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地域のために
より良い医療を

心をこめて

このたび社会医療法人長崎記念病院の理事長・病院長を拝命しました吉武孝敏です。

私は昭和63年10月に長崎記念病院に入職致しました。途中10ヶ月間、事情により他院に

勤務しましたが現在に至っています。専門は循環器で当初は虚血性心疾患を主とした診療を

行っていました。心臓カテーテル検査、経皮的冠動脈形成術に従事してきました。その後、

心臓リハビリ、心不全治療を主とした治療を行っています。長崎県で最初の和温療法を導入

し心不全、虚血性心疾患、閉塞性動脈硬化症の患者様の治療に役立てています。

当院は現在、一般病床164床、回復期リハビリテーション病床48床、医療保険適応療養

病床44床、介護医療施設48床の4機能を持つ304床のケアミックス病院として運営されて

います。また、平成21年にはこれまでの実績が認められ長崎県初の社会医療法人に認定さ

れ、平成28年5月より通所リハビリテーションきねんを開設、平成28年7月より訪問看護

ステーションを開設し、長崎市南西部における医療・介護・福祉の基幹的病院として今日を

迎えたわけです。

当院を支援して頂きました地域の皆様には深甚なる感謝を申し上げます。

医療を取り巻く環境は変化していきますが地域に密着した地域貢献ができる病院を目指し

て職員一同日々研鑽してまいります。皆様の変わらぬ御支援のほど宜しくお願い申し上げま

す。

社会医療法人 長崎記念病院 理事長・病院長 吉武孝敏

緩和ケアチームによる

✿公開講座のご案内✿

９月は「リンパ浮腫の基礎とMDL・
バンテージ体験会」と題し、リンパ浮腫に
関連した体験型の講座です。

９月 リンパ浮腫の基礎とMLD・
バンテージ療法（看護師）

１０月 緩和ケアにおける栄養代謝と
献立の工夫（栄養士）

１１月 骨転移とリハビリについて
（理学療法士）

※詳細は別途ご案内いたします

夏の異常な暑さに驚いたのもつかの間、朝晩はめっきり涼しくなり、一気に秋の気配を感じる
今日この頃です。気温差に体調を崩しやすい時期でもありますので、体調管理には十分注意して
お過ごしください。さて、当院は、8月より新体制となり、新理事長・病院長が就任し

スタートしました。何卒よろしくお願い致します。

社会医療法人 長崎記念病院



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 藤田 紀代 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 江藤 良

４診 古賀 聖士 貞森 直樹 赤城 和優 池田 聡司 田中 咲子

午後 貞森 直樹 大学医 大学医 大学医 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 森川 透 松本 直也 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 宗 or 松本 冨増 邦夫 北村 温子 杉山 安見児

１診 上原 豊
上原 豊(他週)
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
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 松本 亮 松本 亮

前川 恭一郎 前川 恭一郎

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 渡邊 航之助 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 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
（2，4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


