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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 

臨床工学士とは医療機器の専門医療職です。病院内で、医師・看護師や各種の 
医療技術者とチームを組み、医療機器の中で生命維持管理装置に関して、医師の指示 
のもと、操作を行います。 
主な業務として、さまざまな分野で日常的に行われている医療機器が患者さまに対して 
安全に使用されるように、機器の保守点検を行うと同時に医療従事者の知識と技術の 
向上を図るための教育を行うこともあります。 
治療法や医療技術の進化に伴い、医療機器の種類は増え続け、操作は複雑かつ多様に 
なっています。医師をはじめ、看護師などが医療機器を何時でも安心してしようできる 
ように保守・点検を行っており、「いのち」を支えるエンジニアとして安全性確保と 
有効性維持に貢献しています。 

 
待ちに待った長崎くんちも終わり、すっかり秋らしくなりました。 
皆さまも“食欲の秋”“読書の秋” “スポーツの秋” など沢山の“秋”を楽しんでいる 
ことでしょう。 

 
今月の地域連携室だよりは臨床工学士の紹介です。 
臨床工学士がどのような役割を担っているかご存知ですか？ 
 

臨床工学士ってどんな仕事？ 

当院の臨床工学士を紹介します。 

名前：鳥羽 舞子 

趣味・特技 ：一眼レフ、ダーツ、ドライブ 

10年後の理想の自分 
自分が普段触る機械にもちょっとした違いの個性があり、その個性だけでなく、その先には患者 
さんがいて、その人にも個性がある。 
医療器械を介して医療を提供する職業だからこそ、機械と人間、それぞれの個性にあった医療 
機械を選択できるような知識・技術・センスを持ち合わせた臨床工学士になりたいです。 

出身地：長崎 

この仕事の魅力 
臨床工学士そのものの歴史が浅いため、努力次第で道が開けるところ 



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 木下 理恵 池田 聡司 宮村 拓人

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)

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

内科

午前 交代

救急
午後 貞森 直樹

大学医
(研修医)

大学医
(研修医)

大学医 大学医

杉山 安見児

松尾 光敏 朝長 哲生黒島 直樹

消化器科

午前
交代

旧患

健診

午後

外科
午前 黒島 直樹 朝長 哲生

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

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


