
Vol.56 

 
 
 

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 

 
 早いもので、年が明けてもう半月が経ちました。寒中お見舞い申し上げます。 
まだ、インフルエンザの発生は少ないですが、嘔吐・下痢症が散発しています。帰宅時、食事前、トイレ
の後、調理を行う前は、流水と石鹸による手洗いを心がけましょう。 
 
 さて、新年を迎え連携室も医療ソーシャルワーカーの担当部署が 
一部交代になりました。連携室スタッフより、ご挨拶申し上げます。 
本年も地域のため、ご指導ご鞭撻をよろしくお願いいたします。 
  
 

秋山（退院調整看護師） 
 昨年にひきつづき、転院相談・当院ショートステイの利用および医療相談、医療を要する方の退院
調整等を担当しています。 
 先日、要介護2のうちの母が、おせちに飽きたのかガムをかんでいましたところ、入れ歯にガムが
こびりついてしまい、新年早々ひどい目に遭いました。どなたか義歯に付着したガムの除去方法をご
存知の方、教えてください！ 

～地域連携室スタッフよりひと言～ 

中村（ＭＳＷ）3階東病棟、外来担当 
今年は外科担当になり、日々、学習しながら、支援させていただけたらと思います。 
また、入院患者さんのみならず、外来から支援ができるように、邁進していきたいと思
います。 

河野（ＭＳＷ）3階西病棟担当 
昨年より引き続き3階西病棟(回復期リハビリ病棟)を担当しております河野です。よ
ろしくお願いします。今年の目標はいつもより少し多めに歩くこと…低い目標設定で
すが、進む体力低下に少しでも歯止めをかけたい思います。 

小川（ＭＳＷ） 4階東病棟担当 
今年から4階東病棟(内科)の担当となり、まだ病棟の雰囲気を思い出しながら仕事をしている状
況です。 
時間にルーズなところがあるので、“先のことを読む力”をつけ、業務に活かしたいと思います。 

大町（ＭＳＷ） 5階病棟担当 
昨年より引き続き5階病棟を担当します。多職種と連携し円滑な退院調整ができるよう頑
張ります。 
地域の関係機関の皆さまにも引き続きお世話になると思いますので宜しくお願い致します。 

大塚（事務） 
体調管理に気を付け、みなさまに患者様の情報をしっかり届けることができるように、勤めて参ります。 



1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


