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これまで同様、スタッフ一同患者様が安心して療養し、また、一日も早
く在宅復帰できるよう支援させて頂く予定です。
また、昨年、日本医療機能評価認定更新を受審しておりましたが、無
事に更新審査を終了することができましたことをこの場を借りてご報告
させていただきます。
今後も、本院の理念である「患者様に信頼され親しまれる病院をめざし
て」スタッフ一同力を合わせて頑張りますので、皆様のご協力を宜しく
お願い申し上げます。

患者様に信頼され親しまれる病院をめざして

Page 2

副院長が２名になりました

副院長就任のご挨拶

副院長兼整形外科部長 矢部 嘉浩

本年４月１日付で副院長を拝命

ています。整形外科も従来の顕微鏡下脊椎手術

いたしました。伝統ある三菱病院の

に加え、より傷が小さい内視鏡手術も開始していま

一員として、責任の重さを痛感して

す。これらの改革にあたり、プロジェクトチームを立

おります。

ち上げ、改革を確実に成し遂げていくことが、私に

さて現在の三菱病院は病院改革

課せられた責務であると思います。

の真っ只中にあり、今後、療養型病棟の亜急性期

今後とも地域の皆様、重工社員の皆様、患者様

病棟への転換、重工社員に対する内科イブニング

をご紹介いただいております諸先生方のご期待に

外来の開始、人間ドックと病院の連携強化、外科

沿えるよう頑張る所存ですので、引き続きご協力を

医師増員による外科手術の再開などが予定され

賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

事務長ご挨拶

事務長 坂口 弘晃

前事務長・大熊の後任として、本

すが、逆に、患者様や利用者の目線で気付けるこ

年４月１日付で事務長を拝命致しま

とがあるのではと思っています。

した坂口と申します。生まれも育ちも

今後は地域における中核病院としての役割を認識

（実家はお宮日の踊り町）学校も全

し、本院の理念である「患者様に信頼され親しまれ

て地元長崎で、転勤の経験も無く

る病院をめざして」、病院の職員として頑張りたいと

根っからの地元人間です。

思っております。至らぬところがありましたら、皆様

病院は人間ドックや内科の受診などを利用すること

方の率直なお声をお聞かせ頂ければ幸いです。

はあっても、職員として勤務するのは今回初めてで

どうぞ宜しくお願い申し上げます。

機能評価更新！！
当院は，(財)日本医療機能評価機構によ
る，機能評価認定更新審査の結果，認定
基準に達しているということで，２月１８日
付で，認定証が交付されました。
（財）日本医療機能評価機購とは，医療機
関の第三者評価を行い，医療機関が質の
高い医療サービスを提供していくための
支援を目的としている機関です。
当院では，認定更新に向けて，改めて

日々の業務や，患者様に満足願える病院
づくりに向けて様々な視点から病院を見
直しました。
その結果が同機構に認められ，認定更新
となったものです。
今後とも，患者様に信頼され親しまれる病
院を目指し努力して参りますので，お気づ
きの点やご意見等がありましたら，お申し
出下さいますようお願い致します。
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(平成19年１月～１２月)

＊＊手術件数＊＊
眼科

整形外科

白内障手術

２２３件

眼瞼下垂手術(挙筋前転法)

４４件

硝子体離断術

１９件

結膜縫合術

１８件

椎間板切除術

１９３件

椎弓切除術

１０６件

肩関節形成術

５８件

半月板切除術

５４件

下肢観血的骨接合術

３８件

上肢観血的骨接合術

３２件

脊椎固定術

２９件

人工関節(膝)

４７件

人工関節(大腿)

９件

ばね指

１９件

膝滑膜切除術

１６件

膝関節形成術

１７件

外科

皮下腫瘍摘出

９件

形成外科

皮下腫瘍摘出

１１件

＊＊検査件数＊＊
内視鏡

胃内視鏡検査

676件

大腸内視鏡検査

267件

内視鏡的大腸ポリープ切除術
超音波

89件

心エコー

382件

腹部エコー

516件

甲状腺エコー
ホルター心電図

96件
186件

ＭＲＩ

3498件

ＣＴ

3198件

＊＊健診件数＊＊

健診

要保護者健診(高血圧,肝疾患)

1513件

特殊健診(塵肺,有機溶剤など)

1937件

人間ドック

3350件

脳ドック

806件
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■□ 外来紹介 「外科」

外科部長

川副 直樹

□■

平成１９年４月より常勤医１名にて外来診療を行ってきましたが、平成２０年４月からは常勤医が１名
増員となり、大村市の医療センターから消化器外科を専門とする中堅医を迎えました。一般外科の
外来診療に加え、消化器の疾患で入院・手術を必要とする患者様に対する外科診療も当院にて行
えるようになる予定です。胸部疾患等で専門医の診療が必要な場合はこれまでどおり適切な医療機
関をご紹介いたします。また、４月からは現行の乳がん検診を週２回から３回（月水金）に増やしまし
た。この乳がん検診以外に特定健診（いわゆるメタボ健診）を外来で行っています。このように今年は
外科外来にとっては診療の幅を広げてゆく年であり今年のコンセプトを「外科維新」として三菱病院の
外科外来を発展させていきたいと考えています。

＊外来のご案内＊
外来受付
【午前】
乳がん検診
【午前】

（月～金）
8：30～11：30
（ 月・水・金 ）
8：30～11：30

◆ 患者さまにやさしい！最新ＭＲＩ
昨年10月9日より最新鋭ＭＲＩ装置に更新しました。
従来の「狭い・検査時間が長い・うるさい」イメージから、
患者さまにやさしい、低騒音、検査時間短縮、さらに
開放感が増し不安軽減の装置に生まれ変わりました。
ところで、「ＭＲＩ」ってなに？・・・ＭＲI装置は中心に体の
入る穴の開いた大きな磁石の中でラジオ電波を体に
当て体内の水素原子核に対して磁気共鳴を起こさせ、
体内からの電波をアンテナで捕らえてコンピュータにより
画像化し、体内の様子をいろいろな断面（タテ、ヨコ、ナ
ナメ）として見ることができる画像診断装置です。
一般に使用されているエックス線撮影やＣＴ検査では
エックス線を使いますが、ＭＲＩ検査では磁気と電波を使
いますので、放射線被ばくの心配がありません。
しかし、強力な磁石を使用しますので、心臓ペースメー

カー等、体内に金属を入れている方は検査できません
ので注意して下さい。
健康な方は、脳ドックで新しくなったＭＲＩを一度体験して
みてはいかがでしょうか。

お問い合わせ先：放射線科(828-4842)
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新任紹介
外科
辻 孝 医師

整形外科
安達 信二 医師

平成20年4月１日付で国立病院機構・長崎医療セン
ターから当院の外科に赴任して参りました。
専門分野は消化器外科です。
趣味：現在、特に熱中しているものはありませんが、
自然散策やウォーキングなどでリラックスを心がけ
ています。
病院に慣れるまでは皆様に大変ご迷惑をおかけす
るかと思いますが、どうぞ宜しくお願いします。

３階病棟
片岡 朗子
看護師としての知識・技術など多くのこと
を学び吸収していきたいと思います。笑
顔と患者様への思いやりの気持ちを大
切にし、頑張っていきます。

４階病棟
小林 弓恵

このたび整形外科勤務をすることになりました安達
です。山口貴之先生の後任として参りました。
以前、平成16年4月から18年3月まで勤務させていた
だき、愛野記念病院へ転勤していましたが、2年ぶり
にまたお世話になることになりました。今回は大学院
生ということで嘱託医師の身分で、週4日間を三菱病
院勤務することになります。
研究に片足を突っ込んでいることもあり、これからも
いろいろとご迷惑をおかけすることがあるかもしれま
せんが、よろしくお願いいたします。

３階病棟
田川 いつみ
実際に入社してみて、看護師の同期が
７人のみということを知り、改めて入社
できたことをうれしく思っています。御
縁があって入社できましたので毎日Ｏ
ＮとＯＦＦを切りかえて、患者さんの為、
自分の為に頑張っていきたいです。

５階病棟
立川 小百合

４階病棟
坂元 めぐみ
病棟で患者さんに気軽に声をかけても
らえるような看護師になりたいです。１
日１日を大切にして、早くスタッフとして
動くことができるように努力していこう
と思います。

５階病棟
島内 智世

患者さんの心に寄り添い、病気と共にあ 常に笑顔を絶やさず、患者様と接して いつも初心を忘れずに患者様の立場
りながらもその人らしい人生を送ること いきます。そして看護の質を高める為 になり看護していきます。一生懸命頑
張りますので宜しくお願いします。
ができるようお手伝いしたいと思います。 に、勉強も頑張ります。

５階病棟
鈴木 かおり
この長崎三菱病院で働くことを心待ちに
していました。病院の理念の「患者様に
信頼され親しまれる病院をめざして」に
少しでも近づけるよう患者さんの立場に
なって誠実な看護を提供していきたいと
思います。

臨床検査科
松谷 真理子
今までの学生生活と違い、これからは
一社会人として自分の仕事に誇りと責
任をもち、人に認めてもらえるように努
力していきます。

ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ科
本多 裕司
理学療法士として患者様にまた地域
に何が出来るかを考え、自分の経験
の糧を活かせるような社会人・医療人
になりたいと思います。
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✤ 糖尿病療養指導外来のお知らせ
厚生労働省生活習慣病対策室の調査
皆さん、気楽に療養指導外来にお立ち寄り
(2002年)では、わが国の糖尿病患者数は、約 ください。お待ちしています。
740万人と推定され、年々増加の傾向をたどっ
ています。また、罹患年数が長い患者様の増加
日時・・・毎週木曜日の午前中
に伴って、合併症を有する患者様も増えてきま
場所・・・外来相談室(内科外来前会議室)
した。
担当看護師・・ 浜、三山、榎本、水野
当院においても、糖尿病の患者様は多く、糖
尿病と診断されても自覚症状がないために、
に
治療をしなかったり（未治療）、治療を中断した
時間
ち
待 っと い。
こんなこと
り、治療はしているが、血糖コントロールがうま
ちょ て下さ
まで先生に
し
話
くいかない患者様を見てきました。そこで当院
話せないわ
では、昨年の10月より、正しい知識を得ること
で、患者様に無用な不安と恐怖を取り除き、安
フットケア
心して在宅療養を送っていただく為に看護師に
って
よる療養指導を開始しました。内容は、診察の
何かしら？
低血
糖
待ち時間や、診察終了後に15～30分程度、
対処 の
方法
が
わか
お話をしたり、相談にのったり、フットケア（足の
インスリンの手技
らな
いの
や自己測定の
観察、ケア）などを行っています。
ことなど・・・

◎特定健診をはじめました！
４月１日より医療制度改革として、特定健診及び後期高齢者健診が施行されてい
ます。
若年期からの生活習慣病の予防対策を講じることにより、生活習慣病の重症化や
合併化の発症を抑えるといった対策です。
また後期高齢者健診は、７５歳以上の方を対象とする新しい医療制度です。
当院におきましても実施されておりますので、お気軽にお越し下さい。

健診受付
✤毎日（月～金） ８：３０～１１：００
対象者
✤特定健診（４０歳から７４歳までの国保・生保加入者）
✤後期高齢者健診（７５歳以上）
お問い合わせ先：医事課（８２８－４８２３）
★編集後記★病院正面玄関横の花みずきが咲きました。
太陽を向いて咲いている花みずきのように当院も笑顔を絶やさ
ず向上心を持って患者様に接して参りたいと思います。
★編集スタッフ★
佐賀里、松尾、有福、稲形、中野、瀬良、中村、今村

三菱重工業株式会社長崎造船所病院
〒850-0063 長崎市飽の浦町1－73
電話 095（828）4820（地域連携室）
095（828）4823（代表）
FAX 095（828）4820
URL http://mhi.co.jp/nsmw/html/byoins.htm

