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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

～地域連携室よりお知らせ～
Ｈ29.1からMSWの病棟担当を変更しております。ご入院中の患者さまに関するお問い合わせ等ありましたら
以下の担当者までご連絡下さい。

5階病棟 → MSW小川
4階東病棟 → MSW大町
3階東病棟 → MSW中村
3階西病棟 → MSW中村・小川

※2階病棟・4階西病棟について患者さまにより担当が異なりますので
地域連携室までお問い合わせ下さい。

平成28年度 看護研究発表会を開催しました

Ｈ29年２月25日（土）当院にて看護部による研究発表会を行いました。
外来・病棟・手術室・居宅介護支援事業所・訪問看護ステーションそれぞれ
の分野において１年間取り組んできた成果を発表する機会となりました。
内容は多岐にわたり、参加者からの質問も活発でした。

看護部の皆さんお疲れ様でした♪

今年度も大変お世話になり
ました。
新年度も地域の事業所の
皆さまと連携を深めること
が出来るよう頑張ります。
連携室だよりも引き続き
宜しくお願い致します。

～ 口演発表26題、抄録集37題の報告がありました ～

外来化学療法を受ける患者が生活の中で抱える困難間について

認知症看護の知識向上にむけての取り組み

計画的な退院支援を行うための看護師の役割と課題
～推定入院期間を考慮した退院支援計画を考える～

カンファレンスの充実を目指して
～日々リーダーを中心としてカンファレンスの意識完全を図って～

医療安全の取り組み

内服のヒヤリハットの取り組み

転倒転落予防への取り組み
～チームメンバーの意識向上を目指して～

チームにおける情報共有の必要性、統一した看護ケア提供の必要性など、
今回の研究を通して理解を深めることが発表者・参加者ともにできたと
思います。
今後の支援に繋がる発表が数多くありました。

個別排泄ケアの向上を目指して
～チームでの関わりを通して

ＳＳネイルシステムの動画マニュアルを取り入れて

東日本大震災から６年の歳月が流れました。
こんなに寒い時期だったのかと改めて当時のことを思い出しました。テレビで放送される信じられない光景を見て
自然災害の怖さと、その後の復興の大変さを思い知らされました。
しかし、多くの人のあたたかさも感じ、当院からも福島に医師・看護師を派遣したことを思い出します。まだまだ
被災地の思いは忘れてはならないと思います。
待ち遠しい春はもうそこまで来ています。また新しい気持ちで新年度を迎えたいと思います。
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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


