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地域のために
より良い医療を

心をこめて

本年4月に着任した小片守です。「おがたまもる」と読みます。
私は鳥取県米子市で生まれ，新潟市，長崎市，鹿児島市と移り住み，本年3月末で鹿児島大学教授を
定年退職した後，再び長崎市に引っ越し，すぐに長崎記念病院に赴任させていただきました。
現在，臨床の勉強をし直しつつ，内科や他科の先生方のご指導を仰ぎながら主として高齢者の皆様や
そのご家族に寄り添う業務に携わっています。
皆様が新しい令和の時代にますます幸せな生活を送れますように，微力ながら全力を尽くす所存です。
どうぞ宜しくお願いいたします。

山下 昭彦 （外科消化器科）

☆ 出身地 ：生まれは上五島町青方郷、幼少時から長崎市内で育ちました。
☆ 人物像 ：几帳面と大雑把が混在、マイペース？
☆ 自 慢 : 甘辛両党・好き嫌いなし。

煮魚や焼魚は骨しか残らず食べることができる。
珍しい車を所有している。

☆ 趣 味 ： 車、ドライブ、食べること、スポーツなど浅く広く。
☆ 当院の印象：病院の役割としては前任の百合野病院と同じような性格の

病院と理解しています。院内が狭く和式トイレが多いのが
驚きでした。

小片 守 （内科）

2019年度がスタートし、31名が入職しました。
どうぞよろしくお願い致します

今回が平成最後の地域連携室だよりとなりました。
５月から元号も“令和”となり新しい時代の到来にわくわくする気持ちと、少し寂しさを感じるこの頃です。

当院も平成最後の入社式も無事終了し、新しく入社した職員も病院に慣れ少し落ち着いたように感じます。
長崎市南西部地域基幹病院としての役割・使命を果たし、地域に信頼される病院として人材育成に力を入れ、

質の向上に努め、地域との連携を進めて参りたいと思います。
今年度もどうぞよろしくお願い致します。



4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 林　史子

４診 古賀 聖士 小笠原貞信     永江 由香　　 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 山口耕一 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 山下　昭彦

水谷 明正 松尾 光敏 松尾 光敏 水谷 明正 水谷 明正

山下　昭彦 水谷　明正 東　尚

山口　峻 山口　峻 山下　昭彦 山下　昭彦

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 田中 貴之　

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)
北村哲生(第3)


