
                   
                 

                一日一日と秋の気配を感じる今日この頃ですが 
             皆様いかがお過ごしでしょうか。 
             ９月から看護部長に就任しました吉野と申します。以前は３階東病棟で 
             勤務しておりました。 
            「地域包括ケアシステム」が構築され、様々な場面で地域連携の果たす 
                                     役割は重要です。地域住民の方々が、住み慣れた場所で安全・安心に 
                                     暮らしていくことができるように、地域の方々との連携に“看護のちから” 
             をもってお役に立ちたいと考えております。 
  
                                   慣れない毎日ですが、笑顔で頑張りたいと思っております。 
                                 どうぞよろしくお願いいたします。  

朝夕はめっきり涼しく、過ごしやすくなりました。皆さまお変わりはございませんか？ 
季節は穏やかになりつつありますが、関東～東北では記録的な雨が降り、たくさんの家屋が流さ 
れ、多くの被災者がでました。東日本大震災から、4年半しか経っておらず、またこのような大きな 
自然災害が発生し心が痛みます。 
私たちの身の回りでも災害はいつ起こるかわかりません。 
日頃から、水や食料・携帯ラジオ・スリッパ等の備えをしておきたいものです。 
災害伝言ダイヤルは[☎171］です。一度使い方を確認してみてください。 
 
今月の地域連携室だよりは看護部長交代のご挨拶、施設での勉強会のご報告です。 
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地域のために 
    より良い医療を 
        心をこめて 

社会医療法人 長崎記念病院 

新看護部長就任のご挨拶 

H２７．６月末、地域の施設において胃ろうと在宅酸素の勉強会を開催しました。 

今回は、医療機器を扱う業者の方にご協力いただき開催することができました。 
一部ではありますが、感想を紹介させていただきます。 

   今回の勉強会を通して、主催者としても大変勉強になりました。 

 
  今後も地域の皆さまと共に歩む連携室としてお手伝いできることがありましたら、 
  お気軽にご連絡下さい。お待ちしております。 

・観察する、気づくことが大切。 ・チームワークが大事。 

・看護師との連携が必要。 

・医療用語は難しい。 

・口腔ケアの大切さが理解できた。 

・介護士としてできる行為はどこまでか。 

・施設でのターミナルケアが望まれている昨今、自分にできる支援とは 何か見つめなおす 
 良い機会になった。 



９月外来診察予定表 （平日８：３０～１７：００ 土曜日８：３０～１２：１５） 

長崎記念病院    〒851-0301 長崎市深堀町1－11－54 

 Ｔｅｌ： 095–871-1515（代表） 

 Ｆａｘ：095-871-5020 (地域連携室専用)     

  http://http://www.nmhp.or.jp/index.html  

   Eメール：renkei＠nmhp.or.jp 

診療科 時間 診察室 月 火 水 木 金 土

１診 今村 由紀夫 坂本 憲穂 今村 由紀夫 今村 由紀夫 今村 由紀夫

２診 岩﨑 格 吉武 孝敏 吉武 孝敏 岩﨑 格 吉武 孝敏

３診 森川 透 森川 透 岩﨑 格 森川 透 中田 智夫

４診 古賀 聖士 貞森 直樹 宮村 拓人 池田 聡司 木下 理恵

午前 吉武 孝敏 今村 由紀夫 森川 透 吉武 孝敏 岩﨑 格

１診 上原 豊 杉山 安見児 上原 豊 杉山 安見児 上原 豊

２診 杉山 安見児 大学医 冨増 邦夫 大学医 杉山 安見児

上原 豊 上原(奇数)

(ｱﾚﾙｷﾞｰ/一般) 大学医(偶数)

杉山 安見児

(予防接種)

里 龍晴

(第1週神経)

山之内/久芳

乳腺・隔週

午後 黒島 直樹 大野 慎一郎 黒島 直樹 曽山 明彦 北里 周

新患 水谷 明正 朝長 哲生 塩竃 利昭 松尾 光敏 朝長 哲生

塩竃 利昭 松尾 光敏 塩竃 利昭 塩竃 利昭

朝長 哲生 朝長 哲生 松尾 光敏

水谷 明正 水谷 明正 水谷 明正 水谷 明正

水谷 明正 水谷 明正 水谷 明正 水谷 明正

鶴長 泰隆 鶴長 泰隆 鶴長 泰隆 鶴長 泰隆

黒島 直樹 大野 慎一郎 黒島 直樹 曽山 明彦 北里 周

肝臓 田浦 直太

新患 滝田 裕之 森田 馨 大塚 和孝 井手 迪 大塚 和孝

旧患 大塚 和孝 井手 迪 滝田 裕之 森田 馨 井手 迪

形成外科 午前 江頭 通弘 江頭通弘 江頭通弘 大学医 江頭通弘 交代

午前 松崎 幸康 or
大学医

(1,3週)

午後 酒井 英樹 松崎(他週)

脳神経内科 午後 白石 裕一

三浦 崇(第1)

山口 敬史(第3)

出雲 剛 出雲 剛

心臓血管外科 午前

脳神経外科 午後 土曜は午前 吉田 光一 松尾 孝之

整形外科 午前 交代

泌尿器科 土曜は午前 松崎 幸康 松崎 幸康 松崎 幸康 松崎 幸康

外科
午前 黒島 直樹 朝長 哲生

消化器科

午前
交代

旧患

健診

午後

杉山 安見児

松尾 光敏 朝長 哲生黒島 直樹

内科

午前 交代

救急
午後

小児科

午前 交代

午後

１診 上原 豊

３診
松坂 哲應

(発達)

２診 青木 繁

貞森 直樹
大学医

(研修医)
大学医

(研修医)
大学医 大学医


