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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

長崎記念病院 訪問看護ステーションを開所しました

理念
明るい笑顔と確かな技術

温かい手で寄り添います。

3Ｓ看護：Smile （笑顔）
Safe (安心・安全）
Support（手助け）

当院では、病院事業の一環として病院みなし指定での訪問看護を行ってきました。地域包括ケアシステム
が構築され療養の場が病院から在宅へと変わっていくなか、医療と介護の連携及び予防促進がますます重要
になってきています。
これまで以上に利用しやすい環境を整える為、７月１日より長崎記念病院訪問看護ステーションを開設しま
した。24時間365日の体制をとり医療処置が必要な方はもちろん、介護が必要な方、健康に不安がある方
など在宅での生活を安全・安心に続けていくことができるようお手伝いさせて頂きたいと思います。
長崎記念病院訪問看護ステーションをどうぞよろしくお願い申し上げます。

長崎記念病院訪問看護ステーション 管理者 船津千香子

梅雨が明けて、息つく間もないこの暑さで、病院には連日熱中症の患者さんが来院されます。
中央労働災害防止協会 安全衛生情報センターによると、7月は「熱中症予防月間」です。
こまめに水分・塩分を補給し、体調がすぐれないと感じた時は、涼しい場所で休憩をとったり、通気の良い衣服
の着用、保冷剤や冷たいタオルなどをつかうようにして、身体の蓄熱を避けることも大切です。厚生労働省では、
それぞれの職場で、日々の朝礼等の際に熱中症への注意を繰り返し教育することも望ましいとしています。
それぞれの環境の中で熱中症を予防し、この暑い夏を乗り切りましょう。

≪問合せ≫
長崎市深堀町1丁目145番地22
（デイケアきねんがある建物内）
TEL 095-871-5006
FAX 095-871-5005

≪訪問日と訪問時間≫
月～金曜日 9：00～17：00
土曜日 9：00～12：15
✿夜間や休日でも24時間連絡・相談が

できる体制を整えています。

～ 支援内容 ～

船津 高野 外間 の3人のスタッフがご自宅に伺います。

✿健康状態の観察を行い異常の早期発見や再発予防を行います。
✿健康で安全な暮らしができるような生活環境を一緒に考えます。
✿病院からご自宅への退院の際、自宅での生活のスタートをお手伝いします。
✿医師の指示による医療処置・管理を行います（在宅酸素、床ずれの予防・処置、薬の管理など）
✿ターミナルケア
✿リハビリテーション
✿ご家族への安楽な介護方法の助言や関係機関との連絡調整



7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 本田　徳鷹

午前 吉武 孝敏 今村 由紀夫 森川 透 吉武 孝敏 岩﨑 格

午後 貞森 直樹
大学医

（研修医）
大学医

（研修医）
大学医 大学医

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

１診
上原 豊

(ｱﾚﾙｷﾞｰ/一般)

上原(奇数)
大学医(偶数)

上原 豊

２診 青木 繁
杉山 安見児
(予防接種)

杉山 安見児

３診
里 龍晴

(第1週神経)
坂本 哲應/北村

(発達）

新患 松尾　光敏 本田　琢也 朝長　哲生 松尾 光敏 朝長 哲生

水谷 明正 松尾 光敏 松尾 光敏 水谷 明正 水谷 明正

朝長 哲生 朝長 哲生 水谷　明正 川上　悠介 川上　悠介

中山　正彦 中山　正彦

健診 鶴長　泰隆 鶴長　泰隆 鶴長　泰隆 鶴長　泰隆

交代 曽山　明彦 交代 高槻　光寿 交代

肝臓 田浦 直太

新患 渡邉　航之助 森田 馨 大塚 和孝 井手 迪 大塚 和孝

旧患 大塚 和孝 井手 迪 渡邉　航之助 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

泌尿器科
午前
午後

土曜は午前 松崎 幸康 松崎 幸康 松崎 幸康 松崎 幸康
松崎 幸康 or

酒井 英樹
大学医(1,3週)

松崎(他週)

脳神経外科 午後 土曜は午前 吉田 光一 松尾 孝之 出雲　剛 出雲　剛

脳神経内科 午後 白石　裕一

心臓血管外科 午前
三浦 崇(第1)

山口 敬史(第3)

整形外科 午前 交代

午後

午前

外科消化器科

旧患

小児科

午前 交代

午後

交代

*乳腺外来
（隔週）

山之内　孝彰
/久芳さやか

内科

午前 交代

救急


