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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

前回の連携室だよりにアンケートを同封しご記入のお願いをしていたところ、沢山のご回答を頂き
ました。お忙しいところ、ありがとうございました。
皆さまのご意見を参考に研修会について検討致します。

平成28年度 初期消火操法競技大会へ出場しました
平成28年10月26日長崎市総合運動公園において初期消火操法競技大会が行われ当院職員も参加しました。
結果は消火器（女子の部）において見事準優勝！屋内消火栓操法（男子の部）でも第6位と健闘しました！

お疲れ様でした♪

平成28年9月6日。消防総合訓練を実施しました。
長崎市南消防署の皆さまにご指導いただきながら無事に訓練を終了することができました。
今回は夜間病棟の給湯室より出火したと想定して行われ、訓練者・模擬患者役のそれぞれの職員が真剣に取り組み
ましたので一部紹介します。

長崎市南消防署 消防課長前田さまより
講評をいただきました。
・迅速な通報、連絡、初期消火、避難誘導
ができていた。

・通報連絡では声が小さい訓練者もいた。
・初期消火では消火器だけではなく、
消火栓の使用も熟知してもらいたい。

・避難誘導ではベッドの影、トイレの中等の
確認が必要。

・日常から訓練を通じて防災意識を高めて
もらいたい。

今年は地震やその他の自然災害についてのニュースを観る機会が多かったように思います。九州でも大きな
地震があり、自分や大切な人を守る方法について考えた方も多くいらしたでしょう。
火災やその他の災害はいつどのような状況の中で起こるかわかりません。
日頃から訓練を行うことで人的・物的被害を軽減することができ、また、防災に対しての意識を高めること
ができると思います。

今回当直者として防火訓練に参加
させて頂きましたが、自分自身が
パニックになり、火災発生から
患者様の避難誘導、消防署員と
の連携等、落ち着いた対応がで

きませんでした。患者様・職員をどのように守るのか、
今回の防火訓練は大切な事を考える機会となりました。
火災が無い事が一番ですが、もし自分が火災や災害の
場面に遭遇した際には、この訓練で学んだ事を活かし
たいと思います。



11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 本田　徳鷹 池田 聡司 木下　理恵

午後 貞森 直樹 研修医 研修医 研修医 大学医

午前 吉武 孝敏 今村 由紀夫 森川 透 吉武 孝敏 岩﨑 格

午後 吉武 孝敏 森川 透 森川 透 岩﨑 格 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

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)

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

内科

午前 交代

救急

小児科

午前 交代

午後


