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患者さんに信頼され親しまれる病院を目指した医療を行います

院内感染をゼロにできるか？

シリーズ［診療科・部署紹介］

感染対策室レター

重工記念長崎病院

医療情報室のご紹介

特集

病院長ごあいさつ
当院の

年男・年女を
迎えた子年の
スタッフです！！
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2020年 ［病院長のごあいさつ］
　医療法人重工記念長崎病院として5年目の春を迎えました。新病院建設は順調に行われており、
令和２年４月に竣工し５月のゴールデンウイーク明けに移転開業予定です。
　新病院は長崎港に面しているため病院内の各所から海を臨むことができ、対岸の水辺の森公園か
らは稲佐山を背景として真正面に見えます。建物は地上6階建てで、１～2階に外来診療部門、３～５
階に病棟（１６５床）、6階にはラウンジ・売店・食堂・会議室などが配置されます。また各病棟にリハビ
リ室を配置するとともに、3階には海を見ながら歩く練習ができる「リハビリガーデン」を設置し、より多く
の患者さんが社会復帰できる様に支援していきます。
　建物の1～2階は2015年に「明治日本の産業革命遺産」として世界遺産に登録された三菱長崎
造船所「史料館」の外壁にならってレンガ積み調の外壁デザインとし、開設後120年となる当院の歴
史と伝統を表現しています。内装はあたたかい木のぬくもりを各所に取り入れた明るくやわらかいデザ
インを採用し、患者さんのストレスを和らげます。
　新病院移転後も皆様のご期待に沿える様、職員一丸となり「ONE TEAM」で取り組んで参ります。
進化し続ける重工記念長崎病院にどうぞご期待ください。本年もよろしくお願い申し上げます。

重工記念長崎病院
病院長

矢部 嘉浩
Yoshihiro Yabe

2020 Greeting

※写真はすべて完成予想のイメージパースです。

総合受付 デイルーム

総合受付 ナースステーション

4床病室 1床病室 水辺の森公園から（イメージ）

いよいよ新病院
移転の年です
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医療情報室

医療は多職種連携と協働が必要です。
当院も「ONE TEAM」で力を合わせて
より良い医療を目指していきます。

医師事務作業補助者（ドクタークラーク）

Department introduction

今回は、医療情報室についてご紹介させて頂きます。
医師や看護師のようにテレビドラマの主役になれるよう
な華やかな職種ではありませんが、医療職の方々の業務
を裏方で支えるような職種です。どのような業務を行って
いるのかを少しでも知っていただけたら幸いです。
スタッフの構成は、室長（看護師）1名、医師事務作業補
助者7名、情報管理室3名、医局事務1名の計12名で
す。医師事務作業補助者、情報管理室、医局業務につ
いてご紹介させて頂きます。

医師や病棟看護師と情報共有しながら継続処方の代行入力や
紹介状の代行入力をしています。

診療科・部門
ご紹介

Series

●病棟業務

医師、コメディカルと協力しながら診療記録・処方・検査代行入
力をしています。代行入力をすることにより、医師は患者さんと向
き合い話すことができます。

●外来業務

診断書システムを使用し生命保険等書類を代行作成しています。
●文書作成(診断書)

医師の指示の下、整形外科予定・予定外入院指示代行入力を
しています。

●入院指示代行

様々な職種が集まり協力して、業務が円滑にいくよう意見を出し
合い検討しています。

●多職種合同会議

院内研修会を開催いたしました
重工記念長崎病院

10月より、3階病棟に配属となりました。分からな
いこともたくさんありますが、病棟スタッフのみなさ
んが優しく声をかけていただき、なんとかやっていっ
てる状況です。 一日も早く仕事に慣れて患者さん
の思いを十分に聞けるように努めていきたいと思
います。今後ともご指導よろしくお願いします。

S T A F F
［新任スタッフご紹介］
当院に新しいスタッフが仲間入りしました。
どうぞよろしくお願いいたします。
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10月より5階病棟に配属になりました。 今まで急
性期病棟に勤務していました。趣味はボルダリン
グと海が好きでダイビングのライセンスを取って長
崎の海以外も潜っています。ほか、色々なマリンス
ポーツにも挑戦したいなと思っています。早く病棟
業務にも慣れ、今までの経験を活かしていけるよう
頑張りたいと思います。
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美
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NE W  F A CE

　11月16日、当院南会議室で院内研修会が開催さ
れました。参加人数は過去最高の85名で11部署、
12名の発表者が日頃の業務の取り組みなどを発表
し合い、大変盛り上がった研修会となりました。数ある
発表の中から優秀賞と最優秀賞が参加者の皆さん
の投票で選ばれ、優秀賞は医事チームの永尾さんの
「減点査定に対する傾向と対策～査定件数減少に
向けて～」で、最優秀賞は放射線科の辻田さんの
「術者水晶体被ばくの検討」でした。
　年に一回の多職種間の研修会ということで様々な
職種の専門的な話を聞き、とてもいい学びとなりまし
た。今回学んだことを今後の業務に行かし、より良い
病院づくりに努めていきたいです。
　来年は新病院での綺麗な会議室での開催になり
更に盛り上がるのではないかと思います！

診療情報管理室

診療記録（カルテ）に不備がないかの点検、退院サマリーの管理、
紙カルテの貸出、アリバイ管理、診療で使う様々な書類の作成・
委員会での承認など診療記録の保管・管理を行っています。

●診療録の適切な保管と管理

医局業務
医師の当直・不在・休暇等の取り纏めや伝達などを行っています。

紙媒体の診療記録のサイン等の漏れがないかチェックした後、
スキャン取込をして電子カルテで閲覧出来るようにしています。

●スキャン業務

当院に入院した患者さん情報（病名・施設情報・保険情報・
診療報酬算定情報・日毎の患者さんの状態等）をルールに則
り厚生労働省へ提出しています。

●データ提出

診療記録より病名をはじめとした入院情報を登録、データベース
化し、必要な時に提出・対応できるように管理しています。

●病歴登録

病床機能報告、全国がん登録の提出や年間疾病・手術統計
の報告、各部署からの依頼に対応しています。

●各種統計、提出物対応

今後も様々な職種の方の業務がスムーズにいくように
サポートしていきたいと思っています。
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●今回のさるく人
看護科 山下 将平

わが子の気持ちを大切に
　仕事から家に帰ると、「パパみてみてー！かわいいよー」と言って
新しく買った服を着た娘が玄関まで出迎えてくれました。 もうすぐ
2歳の娘。嬉しそうにニコニコしながら走り回っている姿を見ると
ほっこりした気持ちになります。
　先日、娘と２人で公園に遊びに行きました。一緒にバッタを追
いかけたり、遊具で遊んだりしていると娘と同い年くらいの女の子
が転んで泣いていました。すると、娘が駆け寄り「痛い痛いどこ？
見せてー。 痛くないよ。 痛いの痛いの飛んでいけー」と言ってい
ました。これからも、優しい気持ちを持ったまま成長してほしいと
思ったひと時でした。

一昨年前の復活以降、恒例行事となっている
ソフトバレー大会が今年も開催されました。
日程上事前の練習がほとんどできていなかった
のですが、各チームそれを感じさせないチーム
ワークで熱戦を繰り広げました！

＊病院＊ ひ とCOLUMN

第23回 院内感染を
ゼロにできるか？

インフルエンザなどのウイルスーー
感染対策の取り組みを完ぺきに

行うことで感染を防げるのでしょうか。
感染対策室
ICD 松原 祐一 医師

感染に関する
予防や情報などを
ご紹介します

昨年、惜しくも地区優勝を逃してしまった当院チーム。今年は殆どの
メンバーをソフト・野球経験者で固めた万全の態勢で臨みました。
結果はなんと、予選～プレーオフ4試合を全勝通過し堂々のパート
優勝。約20年ぶり、悲願の県大会進出を果たしました。

県南地区大会

ソフトボール

ソフトバレー

◎令和元年9月23日

事前に猛練習を重ね、ユニフォームを新調して臨んだ県大会。決勝
トーナメント進出を賭けた試合で、一時はリードするものの残念なが
らサヨナラ負けを喫してしまいました…　優勝は成りませんでしたが、
最終的に準優勝したチームをギリギリまで追い詰めた大健闘。
来年以降の活躍にもご期待ください！

長崎県大会 ◎令和元年11月4日

院内ソフトバレー大会
◎令和元年11月8日

㈱藤村薬品主催の病院親睦
ソフトボール大会に参加し、
好成績を収めました

Let’s Recreation!!

患者さんの健康のためには
まず私たちが健康に！！

職場レクリエーション職場レクリエーション

　寒くなりましたが、体調は如何でしょうか？　皆さん、こんにちは。当院の院内感染対策の責任者で
松原と申します。今回は皆さんに、ぜひ、知っておいていただきたい事をお話ししたいと思います。少し
難しい話となりますが、どうぞ、お付き合いください。
　当院では平成24年度から感染防止対策加算1を算定し、大学病院や基幹病院と同様の充実した
院内感染対策を行っております。手指衛生の推進や病気の特徴に応じた感染対策、病院の環境整
備や抗菌薬の適正使用への啓発などを病院長の理解のもと、感染管理認定看護師が中心となって
病院全体で積極的に取り組んでおります。

　取り組みが完ぺきとなったら、院内感染をゼロにできるでしょうか？

　答えはノーです。
残念ながら、どんなに手を尽くしても、院内感染を100%防ぐことはできません。病気を治すために病院
に入ったのに、別の病気をもらったら、たまったものではないと思います。しかし、やむを得ずに感染してし
まう場合があるのです。身近な例を挙げるとインフルエンザがあります。インフルエンザは発症する前日
から、周囲へ感染させる能力があります。つまり、まったく普通に生活している人がインフルエンザにか
かっており、唾や手から他の人にウイルスをまき散らしているのです。熱が出て、初めてインフルエンザと
わかるため、その前日に接触した人はインフルエンザにかかってしまっている可能性が高く、その人も
また、症状が出る前に他の人へ感染させるため、毎年流行してしまうのです。

　なぜ、熱が出る前に他の人にもうつるのでしょうか？

　熱が出たら、風邪かなってわかり、ヒトは薬を飲みます。インフルエンザ
ウイルスは薬でやっつけられる可能性があるため、薬が来る前に逃げ出
して生き延びたいのです。 症状が出る前に引っ越せるように進化した
ものと思われます。
　どんなに手を尽くしても、防げない病気があるのです。当院であれば、
手指衛生の遵守率は100%ではありません。 流行期、職務中のマスク
着用率は高いのですが、食事の時はマスクをはずしています。 忘年会
の二次会ではカラオケで盛り上がるスタッフが大勢います。
　現状を把握し、改善すべきところは正してまいりますが、院内感染を
完全に防ぐことは困難であることをご理解いただけると幸いです。
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新　患／8：30～11：30（外科・整形外科・眼科は11：00）
再　来／8：30～12：00（外科・整形外科・眼科は11：30）
土曜日／8：30～11：00

［受付］
新患・再来／13：00～16：00
14：00～16：00

［受付］
［診療］

9：00～12：30［診療］

◎お問い合わせ／TEL.095-828-4823（総合受付）  TEL.095-828-4820（地域連携チーム）
※その他、出張等により休診となる場合もございます。

月曜日 ～ 金曜日 ・ 土曜日（第2・4土曜日）

月曜日～金曜日・土曜日（第2・4土曜日）

月曜日 ～ 金曜日（予約制）・ 
土曜日（第2土曜日 予約制）

月曜日 ・ 木曜日 ・ 土曜日（第4土曜日）

月曜日・火曜日・水曜日・金曜日（健診のみ）

水曜日

月曜日 ・ 水曜日 ・ 金曜日

火曜日

ー

月曜日 ～ 金曜日（予約制）

ー

月曜日 ・ 火曜日

ー

（予約制）
月曜日 ～ 金曜日 ・ 土曜日（第2・4土曜日） 月曜日 ～ 金曜日（予約制）

－  （一部予約診療あり）

月曜日 ・ 木曜日 ・ 金曜日（予約制）

月曜日 ・ 水曜日

火曜日（13：30～16：00）

－

木曜日（13：30～16：00）

月曜日（13：30～16：00）

診療科
午前 午後

［編集スタッフ］草場 ・ 本多 ・ 山本 ・  永原 ・ 平田
松尾 ・ 前田  ・ 林田 ・ 君野

QRコード

編 集 後 記

外来診療のご案内

至飽の浦
　トンネル

飽の浦小

あずさ薬局

至神の島

↑至浦上駅

←

→

銭座町

宝町

八千代町

五島町

桜町

大波止

出島

新地中華街

メディカルセンター

大浦海岸通り

大浦天主堂

石橋

浜町アーケード

西浜町

観光通り
思案橋

崇福寺

めがね橋

市民会館

長崎駅前

長崎港
ターミナル

県庁

水辺の森公園

旭大橋

稲佐橋

諏訪神社
諏訪神社

夢彩都

三菱重工業（株）

三菱電機

アミュプラザ長崎

市役所

JR長崎駅

重工記念
長崎病院

長崎
ロー
プウ
ェイ

長崎港

34

499

202

内 科

人間ドック科

禁煙外来

渡航外来

心療内科

外 科

整形外科

歯科 ・ 歯科口腔外科

婦人科

耳鼻咽喉科

泌尿器科

皮膚科

形成外科

眼 科

※乳がん検診 水曜日（9：30～）・金曜日（10：00～） ー

新年あけましておめでとうございます。
年末年始を帰省され過ごされた方も多くいらっしゃると
思いますが、新年を迎え、心も身体（体重）も引き締めて
いきたいところです。
今回、特集にもありますように今年はオリンピックイヤー
でもあるとともに、当院では新病院移転・引っ越しイヤー
となります。 年も明け、準備など各部署移転に向けての
準備が急ピッチで進んでおります。職員一同、新病院で
の春を迎えるために一致団結し取り組んで参ります。
今後ともどうぞよろしくお願い致します。

http://www.jmnh.or.jp/◎重工記念長崎病院のHPもご覧ください 重工記念長崎病院 検索

－

火曜日 ・ 水曜日（15：00～16：00）（予約制）

－

水曜日（予約制）

水曜日（9：00～11：00）（予約制）骨粗しょう症外来 水曜日（13：30～16：30）（予約制）

ー

新病院 建設予定地

案内看板あり
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