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 地域連携室だより 

社会医療法人 長崎記念病院 

Vol 78 

地域のために 
    より良い医療を 
        心をこめて 

新年あけまして、おめでとうございます。 
昨年は大変お世話になりありがとうございました。本年も変わらぬご支援を宜しくお願い致
します。 
今年のお正月は天候にも恵まれ穏やかな日が続き、初詣で一年の感謝と新年の無事と平安を
祈願されたことでしょう。 
インフルエンザも警報発令中ではありますが、元気に一年が過ごせますように、予防を怠ら
ず頑張りましょう。 

平成18年４月に長崎医療人材育成（N-MEC)が長崎大学に誕生し、長崎大学病院所属の 
研修医の先生や看護師さんが当院に来て下さっています。 
今回は12月3日から３か月間地域研修を行っている“梅原先生”、 
1月4日から1ヶ月間地域研修を行っている“熊屋先生”“釣船先生”を紹介します♪ 
 

 出身地：長崎市 
  
 生まれも育ちも長崎南部
です。小学５年生の時、足
を骨折して記念病院にお世
話になりました。 
１ヵ月という短い期間では
ありますが、故郷に恩返し
する気持ちで精一杯頑張り
たいと思います！ 
どうぞよろしくお願い致し
ます。 

 出身地：長崎市 
 
１ヵ月という短い期間です
が、地域医療に携われるこ
の大切な期間、ここでしか
学べない事や経験を通して、
しっかり成長していきたい
と思います。 
よろしくお願い致します。 

 出身地：大阪府 
 
「3次救急じゃなくて2次
救急がやりたい！」と大学
で駄々をこねてしまったぶ
ん、救急で頑張りたいと思
います。 
３か月間おりますが、よろ
しくお願いします。 

 梅原 玲菜  
 (うめはら れいな） 

 釣船 隼也  
 (つりふね じゅんや） 

 熊屋 美智  
 (くまや みさと） 

☆黄色い制服が目印です☆ 

研 修 医 紹 介 

指導医の小出Drと一緒に♪ 

みなさま、明けましておめでとうございます。 
私たち長崎記念病院スタッフ一同、気持ちを新たに地域のために邁進してまいります。 
まずは職員一人一人が地域医療への自覚と目的意識を持ち、地域の皆様にわかりやすく発信、 
提供できるように努力していきたいと思います。 
本年も何卒よろしくお願い申し上げます。 

病院長 東 尚 
 

新  年 の ご 挨 拶 



1月外来診察予定表  （平日８：３０～１７：００ 土曜日８：３０～１２：１５） 

★外来診療時間 
平日  8：30～17：00 土曜日 8：30～12：15 
★休診日 日曜 祝祭日 
 診療開始時間は8：45からとなっています。 
 但し、急患についてはいつでも対応します。 

〒851-0301 長崎市深堀町1-11-54 
TEL：095-871-1515（代表） 
FAX：095-871-5020（連携室直通） 
http://www.nmhp.jp.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 高園 貴弘 坂本 憲穂 山口耕一 小笠原貞信 山口耕一

２診 岩﨑 格 吉武 孝敏 小出 優史 小出 優史 吉武 孝敏

３診 森川 透 森川 透 岩﨑 格 森川 透 時任  高諄

４診 古賀 聖士 小笠原貞信 緒方 良介 池田 聡司 古賀 聖士

午後
大学医

（山口）
大学医 大学医 大学医

今村圭文or
西條知己

午前 小笠原貞信 山口耕一 森川 透 山口耕一 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
宗由理子or
松本孝子

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 東　尚 松尾 光敏 東　尚

水谷 明正 松尾 光敏 松尾 光敏 水谷 明正 水谷 明正

朝長 哲生 水谷　明正 松本　亮 松本　亮

前川　恭一郎 前川　恭一郎 朝長　哲生 朝長　哲生

健診 鶴長　泰隆 鶴長　泰隆 鶴長　泰隆 鶴長　泰隆

午後 交代 高槻　光寿 交代 夏田　孔央 崎村　千香

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)

旧患
*乳腺外来

山之内　孝彰
2、４週

整形外科 午前 交代

内科

午前 交代

救急

小児科

午前 交代

午後

外科消化器科

午前

交代

診療科 時間 診察室 月 火 水 木 金 土

消化器内科（肝
臓）

午前 田浦　直太

脳神経外科 午後 ※土曜は午前 吉田 光一 出雲　剛
出雲　剛or
吉田光一

脳神経内科 午後 白石　裕一

心臓血管外科 午前
三浦 崇(第1)

横瀬 昭豪(第3)

http://www.nmhp.jp.or.jp/index.html

