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地域のために
より良い医療を

心をこめて

ご挨拶

寒い日が続いていますが、皆様方におかれましてはご健勝の事とお慶び申し上げます。
今冬はインフルエンザが猛威をふるい、当院でも、一部の入院患者さんが罹患し対応
に追われました。

さて、長崎市では人口全体が減少するなかて、゙年少人口(0～14 歳)の減少と、
老年人口(65 歳以上)の増加を認め、今後も急速に少子化・高齢化が進行することが
予想されています。 高齢化に伴い救急搬送は毎年増加しており、医療の需要はあるが、
医療従事者が不足し、これを補うために業務改善、生産性の向上が必要であると思われます。

当院は平成15年より4機能の病床：急性期、回復期、慢性期（医療型・介護型）で対応しており、当院
の理念であります【地域のために、より良い医療を、心をこめて】のもとに、4つの基本方針【患者さん
中心の医療を目指します。医療の質と安全の向上に努めます。地域と共に歩みます。健全で効率的な経営
を推進します。】を実行していく事を目標に掲げています。その一環として、平成28年5月より病院前に
デイケアを開設、また同年9月より電子カルテを導入しました。来年度は在宅診療部門を開設予定です。
また、経営運営組織の改革を行い、常任理事に病院長、副院長の他、看護部長、医療技術部門長、事務部
長を選任し、毎週常任理事会を行って情報共有、決議決済の迅速化を図っています。さらに、医療人の育
成・教育の推進が重要と考え、長崎大学病院医療教育開発センターと連携し、研修医の指導を行うしくみ
を整備し、来年度からは長崎大学病院医療教育開発センター教授が当院に常駐して研修医の指導に当たる
長崎医療人育成室（N-MEC）を事業開始する予定となりました。今後も南西部地域医療の安全・安心の
確保のため、当地域の中核病院としての役割を果たしていく所存です。

これからもみなさまのご協力をお願いいたします。
副院長 松尾光敏

2018年がスタートし、早くも２月後半となりました。
寒かった冬もようやく終わりそうで、春の訪れが待ち遠しい今日この頃です。
氷点下の隣国では、平昌五輪の熱い戦いが繰り広げられました。日本選手の活躍に多くの人が涙したのでは
ないでしょうか。頂点に立った時はどのような感じなのか、どれほど多くの努力をしてきたのだろうか、
ただただ頭が下がる思いで、元気をもらいました。2020年は東京オリンピック、今からとても楽しみです。
さて今月の連携室だよりは、昨年、副院長に就任した松尾医師の挨拶、インフルエンザ発生状況、
９５周年祝賀会についてです。
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当院におけるインフルエンザの発生状況

猛威を振っていたインフルエンザも
徐々に減少傾向になってきました。
今年度のインフルエンザは12月から
A型、B型が発生しB型が多く発生し
ました。
入院患者さまや職員も罹患しベッドも
空床が無くなる状況でした。

2/12の週の件の県の報告では定点あたり
の報告数が31.17とまだ警戒レベルに
ありますので十分な注意が必要です。

感染予防をしていますか？
マスク装着、手指消毒・
手洗い、換気を十分に行う
ことが大切です!!!



先日、９５周年記念祝賀会が開催されました。

当院は大正11年に当時西彼杵郡土井首村に内科小児科医院を開業。
昭和30年12月に結核病床50床、一般病床3床の「医療法人 浩仁会
福井病院」として病院設立。

その後、草住町に移転、昭和52年３月に現在の深堀町に207床の
急性期病院として新築移転しました。
昭和61年に増築し、一般病床327床に増床、同時に名称を
「医療法人 長崎記念病院」と改称し、平成15年には4機能を持つ
304床のケアミックス病院として生まれ変わり現在に至ります。

当院を支援いただいた、地域の皆さま、関連病院・施設・事業所の
皆様に感謝申し上げます。
今後とも地域と共に歩む長崎記念病院として、医療を継承して
いきたいと思います。

今後とも宜しくお願い致します。 会長挨拶

理事長・院長挨拶鏡開き

☆ 地域の皆さま、これからの長崎記念病院もよろしくお願い致します ☆



3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)

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


