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熊本県 天草市

車で約2時間

天草市役所



御所浦診療所（医科・歯科）
御所浦北診療所

栖本病院

新和病院

河浦病院

牛深市民病院

天草市立の医療機関

天草地域医療センター

天草中央総合病院



牛深市民病院の紹介
熊本県キャリア形成プログラム 第３グループ

牛深ハイヤ（4月） 茂串海岸

写真は牛深地域の風景



牛深市民病院

車で約1時間



天草市立牛深市民病院 ２０２２（R4）年１０月現在の状況
・病床数：１１８床

・標榜診療科

・沿革

地域での役割

担っている医療
・地域の初期医療、急性期医療、在宅支援病院、救急告示病院、人工透析治療、保健行政と連携した地域住民
の健康増進への取り組み

下島南部エリアの拠点病院として、小規模ながらも機能性を持った急性期医療の充実を図り、また急性期を終
えた患者の受け入れ先として、一部回復期医療も確保し、地域包括ケア病床を充実させ在宅復帰支援を行う。

病床機能 病床数 施設基準

急性期 ５０床 地域一般入院基本料１

回復期 ３５床 〃

慢性期 ３３床 療養病棟入院基本料１

内科、代謝内科、外科、整形外科、小児科、産婦人科、眼科、耳鼻咽喉科、リハビリ
テーション科、人工透析内科、救急科

・設立年度不詳 旧魚貫村に採炭企業の産業復興公団診療所として設立
・昭和２６年 魚貫村立病院として開設（２０床）
・昭和２９年 牛深市民病院と改称
・平成１４年 現在地に新築移転
・平成１８年 天草市誕生に伴い、天草市立牛深市民病院に改称



医師の状況 ： ２０２２（R4）年１０月現在

常勤医師：５名 担当診療科 備考

医師A 外科 熊本大学出身

医師B 外科 九州大学出身

医師C 代謝内科 熊本大学出身

医師D 救急科 熊本大学出身

医師E 内科 熊本大学出身

指定・認可等状況 ： ２０２２（R4）年１０月現在

認可・承認等項目 ・保険医療機関
・救急病院認定
・原子爆弾被爆者指定医療機関

・生活保護法指定医療機関
・労災保険指定医療機関
・難病指定医療機関
・指定自立支援医療機関

各種認定施設

地域の状況

地域人口（牛深地域） 地域の医療機関（牛深市民病院除く）

１１，３１３人（２０２０（R2)年国勢調査時点） ・病 院：２施設 （療養:３５床、精神１２０床）
・診療所：６施設 （一般：４１床、療養１２床）



栖本病院の紹介
熊本県キャリア形成プログラム 第２グループ

栖本太鼓踊り（県無形文化財）

倉岳神社からの眺め

写真は栖本・倉岳地域の風景



栖本病院

天草地域医療構想区域

車で約２０分

栖本病院

車で約２０分



天草市立栖本病院 ２０２２（R4）年１０月現在の状況
・病床数：４４床

・標榜診療科

・沿革

地域での役割

担っている医療
・地域の初期医療、回復期医療、在宅医療、「熊本県結核対策プラン」での結核治療機関、救急告示病院、
糖尿病専門外来、保健行政と連携した地域住民の健康増進への取り組み

結核病床を維持し、栖本・倉岳地域唯一の病院として回復期医療を行う。

病床機能 病床数 施設基準

回復期 ２４床 地域一般入院基本料１

結核 ２０床 結核病棟13対１入院基本料

内科、糖尿病内科、呼吸器内科、整形外科

・昭和２９年 旧栖本村に結核の県指定療養所として開設
・昭和５５年 栖本町立病院に改称
・平成 ４年 現在地に新築移転
・平成１８年 天草市誕生に伴い、天草市立栖本病院に改称



医師の状況 ： ２０２２（R4）年１０月現在

担当診療科 備考

医師A 内科・呼吸器内科・糖尿病内科 熊本大学出身・糖尿病学会専門医

医師B 内科・呼吸器内科・糖尿病内科 熊本大学出身

指定・認可等状況 ： ２０２２（R4）年１０月現在

認可・承認等項目 ・保険医療機関
・救急病院指定（二次救急）
・結核予防法指定医療機関
・原子爆弾被爆者指定医療機関

・生活保護法指定医療機関
・労災保険指定医療機関
・難病指定医療機関

各種認定施設 日本糖尿病学会教育関連施設・・2021年4月1日

地域の状況

地域人口（栖本・倉岳地域） 地域の医療機関（栖本病院除く）

４，４９９人（２０２０（R2)年国勢調査時点） ・病 院：無
・診療所：２施設 （一般：１３床、療養３床）



新和病院の紹介
熊本県キャリア形成プログラム 第２グループ

竜洞山展望台からの眺め 市の花「ハマボウ」の自生地

写真は新和地域の風景



新和病院

車で約２０分



国民健康保険
天草市立新和病院

２０２２（R4）年１０月現在の状況
・病床数：３０床

・標榜診療科

・沿革

地域での役割

担っている医療
・地域の初期医療、回復期医療、救急告示病院、居宅介護・介護予防事業、保健行政と連携した地域住民の健
康増進への取り組み

新和地域唯一の病院として、また、急性期を終えた本渡地域の患者の受け入れも視野に
入れた回復期医療を行う。

病床機能 病床数 施設基準

回復期 ３０床 地域一般入院基本料３

内科、消化器内科、循環器内科、整形外科、リハビリテーション科

・昭和２４年 旧宮地村に国民健康保険施設として診療所を開設
・昭和４１年 国民健康保険新和町立病院を開設（４０床）
・平成 ９年 現在地に新築移転
・平成１８年 天草市誕生に伴い、国民健康保険天草市立新和病院に改称



医師の状況 ： ２０２２（R4）年１０月現在

常勤医師：３名 担当診療科 備考

医師A 内科 自治医科大学出身・総合診療専門研修特任指導医

医師B 内科 自治医科大学出身・日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ・ｹｱ連合会認定指
導医

医師C 内科 自治医科大学出身

指定・認可等状況 ： ２０２２（R4）年１０月現在

認可・承認等項目 ・保険医療機関
・救急病院指定（二次救急）
・原子爆弾被爆者一般疾病医療機関

・生活保護法指定医療機関
・労災保険指定医療機関
・難病指定医療機関

各種認定施設

地域の状況

地域人口（新和地域） 地域の医療機関（新和病院除く）

２，６８９人（２０２０（R2)年国勢調査時点） ・病 院：無
・診療所：無



河浦病院の紹介
熊本県キャリア形成プログラム 第２グループ

世界文化遺産「崎津集落」 大江天主堂

写真は河浦・天草地域の風景



河浦病院

天草地域医療構想区域

車で約４０分



国民健康保険
天草市立河浦病院

２０２２（R4）年１０月現在の状況
・病床数：６６床

・標榜診療科

・沿革

地域での役割

・急性期を終えた患者の受け入れ先として、一部回復期医療も確保する。

回復期慢性期医療中心の体制とするが、河浦・天草地域唯一の病院のため、一定の救急機
能は維持する。

病床機能 病床数 施設基準

回復期 ２６床 地域一般入院基本料１

慢性期 ４０床 療養病棟入院基本料２

内科、外科、総合診療科、整形外科、リハビリテーション科

・昭和２２年 旧一町田村に国民健康保険施設として診療所を開設
・昭和３８年 国民健康保険河浦町立病院に改称（４０床）
・平成 ６年 現在地に新築移転（９９床）
・平成１８年 天草市誕生に伴い、国民健康保険天草市立河浦病院に改称

担っている医療
・地域の初期医療、急性期医療、回復期医療、在宅医療、救急告示病院、保健行政と連携した地域住民の健康
増進への取り組み



・天草町エリアでの医療の確保を視野に入れ、「高浜巡回診療所」を開設。 【２０２１年９月開設】

・「熊本大学病院地域医療・総合診療実践学寄附講座 河浦教育拠点」を開設 【２０２１年４月】
本教育拠点は、玉名教育拠点（くまもと県北病院）、天草教育拠点（天草地域医療センター）に次いで、
３か所目の設置となり、学生教育ならびに総合診療専門医の育成を行っています。

河浦病院 ②

・「家庭医療センター」の開設 【２０２１年４月開設】
熊本大学病院 地域医療・総合診療実践学寄附講座から派遣された、総合診療専門医を中心に
地域の中で、家庭医として住民の健康を守るために「地域をまるごと診る」医療に取り組んでいます。

・熊本県から令和２年度に指定を受けた「在宅医療サポートセンター」による天草・河浦エリアの在
宅医療提供体制の充実を図っています。 【２０２０年１０月指定】
・「家庭医療センター」を中核機能に据え、訪問診療、訪問看護、訪問リハの在宅医療体制を充実させ、
併せて地域連携室の機能も拡充を行い、地域一丸となり医療・福祉・介護の連携の充実を図る取組み
を行っています。



医師の状況 ： ２０２２（R4）年１０月現在

常勤医師：５名 担当診療科 備考

医師A 外科・消化器外科 熊本大学出身
日本プライマリ・ケア連合学会認定指導医

医師B 外科・消化器外科 熊本大学出身

医師C 整形外科 大分大学出身

医師D 内科 自治医科大学出身

医師E 総合診療科 熊本大学出身
日本プライマリ・ケア連合学会認定指導医

医師F 総合診療科 熊本大学出身

指定・認可等状況 ： ２０２２（R4）年１０月現在

認可・承認等項目 ・保険医療機関
・救急病院指定（二次救急）
・原子爆弾被爆者指定医療機関

・生活保護法指定医療機関
・労災保険指定医療機関
・難病指定医療機関

各種認定施設

地域の状況

地域人口（天草・河浦地域） 地域の医療機関（河浦病院除く）

６，４４４人（２０２０（R2)年国勢調査時点） ・病院：無
・診療所：３施設 （一般:１９床）



御所浦診療所の紹介
熊本県キャリア形成プログラム 第３グループ

御所浦港フェリー乗り場 恐竜のオブジェ

写真は御所浦の風景



御所浦診療所（医科・歯科）
御所浦北診療所

御所浦診療所まで車で
約４０分＋フェリー３０分



国民健康保険
天草市立御所浦診療所
天草市立御所浦北診療所

２０２２（R4）年１０月現在の状況
・病床数：両診療所とも無床

・標榜診療科

・沿革

地域での役割

担っている医療
・地域の初期医療、かかりつけ医機能、在宅医療、保健行政と連携した地域住民の健康増進への取り組み

離島地域である御所浦町の初期診療機関としての役割を果たす

御所浦診療所：内科、整形外科、眼科、精神科、歯科

御所浦北診療所：内科、精神科

・昭和３３年 旧水俣市立病院嵐口出張診療所として開設【御所浦診療所】
・昭和４７年 御所浦町国民健康保険北診療所の開設【御所浦北診療所】
・平成 ４年 現在地に新築【御所浦北診療所】
・平成１８年 天草市誕生に伴い、国民健康保険天草市立御所浦診療所、国民健康
保険天草市立御所浦北診療所に改称
・令和 ４年 現在地に新築移転（併せて御所浦歯科診療所と統合）【御所浦診療所】

※写真は御所浦診療所（令和4年1月開院）



医師の状況 ： ２０２２（R4）年１０月現在

担当診療科 備考

医師A 総合診療科 熊本大学出身・日本ﾌﾟﾗｲﾏﾘ・ｹｱ連合会認定指導医

医師B 内科 自治医科大学出身

医師C 歯科 日本歯科医科大学出身

指定・認可等状況 ： ２０２２（R4）年１０月現在

認可・承認等項目 ・保険医療機関
・原子爆弾被爆者指定医療機関

・生活保護法指定医療機関

各種認定施設 臨床研修協力施設
臨床教育学外協力施設

地域の状況

地域人口（御所浦地域） 地域の医療機関（御所浦診療所除く）

２，３１８人（２０２０（R2)年国勢調査時点） ・病 院：無
・診療所：１施設 （一般：１９床、療養０床）



制度等に関する質問への回答

問１．産休・育休の取得状況を教えてください。

答１．全病院合わせても、10数年前に女性医師1名が育児休業を取得されただけで、それ以降は、
男女共に休暇を取られた先生はいらっしゃいません。
ただし、制度上、勤務上取れないわけではなく、たまたまそのような先生が勤務されなかった
だけになります。

※天草市は、18歳まで医療費無料、保育料も3歳からは無料など、子育て世代に優しい街です。

問２．宿舎はありますか。家賃はいくらですか。

答２．すべての病院で、病院の近隣に宿舎を整備しています。
家賃については病院ごとに違いますが、民間のアパート等を借りるよりかなり安いと思います。

問３．宿舎以外の居住する場合は、家賃補助はありますか。

答３．宿舎以外の賃貸住宅に居住される場合は、上限額はありますが住居手当があります。



ご清聴ありがとうございました。

引き続き、各先生から話をしていただきます。

西海岸の夕日 天草エアライン（みぞか号）



皆さん、天草でお待ちしています！

天草の特産物
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