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重工記念長崎病院 広報誌

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
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訪問看護を
始めました

2021年7月から

血圧・体温・脈拍などの測定
病気や症状の観察と助言
心の健康と相談
食事内容や栄養指導
環境整備

事業所窓口の営業時間

訪問エリア

ご利用までの流れ在宅療養支援病院として以下の体制を整備しており、細やかな医療ケアの提供が可能です。

【平日】 8：30～17：20
【第２・第４土曜日】 8:30～11：50

長崎市・時津町・長与町（当院から最大16km）

ご利用料金について

料金につきましては、以下の例をご参考に
お気軽にお問い合わせください。

健康状態の観察と助言

計画的な訪問診療と24時間365日体制の緊急往診の実施
患者さんのご依頼や医師の指示に基づいた、24時間体制の訪問看護の実施
緊急時には、いつでも入院ができるベッドの確約
患者さんの同意のもと、関係施設との情報の共有と円滑な連携の整備

床ずれなどの処置
吸引及び指導
胃ろう・留置カテーテルなどの管理
お薬の相談
ストーマケア
在宅酸素や人工呼吸器などの管理

医師の指示による医療処置

身体清拭・洗髪・入浴などの清潔のケア
食事や排せつのケア
寝たきりや床ずれ予防のケア

日常生活の看護

がん末期や終末期を自宅で過ごせるように支援
痛みのコントロール・緩和ケア
精神的苦痛の緩和

ターミナル（終末期）ケア

健康管理
低栄養や運動機能低下を防ぐアドバイスなど

介護予防

訪問看護サービスの内容

ご利用の検討

保険種別の確認

主治医又は地域連携・入退院支援センターへご相談ください

【ご相談窓口】095-801-5945

訪問看護は、病名や状態により保険の種類が異なります

Case.1

●介護保険非該当の方
●特定疾病の方

医師の診断

☎095-801-5945

訪問看護指示書の交付

契約

訪問看護ご利用開始

面談の実施・訪問看護の説明・同意書への署名など

介護保険 医療保険
●要支援 1～2 の方
●要介護 1～5 の方

重工記念長崎病院
訪問看護チームまで
お問い合せください

その他、
訪問看護に関して詳しくは

●
●
●
●

1

2

3

4

重工記念長崎病院では、さまざまな事情で
通院困難な患者さんのために、在宅医療を行っております。
訪問看護は、看護師が患者さんのご自宅へ訪問し、
状態に応じたケアやアドバイスを行うことで、患者さんが
ご自宅で快適に過ごせるよう支援を行っています。

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●
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●

【当院の訪問看護の特徴】

特 集

サービス利用料は、
原則１割負担となります

サービス利用料は、加入保険の負担
割合（１～３割）により算定します

※緊急時訪問看護加算にご同意いただいた患者さんにつきましては、曜日・時間に
　かかわらず、緊急時には24時間365日体制で訪問を実施いたします。

※上記以外の地域でも対応できる場合がございますので、お気軽に
　お問い合わせください。 ただし別途交通費がかかる場合があります。

１割負担の場合、約3,500円/月

●保険種別：介護保険
●訪問頻度：週１回
●訪問時間：40分/回
●１単位＝10.21円（長崎市）

Case.2　
●保険種別：医療保険
●訪問頻度：週1回/月4回
●訪問対応：看護師
１割負担の場合、約2,300円/月
医師の指示による医療行為がある場合は
別途、お支払いが発生します

※患者さんの状態や制度改正により料金が変わることがございます。
※別途、交通費やキャンセル料がかかる場合がございます。
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事務部
Department introduction

診療科・部署
ご紹介

Series

医事チーム

企画業務チーム

●今回のさるく人
５F病棟
向井 竜太郎

私は去年から釣りを始めました。最初は子供の友達のお父さ
んからほぼ半ば強引に誘われ堤防へ行きました。たまたま魚が
釣れ、まさにビギナーズラックというやつです。そのときからどっ
ぷりと釣りにはまってしまいました。ところが世の中そう甘くない
のが現実です。それ以降なかなか釣れない日々が続きました。
いろいろな釣りをしてみるも釣果が上がらない日々が続きまし
た。ただ、釣れなくても波の音や海に浮かぶ朝日や夕日はとて
も癒しになります。
最近はときどき釣れた魚を持って帰り料理をするようになりまし
た。揚げ物中心ですが自分で釣った魚はやはりひと味違いま
す。この前は子供といっしょにサビキ釣りをしたりと子供たちと
ものんびり楽しんでいます。これからも大物狙って釣りバカライ
フを楽しんでいきたいです。

＊病院＊ ひ とCOLUMN

病院の顔ともいうべき総合受付をメインに業務を
行っていますが、実は医事チームの大きな仕事がもう
一つあります。それは診療報酬の請求業務です。毎月
の患者さんの医療費を保険者に請求する請求書（レ
セプト）を作成しています。患者さんへの接遇マナー
ももちろんですが、レセプトに関する専門知識も必要
になります。
その他にも医療に関係する事務全般を行っています。

総合受付業務
診療報酬請求業務初めて受診する患者さんや再来患者さんの受付

診療が終わった後の医療費の計算
医療費支払い窓口
その他様々な問い合わせの対応や電話応対
各種診断書の受付

患者さんの医療費の自己負担分は窓口で頂きますが、それ以外の分も
請求しなければなりません。そのためにレセプトを点検・作成します。

病院事務、と聞くと、医事チームのように窓口で受付している姿を
思い浮かべる方も多いと思います。私たち企画業務チームは患者さ
んと直接関わる機会は少ないですが、縁の下の力持ちとして、病院
運営を裏で支える為の業務にあたっています。

中上 嘉代子●放射線技師

4月から診療放射線技師として勤務させていただいています、中上嘉代子と申します。
福岡県の病院で勤務しておりましたが、4月に長崎県に引っ越してまいりました。
今までに携わったことのない分野の業務もあり、心機一転して勉強中です。ご迷惑を
おかけすることもあると思いますが、自己研鑽を怠らずに頑張りたいと思いますので
どうぞよろしくお願いいたします。

昨年春に竣工した新病院ですが、この
たび、優秀な照明施設を表彰する
「2020年 照明普及賞 九州支部長賞
（主催：一般社団法人照明学会）」を受
賞しました。
長崎といえば美しい夜景が有名です
が、鑑賞の機会があれば当院を探して
頂けると幸いです。

当院建物が
「照明普及賞」
を受賞しました

新任スタッフご紹介S TA F F NE W  FAC E

●
●
●
●
●

給与担当
日々の勤怠管理や給与計算
年末調整、各種保険や住民税等の諸手続き、傷病・出産に係る手当金等
の申請、勤務証明書等の発行

●
●

経理担当
病院運営で発生した売上や、経費の資金情報の記録管理
年次決算に基づき税務申告書類を作成し、法人税や消費税等の税金の
納付等

●
●

院内備品や消耗品の購買の取りまとめ●

購買担当 システム担当
各部署からの購入依頼をうけて、取引先へ見積もり依頼や発注を行い、
届いた物品や納品書・請求書に問題がないかをチェックする。問題が
なければ各部署へ物品の払い出し

●

病院ホームページを運営し、診療に関する最新情報の発信●

パソコン等の機器、電子カルテ等の各種システム、電話やインター
ネット回線等のインフラの管理。また、それらに関する問い合わせの
回答やトラブル対応といった院内ヘルプデスク業務

●

●

入院と外来のレセプト点検では、その診療報酬が正当なものであるか
の点検を行います。 診療報酬は2年に1度改定されるので、常に勉強
しながら知識を深めていきます。

●

診断書の種類は多岐に渡るために、常に注意しながら受付を
行っています。場合によっては作成部門である医療情報室と
連携をとりながら受付を行います。
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第27回

パンデミックの歴史
感染症が世界的規模で同時に流行する「パンデミック」。

今回は、その歴史を振り返ってみます。 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

　カトリック系団体 フォコラーレ長崎支部様より、子ども
たちから当院スタッフへ向けた応援のお手紙とイラストを
ご提供いただきました。
　未だ感染収束の気配は見えず苦しい日々が続いており
ますが、温かいメッセージに励まされる思いです。このたび
は誠にありがとうございました。

　2020年の長崎県の高齢化率は、32.1％と全国の27.1％を上回り全国12位です。まさに高齢化率
の高い地域であります。高齢者世帯の介護力を補填し、「時々病院、ほぼ在宅」という地域包括支援シ
ステムを好循していくためには、在宅での医療・看護・介護の支援が求められています。
　当院は、去年の11月より通院困難な患者さんのために在宅療養支援病院として訪問診療を開始し
ました。更に7月からは訪問看護を始めました。これは多様化するニーズに応え、地域に根差した患者中
心の医療を展開していきたいという病院長の患者さんファーストの強い信念でもあります。患者さんやご
家族が選択された最善の生き方をお手伝いさせていただき、一度しかないその人らしい人生の一助とな
ることを願って、訪問看護サービスの向上に努めてまいります。ご不明な点など、お気軽にお問い合わせ
ください。スタッフ一同皆様のご利用を心よりお待ちしております。

子供たちから応援の
お手紙・イラストをいただきました

7月から訪問看護を始めました

　現在、新型コロナウイルスの流行終息は見通せず、本稿執筆時点（7月4日）で、全世界の感染者は約１億8300万人、
死者は約397万人と猛威を振るい続けています。ワクチン接種を済ませていても、ワクチンが効きにくい変異株が出現して
きており、ソーシャルディスタンスを保つこと、マスクを着用すること、手指衛生に心がけることは必須の行動です。今後は、ど
のような世界になっていくのでしょうか。先行きは誰にもわかりませんが、過去に学ぶことは大切です。ご存じの方も多いかも
しれませんが、過去のパンデミックの経過をご紹介します。なお、パンデミックとは「感染症が世界的規模で同時に流行する
こと」です。

　死亡者数で比較していくと、一番被害が大きかったのは黒死病（ペスト）です。1347～1351年にヨーロッパを中心に大
流行し、当時の世界人口４億２千万人のうち、22%にあたる１億人が亡くなったと言われています。ネズミが媒介するペスト
菌によっておこる感染症で、フランス・パスツール研究所のアレクサンドル・イェルサンや日本の北里柴三郎などによって原
因菌が同定されました。腺ペストや敗血症性ペスト、肺ペストなどの病型がありますが、敗血症により、皮下出血斑や臓器壊
死を起こして皮膚が黒くなって亡くなるものが敗血症性ペストの黒死病です。
　次に死者が多かったパンデミックは天然痘です。紀元前のエジプトやアントニヌス帝時代のローマ帝国でも流行しました
が、1520年頃にアメリカ大陸で起きたパンデミックでは約5600万人が死亡したとされています。
　３番目に多かったのがスペイン風邪です。1918～1919年のアメリカやヨーロッパで流行し、約5000万人が亡くなって
います。ちなみにスペイン風邪が最初に流行ったのは、実はアメリカだといわれています。第一次世界大戦の真っただ中であ
り、兵士の間で流行性感冒があったことは戦争当事国では秘密にされていました。当時の中立国であるスペインが新興感
染症と報告したので、スペイン風邪という名前がついてしまいました。全世界
で猛威を振るい、ここ長崎でも「悪性感冒」（※１）として恐れられていました。
第２波が最大の波で、第３波で感染は終息したようです。なお、その後もインフ
ルエンザウイルスは1957年のアジア風邪、1968年の香港風邪、2009年
の豚インフルエンザとパンデミックを繰りしましたが、100万人を大きく超える
ような死亡は出ませんでした。

　今回の新型コロナは死亡者が300万人を超えています。また、第４波でも
流行が収まらないことから、決して、ただの風邪ではないことがわかります。
次々に変異株が発生し、感染力や重症化リスクが高まっており、今後も当分
の間、ウィズコロナで生活していくことになりそうです。新規感染者数が低下し
ても、人口10万人あたり0.5人未満になるまでは、３つの密を避け、人前では
マスクを着用し、手指衛生に心がけましょう。

※１　大正7年（1918年）11月3日新聞記事
　    （重工記念長崎病院1階展示パネルより）

護 部 長 あ い さ つ看

高田 寿美子
看護部長

　令和3年6月より「スマイル保育園」が重工記念長崎病院運営保育園とし
て生まれ変わりました。保育士の人数も増え、さらに手厚く、一人ひとりの
成長に合わせた保育を行っています。少人数保育だからこそできること、
「一人一人に寄り添う保育」が自慢です。
　これまでどおり、英語講師も常駐し日頃の生活の中で自然と英語に触れ
あうことを大事にしています。お母さん、お父さんが子育てを楽しみながら
お仕事も頑張れる、そんな環境づくりのお手伝いをさせて下さい。
　園庭には木のぬくもりが感じられる滑り台や泥んこになって遊べる砂場
も設置されています。お天気の良い日は園庭でプール遊びをしたり、公園に
お散歩に行ったり毎日がアクティブなスマイル
保育園の子どもたちです。
　見学や子育て相談はいつでもお受けしており
ます。 病院職員以外での受入も可能ですので、
是非、一度スマイル保育園に遊びに来て下さい。

スマイル保育園が
新しくなりました
スマイル保育園が
新しくなりました



〒852-8004 長崎市丸尾町6番17号
TEL 095-801- 5800（代） FAX 095-801-5803
TEL 095-801- 5517（地域連携チーム）
発行元：重工記念長崎病院長  矢部嘉浩

新　患／8：30～11：30（外科・整形外科・眼科・泌尿器科は11：00）
　　　　※眼科は完全予約のため事前にご連絡ください
再　来／8：30～12：00（外科・整形外科・眼科・泌尿器科は11：30）
　　　　※眼科は完全予約のため事前にご連絡ください
土曜日／8：30～11：00

●受付

●診療  14：00～16：00

●診療  9：00～12：30

◎お問い合わせ／TEL.095-801- 5800（総合受付）  TEL.095-801- 5517（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）

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）

月曜日～金曜日・土曜日（第2土曜日）

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）

ー

月曜日 ・ 水曜日

月曜日・火曜日・木曜日・金曜日

－

木曜日（13：30～16：00）

月曜日（13：30～16：00）

診療科

午後午前

［編集スタッフ］草場 ・ 田中 ・ 福田 ・  平田 ・  森川
松尾 ・ 前田  ・ 林田 ・ 君野

QRコード

編 集 後 記

至飽の浦
　トンネル
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市民会館
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長崎港
ターミナル

県庁
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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～） 月曜日

今年も夏がやってきました。
最近、壁掛けの扇風機を購入し涼を取っている今日この頃。
さて、今回は訪問診療に加えまして、当院の新たな取り組み、
「訪問看護」について特集しておりますので是非ご一読ください。
当院の建物が2020年度「照明普及賞」を受賞しました。夏の夜
に照らされる「重工病院」も機会がありましたら、ご鑑賞ください。
厳しい暑さが続きますが、皆様それぞれの涼を取りながら熱中症
にお気を付けください。

https: //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

－

水曜日（15：00～16：00）（予約制）

－

金曜日（予約制）

骨粗しょう症外来 火曜日・水曜日（13：30～16：30）（予約制）

ー

ー

外来診療の
ご案内

●受付  新患・再来／13：00～16：00
　　　　（耳鼻咽喉科は13：00～15：00）
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