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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 

小児の発達外来リハビリテーションのご案内 

 以前より小児の発達外来リハビリテーション行っておりましたが、平成27年4月より 
 長崎市ハートセンターの副所長松坂哲慶先生・みさかえの園の北村温子先生が、毎週木曜日午後より 
 診察をするようことになりましたので本格的に実施しています。言語聴覚士・作業療法士が主に対応 
 します。小児用の訓練室も完成し、訓練用具なども徐々に揃ってきています。始めたばかりでスタッフ 
 も手さぐりの状態ですが、小児科医師指示の下徐々に進めていきたいと考えています。 

言語聴覚療法 
・ことばを使った活動や、記憶などの考える力を高める活動を 
通してコミュニケーションをする力の 発達を促します。 
また、全身運動や遊び、学習を通じて舌の使い方の練習、 
お子さんに適した学習方法の獲得、様々なコミュニケーション 
方法の獲得などを促します。その他、お子さんやご家族が生活 
しやすい環境づくりのお手伝いを行っています。 

  様々な障がいに対して訓練、ご家族様を含めた助言、相談を行っています。 

ご不明な点がありましたら、小児科外来・リハビリテーション部へお気軽に 
ご相談ください。  

お子さんの成長や発達の促しには、お子さんに係わる方々の統一した支援が必要です。今後はさらに、
保育園、幼稚園、学校等を訪問し、統一した支援ができるよう働きかけを行っていきたいと思います。
また、今後新しい検査道具も増える予定です。お子さんをより多方面から評価・支援ができたらと考 
えています。 
小児の発達外来のリハビリテーションを継続していくためには、今後とも小児科の先生の常勤が必要 
となります。 
これを機に、当院でのさらなる小児科の充実を図るためにも、小児科医師、リハビリテーションスタッ
フ、看護師、他病院職員共に頑張っていきたいと思います。 

   行っていること 

  現在こられているお子さん 
 
 ・言語発達遅滞 ・精神発達遅滞 ・構音障害 ・吃音 ・自閉症スペクトラム ・ダウン症  
 ・注意欠陥多動性障害 ・脳梗塞後遺症  ・頭部外傷後後遺症など 

リハビリテーションを受けるには医師の診察が必要です。当院小児科外来を受診してください。 

作業療法 
・作業の持つ多面的特徴を分析し、お子さんの活動を選択します。 
・身辺処理や遊び、学習などの活動を通じて運動や学習能力、 
   社会的な発達を獲得できるよう促します。 

利用するには 

 日本中がメダルに沸いたリオデジャネイロオリンピックも終わり、次はパラリンピックが始まります。 
アスリート達の活躍に元気をもらい暑い夏も終わりを迎えようとしています。 
 次は台風シーズンです。気象庁始まって以来の東北地方への台風上陸で、東北や北海道では大きな被害 
がでています。9月1日は防災の日でした。災害についての知識を深め、災害に対する心構えを準備する 
ことが大切です。備えあれば憂いなしです。 
 
 今回の連携室だよりは、当院で行われている小児発達外来のリハビリテーションの紹介です。 

訓練室の様子 



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 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

（研修医）
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
上原　豊

大学医(第1・2週）
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)

松坂 哲應/
北村温子
(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 崎村　千香

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)

小児科

午前 交代

午後

内科

午前 交代

救急

整形外科 午前 交代

外科消化器科

午前

交代

旧患
*乳腺外来
（隔週）

山之内　孝彰
/久芳さやか

午後


