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・内科系の午後診療は、当番制となっております。

・内科/発達小児科/精神科/泌尿器科/眼科にお　
　いては「予約制」を導入しております。　

・休診日は、祝日午後・土曜日午後及び日曜日。
時間外・休日等は、当番医師にて急患対応致します。

社会医療法人　稲穂会
救急告示病院

天草慈恵病院
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●天草空港より車で25分　
●本渡バスセンターよりバスで40分 
➡ 天草慈恵病院前 停留所下車 徒歩2分
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九州大学

長崎大学
（12：30迄）

長崎大学
（12：30迄）

長崎大学
（9：30～）

白　藤
(午後のみ)

長崎大学
（9：30～）

九州大学

福岡大学
（10：00～17：00）

外来診療担当医表 ■ 診療時間　午前 8：30～12：30　午後 13：30～17：30
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交通アクセス

①宮崎（久）
（13:30～）

②吉田
（15：30～）

　2023年の新春を迎え謹んで新年のお慶び申し上げます。
　昨年の新型コロナウィルス感染症の流行（第7波）では、住宅型有料老人ホームや介
護老人保健施設におけるクラスター発生で入所者の皆様にはご不便をお掛けし、ご家
族様にもご心配をお掛けしました。先月からは再度流行の兆しも見え始めており、第8
波に備え当院では基本的な感染防止対策の徹底に取り組んでおります。また今後は感
染症法の見直しや人々の生活様式に伴い、コロナ後にどのようなよりよい医療・介護を
提供できるのかを考えていく必要があると思います。
　国では「かかりつけ医機能報告制度」の導入も検討されています。地域のニーズや他

医療機関との役割分担・連携を踏まえつつ、高齢者の持病（慢性疾患）への継続的な医学管理や健康管理相
談も含めて、当院が「かかりつけ医」の役割を果たすことができる体制をより強化してまいります。さらに介護
部門では、利用者一人ひとりの個別ニーズに応じた入所・在宅サービスの提供をしていく必要があると思っ
ています。
　職員の働き方改革については、昨年11月に宿日直許可を受けることができました。各業種の業務負担軽
減、DX（デジタルトランスフォーメーション）も進め、まずは県内でも導入事例の少ないバイタル連携を行
い、看護師の業務負担軽減にも努めていきたいと思います。
　今年も引き続き「面倒見のいい病院・介護施設」を目標に、よりよい医療・介護サービスを提供してまいる
所存です。本年が皆様にとりまして安全で健康な良き年となりますことを祈念して、新年の御挨拶とさせて
頂きます。

社会医療法人 稲穂会　理事長  永野忠相

AMAKUSA JIKEI HOSPITAL
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入院時訪問指導　～私達の取り組み～ 土曜日外来のご案内

　当院では、九州大学病院代謝内科医・眼科
医による診療を行なっています。
　外来診療のみで、眼科疾患全般を対象とし
ています。詳しくは、受付窓口までお問合わ
せください。

眼 科・代 謝 内 科整 形 外 科

1月の診療は 14日 ・28日
2月の診療は 4日・11日・25日

代謝内科診療：

眼科診療 ：

1月7日・14日・21日・28日
2月4日・11日・18日・25日
1月7日・21日
2月4日・18日

診療時間

担 当 医

　当院の整形外科では月～金曜日までの外
来診療の他、土曜日も外来診療を行っており
ます。

土曜外来診療日（2023年1～2月）

診療日程（2023年1～2月）

8 ： 30 ～ 14 ： 30

第１土曜（8：30～17：30） 　
整形外科　担当医
第２・４土曜（8：30～14：30） 
福大整形外科　医師

働き方改革への取組

天草慈恵病院のLINE@をご活用ください！

アクアリウムをリニューアル ～癒しの水景で笑顔に～

　病院等に勤務される医師については、2024年4月1日を開始と
して「医師に対する時間外労働の上限規制」が適用される事となります。長時間労働の医師の労働
時間短縮及び健康確保のための措置の整備等が目的です。
　法制度の適用開始にあたり天草慈恵病院は、2024年4月1日以降、年間960時間/月100時
間未満のA水準病院に該当する事となります。また、宿直と日直（日曜日）の勤務時間につきまして
は、時間外労働の適用除外（時間外労働の対象外）となる「宿日直許可」（天草労働基準監督署）を
2022年11月7日付けで受けました。
　引続き医師の働き方改革への取組を行い、健康にも配慮した働きやすい病院の実現を目標に努
力してまいります。また、天草地域の医療ニーズに応えるため大学からの医師派遣や非常勤医師の
募集にも積極的に取組んで参ります。

医師の働き方改革担当　法人事務局　松本誠吾

　天草慈恵病院では、最新の診療情報を
LINE@でお届けしています。
　お友達追加をよろしくお願いします。

医師の「宿日直許可」（天草労働基準監督署）を受けました

お友だち追加お願いします。
LINE ID

@３０２akyum

　回復期リハビリテーション病棟では入棟後の7日以内に患者様
のご自宅を訪問する「入院時訪問指導」を行っています。理学療
法士、作業療法士、看護師、社会福祉士等の多職種のスタッフに
て退院後のお住まいの状況を把握するためにご自宅を訪問させ
ていただいております。自宅訪問では主に自宅内の段差、手すり
の位置、寝室、トイレや浴室の形状、生活動線等を確認していま
す。必要に応じて自宅周辺の環境（交通状況、路面の状態等）や

台所（調理器具等）、洗濯場（干し場所や方法）なども併せて確認しています。具体的には段差の測
定や写真撮影を行い、住環境における問題点やご家族の不安点を確認します。スタッフが早期に家
屋状況を把握する事で住環境に合わせた目標設定に活用でき、早期に住宅改修の必要性を提案で
きる等のメリットがあります。
　患者様が早期に自宅退院できますよう、ご家族が安心して患者様を迎えられますようにスタッフ
一同努めてまいります。

文化展開催

　今年も通所リハビリテーション「蕩蕩館」、介護老人保健施設「慈恵苑」の利用者の方々が作成さ
れた作品を病院外来フロアに掲示しました。
　四季折々をテーマとした絵手紙や、来年の干支であるうさぎの人形などたくさんの作品が並べら
れ、来院の方々も立ち止まってご覧になられていました。
　今後も利用者様の好きな活動を大切にし、楽しみのあ
る活動にしていきたいと思います。

　これまでもアマランス前の待合スペースで皆様にお楽しみ頂いておりましたアクアリウムですが、
今回装いを新たに致しました。中央部分には、木材と水草を
配置。魚種のバリエーションも増やし、ネオンテトラ、グッピー、
ヤマトヌマエビを始めとした沢山の魚たちが泳いでいます。
　私達職員は愛らしいお魚さんたちに日々癒されています。
当院をご利用の皆様も、自然の水景をそのまますくい取った
ような癒しの空間を是非お楽しみください。
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