
Vol.

［ハーモニー］Communicat ion Magazine . 2021

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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副院長

野元 健行
（のもと・たけゆき）

常勤9名による
充実した内科診療

当院内科医のご紹介

　一般内科・消化器系疾患を中心に診療しています。食道炎・胃十二
指腸潰瘍・大腸ポリープ・胆石・膵炎などの良性疾患の治療や、消化
器癌の検査ならびに診断を行い、外科との連携も図っています。
　「人生100年」という超高齢化社会を迎え、患者さんの視点に立って
診療を行うように、在宅医療(通院困難な方への訪問診療)や緩和ケア
(癌に伴う痛みや体調管理)などにも取り組んでいます。

内科部長
馬詰 裕之
（まづめ・ひろゆき）

（まつばら・ゆういち）

　専門は消化器、肝臓です。肝臓病は症状に乏しく、健診など
の血液検査で見つかることが殆どです。C型肝炎は以前、副作
用の強いインターフェロンでも50%しか治りませんでしたが、今
は飲み薬2～3ヶ月で、ほぼ100%治るようになりました。B型肝
炎も飲み薬だけで落ち着かせることができます。肝臓に不安の
あるかたは受診されてください。

松原 祐一

　呼吸器疾患を中心に診療をしておりますが、内科全般、でき
ればヒトを治療することを心掛けております。当院では院内感染
対策室の主要メンバーも兼任しておりますが、新型コロナでは多
くのことを学ばせてもらっております。政治や経済、ヒトの心理や
行動を考慮して対策を講じる必要性を実感し、今後も安全で安
心できる病院づくりに寄与したいと思います。

池田 真帆

　専門分野は消化器です。一般診療や内視鏡検査などのほか
に、消化器ということで、これまで悪性疾患に携わることも多く、そ
の経験より緩和医療や終末期医療にも注力しています。これら
は、入院での治療だけでなく、在宅での治療という選択肢も増え
ました。病状や生活環境、ご本人・ご家族の希望に添ったカスタ
ムメイドな診療を行っていきたいと思います。

門田 耕一郎

　院内や訪問診療先では術着（手術着）姿ですが、担当は総合診
療、プライマリ・ケアです。サブスペシャリティは睡眠障害、禁煙支
援、生活習慣病、渡航医学、認知症サポートです。受診する科に迷
う方、身体と心の両面からお困りの方も診ています。
　前職は、総合診療科と地域医療学であり、在宅医療や健康支
援（予防医学・産業衛生）などでも、患者さんや地域住民の皆さん
のお役に立ちたいです。いつでもお気軽にお声をおかけください。

汐口 広輔

　当院での循環器内科の役割は、院内では術前の心機能検査を
中心に行い、外来では高血圧、脂質異常症などの生活習慣病の
治療を行っています。
　また、心エコー検査、ホルター心電図検査などの検査で、循環器
疾患のスクリーニングを行い、狭心症や治療抵抗性不整脈など、よ
り専門性の高い疾患に関しては、長崎大学病院を始め、近隣の専
門病院へ紹介しています。

健診センター
﨑村 香苗

　健診センターでは、三菱重工業様、関連会社様、近隣企業様
からご依頼を受け、年間6000件以上の健診を実施しています。
私は、主にドック上部消化管内視鏡検査や診察を担当し、胃がん
の高リスクであるヘリコバクターピロリ菌感染胃炎、胃がん、食道
がんの早期発見に努めています。
　コロナ禍により、今まで以上に健康意識が高まり、健診を積極
的に活用されている方もおられるようです。当院では新型コロナウ
イルスの感染対策を厳重に行っていますので、安心して人間ドッ
クを受けてくださいますようお願いいたします。

桑原 宏永

（いけだ・まほ）

（くわはら・ひろなが）

　令和1年より勤務しております。整形外科手術の周術期血糖
コントロールを担当しております。
　糖尿病治療はこの数年で様変わりしております。注射療法の
導入、薬物療法見直しなど、お困りの際はご紹介ください。
どうぞよろしくお願いいたします。

原 恵子

（かどた・こういちろう）

（しおぐち・こうすけ）

（さきむら・かなえ）

（はら・けいこ）

　高血圧・糖尿病・脂質異常症などの生活習慣病を主に診てい
ます。患者さんの高齢化に伴い、訪問診療で診る患者さんも増え
ています。また、訪問看護が始まったので、訪問診療の患者さんも
密に診ることができます。

Dr.
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Ikeda

Dr.
Shioguchi

内
科
常勤医９名で、消化器、呼吸器、循環器、内分泌代謝等の
専門領域もさることながら、健診部門における
予防医学から訪問診療を始めとした
在宅医療（昨年11月に在宅療養支援病院の認定）まで、
地域住民のトータルサポートを目指しております。
また多職種と連携し、チームで感染症対策、糖尿病や
認知症サポート、緩和ケアに取り組んでいます。



●管理栄養士

9月より管理栄養士として勤務して
います、猪膝 武久と申します。
今まで福岡や佐賀の病院で勤務し
ていましたが、この度ご縁があり、福
岡から単身で引っ越してきました。
栄養管理室ではスタッフの方と一緒
に楽しくお仕事をさせて頂いていま
す。趣味は海外旅行、ギター、車、お
酒等と多趣味でして、院内のみなさ
まとお話しが出来れば幸いです。ど
うぞよろしくお願いします。

　新型コロナウィルス感染拡大により、延期になっておりましたが、新病院建
設工事を担当した大成建設株式会社様に感謝状を贈呈しました。
　建物上層部は純白の客船のように浮かびあがるデザインで、全個室からは
海が見える設計となっており、患者さんからも好評です。新病院は照明学会か
ら、2020年照明普及賞九州支部長賞を受賞しました。また、月刊「近代建築」
11月号でも新病院が紹介されました。
　今後も建物に負けないよう職員一同、地域を支える病院として信頼され親し
まれる病院をめざしていきます。

新任スタッフご紹介S TA F F NE W  FAC E
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手術室
Department introduction

診療科・部署
ご紹介

Series

患者さんに安全・安心な
手術環境を提供します
　手術室は、3室（1室クリーンルーム）あり、年間約1000
件の手術（整形外科、眼科、口腔外科、形成外科、外科）
を行っています。
　手術の大半を占めている整形外科では、主に脊椎（腰・
首）・膝・肩関節等の手術が内視鏡や顕微鏡下で行われ
ています。また、骨折等の緊急手術も対応しています。
　手術室では、患者・家族の皆さまの不安や緊張を少しで
も軽減できるように主治医、麻酔科医、看護師が術前から
支援させていただいています。手術前に麻酔科医が診察
を行い手術担当看護師が病室を訪問して手術室での流
れを説明します。また、患者さんの疑問や悩みをお伺いし、安心して手術当日が迎えられるように心がけています。手術当日は、
手術室入口で術前訪問をした看護師がお待ちしています。また、入室される患者さんが少しでもリラックス出来るようにお好きな
ジャンルの音楽を流してお迎えします。
　安全に手術を受けていただくために、日頃より感染予防、事故防止、褥瘡対策などスタッフ一丸となって取り組んでいます。

猪膝 武久
いの ひざ たけひさ よしとみ あや

●5階看護師

7月から5階病棟に勤務しています。
ずっと福岡で働いていましたが、久し
ぶりに長崎に帰ってきました。
コロナが落ち着いたら、ゆっくり長崎
観光をしたいと思っていますが、夜勤
の時、重工病院から見える夜景に癒さ
れています。業務を早く覚えて、患者さ
んに笑顔と安心を届けられるように頑
張っていきたいと思います。よろしくお
願いします。巨人ファン、大谷ファンの
方はぜひ話しかけてください。

吉富 礼

診療時間変更のお知らせ

10月1日より、耳鼻咽喉科・皮膚科の
午前中の受付時間が変更になりました。

●新患受付 8：30～11：00  ●再診受付 8：30～11：30

今後とも、
宜しくお願い
致します

大成建設株式会社様に感謝状を贈呈しました！
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●今回のさるく人
臨床検査科

中村 綾子
＊病院＊ ひ とCOLUMN

　昨年の秋、我が家ではメダカを飼い始めました。4匹のメダカ
が毎日玄関で出迎えてくれます。
　そして今夏、卵を産みました。そこで、子供たちの夏休みの自由
研究として卵と産まれた稚魚の成長を観察記録し、本や図鑑で
調べました。メスのメダカは生涯に数千個の卵を産むそうです。
毎日、卵を見つけたよ、何匹産まれた、これはメスだ、と新たな発
見がありました。メダカは次々と卵を産み、小さな稚魚が日に日
に大きくなっていく様子をみんなで見守りました。あっという間に
我が家のメダカは大家族になりました。
　コロナ禍で夏休みにどこにも行くことは出来ませんでしたが、
メダカの成長とそれを見つめる子供たちの成長を感じることが
できた夏でした。

　新型コロナウイルスの世界的流行が始まってから間もなく２年近くが経とうとしています。東京オリンピック
前より続いていた第５波はようやく終息が見えてきましたが、来たる第６波の到来が懸念される日々が続いて
います。ニュースでは、連日のようにワクチンや治療薬について報じられ、新型コロナウイルスに対する薬剤開
発が世界的な関心事となっています。
当院では、地域の皆様の感染予防に貢献すべく、通常診療に影響しない範囲で工夫しながら、平日・休日と
できるだけ多くの方にワクチン接種を受けていただけるよう、取り組んで参りました。行政や各医療機関の努
力の甲斐もあって、ようやく希望された方へのワクチン２回接種が完了しつつあります。今後、３回目のワクチ
ン接種が行われる事も決定し、まだまだ、ワクチン接種の必要性は高いものと思われます。
また抗体カクテル療法などの治療薬の開発も進み、期待が高まっています。当院でも使用を開始し、重症化
することなく、回復された患者さんもおられます。
今後、一日も早く、新型コロナウイルスの流行が終息し、通常の日常を取り戻せるよう、ワクチン接種実施や
新規治療薬の導入等に力を入れながら、新型コロナウイルスの感染予防、治療の両面で地域医療に貢献し
て参りたいと思っております。

重工記念長崎病院
薬剤部長

山本 稔

薬剤部長 あ い さ つ

スマイル保育園
ホームページを開設しました！！
スマイル保育園

ホームページを開設しました！！

園の概要や保育スケジュールについて紹介しているほ
か、日々のイベントのもようを随時お伝えしています。
とても楽しく可愛らしいページになりましたので、ぜひ
ご覧ください！

院内
保育所

https://jmnh.or.jp/smile/ QRコード

QRコード

第28回

インフルエンザ
ワクチンは、

もう打ちましたか？

・・・・・・・

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

　コロナ、コロナで対策に追われている昨今ですが、皆さんは如何お過ごしでしょうか。
マスク・換気・手指衛生の３本柱は常に念頭に置いて行動して下さいね。
さて、今年も冬がやってきます。インフルエンザのワクチンは打たれましたか？ 
『去年は流行らなかったし、コロナでマスクしてるし、大丈夫じゃないの？』とか、『２つのウイルスが流行ることはない
から、コロナが流行っている間は、インフルエンザは気にしなくていいさ。』とか言っているあなたに、モノ申します。

未来の予測は難しく、専門家でも簡単に外します。昨シーズン、専門家のほとんどが「冬季にインフルエンザとコロナ
が同時に流行ります。そうなったら大変だから、ワクチンを打ちましょう。」と宣伝していました。TVの情報番組でも呼
び掛けていたため、多くの人が接種しましたが、流行りませんでした。ワクチンを接種したから流行しなかったのでは
なく、発生報告そのものが極めて少ない状況で、今シーズンも先に冬を迎える南半球では、ほとんど発生していませ
ん。ということは、今シーズンも大流行には至らない予測が成り立ちます。しかし、それでも小生はワクチンを打つべき
と主張します！
　実は、西アフリカとメキシコ、インドで少ないながら、発生報告があります。また、昨年流行らなかったということは、
インフルエンザに対する免疫が低下している人が多いという環境があり、流行した場合は爆発的に広がる可能性が
高い状態となっています。インドで主流だったデルタ株による流行が新型コロナの第５波でしたから、今後、海外との
出入りが緩和され、日本にインフルエンザ・ウイルスが入ってきた場合、コロナとインフルのダブルパンチで発熱外来
はパニックとなります。コロナもインフルも、ワクチンである程度、発症や重症化リスクを減らせる病気ですから、使え
る武器はきちんとゲットしましょう。是非、今シーズンもインフルエンザのワクチン接種をお願いいたします。

「今年もインフルエンザのワクチンを打ちましょう！」

インフルエンザのワクチン接種を
10/25（月）より開始しています。

詳しくは当院のホームページをご確認ください。
右記QRコードから、直接ご覧いただけます。

●ご予約・お問い合わせ

☎095-801-5800（代）

当院でのインフルエンザワクチン接種



〒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
（整形外科・眼科・耳鼻咽喉科・泌尿器科・皮膚科は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
（整形外科・眼科・耳鼻咽喉科・泌尿器科・皮膚科は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］宮村 ・ 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

飽の浦小

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～） 月曜日

風が冷たくなり夜空の星がきれいに見える今日この頃。
皆様いかがお過ごしでしょうか。
今回、特集しております内科紹介、それぞれのアバターに目が行く
方も多いと思いますが…。 当院内科は常勤医師9名で地域医療
を支える力となっていきたいと考えておりますので、今後共どうぞ
宜しくお願い致します。
季節の変わり目で体調を崩しやすい時期となりますが、天高く馬
肥ゆる秋。良く食べ良く寝て秋のひとときを過ごしたいものですね。

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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