

船曳 哲典 

 

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 
8/25㈭ 

眼科  粟井 麻衣子 竹下 哲二 古島 京佳 竹下 哲二 古島 京佳 
 

皮膚科 － － － 江頭 翔 － 
 

泌尿器科 － 西 一彦 － － 西 一彦 
8/16㈫ 

超音波・ 
内視鏡センター 

石山 哲 中村 太造 ※松野 健司 － ※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 
8/12㈮ 
8/15㈪ 

 
※午後は、13時～16時30分までの受付です。 

教良木診療所 応援 
林 広隆 
（午後） 

中村 太造 
(午後) 

応援 応援 
小野 悠美 

(午後) 

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 


