
業務内容
（１）かかりつけ医との連携づくりに関する業務
（２）センター外部のリハビリ専門職との支援体制の構築に関する業務
（３）介護従事者等のリハビリテーションに係る知識及び技術の向上に資する業務
（４）介護従事者等のリハビリテーションに係る相談への対応及び同行訪問に関する業務
（５）高齢者の自主的な活動への参加の促進に関する業務
（※業務内容（番号）を下図に表示。裏面に、目的・内容について記載。）
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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

長崎市在宅支援リハビリセンターのご紹介

当院が、長崎市在宅支援リハビリセンターとして長崎市より業務委託されました。業務内容等については
下記をご参照ください。

業務内容(4)

長崎市在宅支援リハビリセンターとは、長崎市が長崎市在宅支援リハビリセンター推進事業
実施要綱に基づき、市内を8区域に分けて公募して選定した医療機関又は老人介護保険施設の
理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が、医療・福祉・介護の関係職種と連携する地域リ
ハビリテーションの基盤づくりを図り、及び地域の同関係職種が自主的に地域リハビリテー
ションを展開することを推進し、もって地域における高齢者の心身機能の低下を予防し、及
び自立支援と社会参加を図ることを目的としています。

センター外部の
リハビリ専門職
と支援体制構築

業務内容(5)

業務内容(3,４)

業務内容(3,４)

業務内容(3,４)

業務内容(1)

業務内容(2)

先日、南島原市へ行く機会があり、雲仙を通って行ってきました。途中の紅葉がとてもきれいで、
気分転換に良かったです。ドライブにはいい感じですが、仕事となるとちょっと遠いですね。

平地の紅葉が終わると、寒さも一段と厳しくなります。インフルエンザの予防接種はお済みですか？
マスク、手洗いなど予防対策をしっかり行い健康にご注意ください。

今月の連携室だよりは、当院が長崎市在宅支援リハビリセンターの指定を
受けましたので、その紹介をします。



長崎市在宅支援リハビリセンターとして選定している７箇所

業務内容について

（１）かかりつけ医との連携づくりに関する業務

【目的】地域医療の中心的役割を担うかかりつけ医に、リハビリテーションの視点や医療・介護
の連携体制構築への理解を深めていただき、介護予防や重度化予防を図る。

（２）センター外部のリハビリ専門職との支援体制の構築に関する業務

【目的】リハビリ専門職が、積極的に地域に出向き、介護予防や重度化予防の普及啓発が行なわ
れる支援体制構築の検討を図る。

（３）介護従事者等のリハビリテーションに係る知識及び技術の向上に資する業務

【目的】介護支援専門員がケアプラン作成時や介護従事者等が介護をする際に、リハビリテー
ションの視点から本人の能力を活かした支援内容や自立支援に向けた介護が行なわれるようリハ
ビリテーションに係る知識及び技術の向上を図る。

（４）介護従事者等のリハビリテーションに係る相談への対応及び同行訪問に関する業務

【目的】リハビリ専門職が地域ケア会議（個別事例）に参加、または介護従事者等からの相談に
助言することで、介護従事者等の高齢者に対する自立支援の意識向上やアセスメント力の向上を
図る。

（５）高齢者の自主的な活動への参加の促進に関する業務

【目的】リハビリ専門職が、積極的に高齢者の自主的な活動への参加の促進に努め、通いの場の
開設時や運動を取り入れた介護予防の取り組みを行う市民に関わることで、より効果的な健康づ
くりと介護予防を推進する。

【お問い合わせ先】
長崎市在宅支援リハビリセンター(土井首・深堀・香焼・南部地区)
業務受託者 社会医療法人 長崎記念病院 業務責任者 山下潤一郎
〒851-0301 長崎市深堀町1丁目11番54
電話： 095（871）1515 FAX ：095（871）1510



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 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

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

崎村　千香 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 渡邉 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)

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


