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私は平成26年4月から5年間当院でお世話になりました。その間、病院機能評
価、原子力規制庁の立入検査、特定共同指導等の大きな行事を経験させて頂き
ました。特に病院機能評価では、画像診断で最高のS評価、放射線治療でA評
価（取組み事態はS評価だが装置が1台古くA評価とする・・・サーベイヤー談）
を受けました。又、QC活動プロジェクトチームリーダーを2年間させていただき、平
成28年11月に沖縄で開催された国立病院総合医学会の全員交流会において
「QC活動奨励表彰10周年記念賞」を楠岡理事長から病院を代表して頂きました。
これらもひとえに、（故）松岡先生はじめ、皆さんのご協力とご指導の賜物とこの場
を借りて心より感謝致します。今後益々のご発展を祈念致します。

2000年9月、国立長崎中央病院最後の6か月前に臨床検査科長として赴任して
以来して19年になります。赴任後4年間に新病院移転、長崎医療センターへの名
称変更、独立法人化と目まぐるしい環境の変化がありました。臨床研究センター機
能形態研究部長、長崎大学連携大学院教授、臨床検査部長、臨床研修管理委員
長、病理診断科長を兼任し多くの人に支えられて無事定年を迎えることができまし
た。臨床研修管理委員長が私にとって大きな役割で、2007年の衝撃のマッチ割れ
からのスタートで、継続的な改善と施設長の教育への理解、教育の伝統があって、
現在では安定した教育研修体制が出来上がってきました。また、一人病理医から
の出発でしたが、修了生の中から病理を専攻する人が出るようになり、複数体制になり
ました。本院が全国から若い人が集まるブランド病院に発展することを期待しています。

私がとある病棟に勤務していた頃、幼い二人の子供さんをお持ちのお母様が入
院されておりました。花火を一緒に見る約束をしていた私は、患者さんの子供と花
火を眺めていました。暫くすると、病室から患者さんの名前を呼ぶご主人やご家族
の声が聴こえてきました。「ドーン」という花火の大音響に母親を呼ぶ声はかき消さ
れていたのか、満面の笑みで花火に喜ぶ幼子の姿を見るにつけ、私は息が詰まる
思いで子供達の手を握り、母親の元へ連れていくべきか、とても迷いました。花火
が終わり子供達を連れ病室に戻ると、ご主人様が「子供達に母親の最期を見せる
のはとても酷でした。お陰で笑顔の母親を思い出として残してやることができまし
た。」と話されました。私は今でも花火を見ると、幼い小さな手の感触が思い出さ
れます。看護に携わる者として、本当に患者さんやご家族の思いに寄り添えている
のか自問自答の３９年間でした。

定年退職を迎えて異動のご挨拶

機能形態研究部長
伊東 正博

副院長　藤岡 ひかる

放射線科技師長
松永 博

看護部
森山 久美子

この度、長崎川棚医療センターに異動すること
になりました。皆様には大変お世話になりました。
簡単ですが、ご挨拶いたします。2002年10月の臨
床研究センター設立時、機能形態研究部長として
赴任して以来、16年6か月在職いたしました。

私の長崎医療センター生活は、前半の『外科医と
しての9年間』と後半の『副院長としての7年間』に
分けられます。

前半の9年間は、臨床研究センター 機能形態研
究部長・長崎大学連携大学院教授・外科医として、
手術三昧、少々研究という生活でした。

臨床研究センターは、当初、肝臓病研究・治療を
メインテーマにして、外科・内科・放射線科・病理・
救命医師・技術補助員・事務補助員で構成され、
総合的に肝臓病治療の臨床および研究を行う5部
15室からなる組織でした。私は、肝臓外科医とし
て臨床・研究に携わりました。外科医、研究者 (本
人の思い) として、充実した毎日を送りました。

その間、長崎大学連携大学院教授として、2名の
大学院生の学位取得に関わることができました。
また、米倉正大前院長の指揮のもと、南京大学鼓楼
医院との学術交流も行いました。合計4回、中国南
京市を訪れています。このように、大学の研究室の
ごとき研究活動を行い、また肝臓外科医として手
術三昧の生活を送ってきました。

後半の7年間は、副院長として病院運営および管
理者として悪戦苦闘してきました。20年に一度あ
るかないかという『特定共同指導』、5年に1回の『病
院機能評価受審』、恒例の『長崎医療センター健康
フェスタ』、『日本マネジメント学会長崎支部会』な
ど、多くのスタッフの力で大過なく乗り切れたと
自負しております。一時期、医療収支が芳しくない
時期もありましたが、職員一丸となって頑張って
きました。さらに、医療安全管理者として、『医療
安全管理室』、『感染対策室』の皆さんと長崎医療
センターの危機管理を行いました。病院というの
は、周囲の状況等で診療機能の変更や運営方針が
変わることはあり得ます。しかし、医療安全や感染
対策は、病院の大小や周囲の環境に左右されるも

のではありません。安全、安心な医療の提供という
のは病院運営の根幹です。重責ではありましたが、
充実感も得られました。多くの職員のみなさんに
支えられ、助けられた7年間でした。

16年あまりの長崎医療センター生活で、外科医、
研究者 (本人の思い)、管理者を経験しました。

医師として病院生活で経験することが可能な全
ての領域を経験できたのではないかと思います。
大変多くのものを得ました。私の生涯の財産です。

心残りは、『働き方改革』が緒に就いたばかりで
離任するということです。『働き方改革』は、長崎
医療センターがしっかりと取組み、乗り越えなけ
ればいけないものです。その担っている機能を考
えると他病院よりもハードルは高いです。患者を
減らす、診療を縮小するということがないよう、頑
張っていただきたいと思います。

このマンモス病院が、今後も最高の医療水準を
維持し、安全かつ安心で信頼される病院であり続
けるよう、これまで以上に江﨑院長を中心に取り
組んでいっていただきたいと思います。

私は、4月から長崎川棚医療センターに異動とな
ります。病院規模は小さく医師不足の施設です。
しかし、多くの職員が働きやすい、地域の皆さんに
信頼される病院を目指して頑張ります。長崎医療
センターで学んだこと、経験したことを糧に。

最後になりましたが、これまでたくさんの長崎
医療センターの皆さんに導かれ、助けられ、歩んで
きました。ありがとうございました。長崎医療セ
ンターのさらなる発展を強く願っています。

本当にありがとうございました。

專
齋



專
齋

02 03

平成31年3月号

私は平成26年4月から5年間当院でお世話になりました。その間、病院機能評
価、原子力規制庁の立入検査、特定共同指導等の大きな行事を経験させて頂き
ました。特に病院機能評価では、画像診断で最高のS評価、放射線治療でA評
価（取組み事態はS評価だが装置が1台古くA評価とする・・・サーベイヤー談）
を受けました。又、QC活動プロジェクトチームリーダーを2年間させていただき、平
成28年11月に沖縄で開催された国立病院総合医学会の全員交流会において
「QC活動奨励表彰10周年記念賞」を楠岡理事長から病院を代表して頂きました。
これらもひとえに、（故）松岡先生はじめ、皆さんのご協力とご指導の賜物とこの場
を借りて心より感謝致します。今後益々のご発展を祈念致します。

2000年9月、国立長崎中央病院最後の6か月前に臨床検査科長として赴任して
以来して19年になります。赴任後4年間に新病院移転、長崎医療センターへの名
称変更、独立法人化と目まぐるしい環境の変化がありました。臨床研究センター機
能形態研究部長、長崎大学連携大学院教授、臨床検査部長、臨床研修管理委員
長、病理診断科長を兼任し多くの人に支えられて無事定年を迎えることができまし
た。臨床研修管理委員長が私にとって大きな役割で、2007年の衝撃のマッチ割れ
からのスタートで、継続的な改善と施設長の教育への理解、教育の伝統があって、
現在では安定した教育研修体制が出来上がってきました。また、一人病理医から
の出発でしたが、修了生の中から病理を専攻する人が出るようになり、複数体制になり
ました。本院が全国から若い人が集まるブランド病院に発展することを期待しています。

私がとある病棟に勤務していた頃、幼い二人の子供さんをお持ちのお母様が入
院されておりました。花火を一緒に見る約束をしていた私は、患者さんの子供と花
火を眺めていました。暫くすると、病室から患者さんの名前を呼ぶご主人やご家族
の声が聴こえてきました。「ドーン」という花火の大音響に母親を呼ぶ声はかき消さ
れていたのか、満面の笑みで花火に喜ぶ幼子の姿を見るにつけ、私は息が詰まる
思いで子供達の手を握り、母親の元へ連れていくべきか、とても迷いました。花火
が終わり子供達を連れ病室に戻ると、ご主人様が「子供達に母親の最期を見せる
のはとても酷でした。お陰で笑顔の母親を思い出として残してやることができまし
た。」と話されました。私は今でも花火を見ると、幼い小さな手の感触が思い出さ
れます。看護に携わる者として、本当に患者さんやご家族の思いに寄り添えている
のか自問自答の３９年間でした。

定年退職を迎えて異動のご挨拶

機能形態研究部長
伊東 正博

副院長　藤岡 ひかる

放射線科技師長
松永 博

看護部
森山 久美子

この度、長崎川棚医療センターに異動すること
になりました。皆様には大変お世話になりました。
簡単ですが、ご挨拶いたします。2002年10月の臨
床研究センター設立時、機能形態研究部長として
赴任して以来、16年6か月在職いたしました。

私の長崎医療センター生活は、前半の『外科医と
しての9年間』と後半の『副院長としての7年間』に
分けられます。

前半の9年間は、臨床研究センター 機能形態研
究部長・長崎大学連携大学院教授・外科医として、
手術三昧、少々研究という生活でした。

臨床研究センターは、当初、肝臓病研究・治療を
メインテーマにして、外科・内科・放射線科・病理・
救命医師・技術補助員・事務補助員で構成され、
総合的に肝臓病治療の臨床および研究を行う5部
15室からなる組織でした。私は、肝臓外科医とし
て臨床・研究に携わりました。外科医、研究者 (本
人の思い) として、充実した毎日を送りました。

その間、長崎大学連携大学院教授として、2名の
大学院生の学位取得に関わることができました。
また、米倉正大前院長の指揮のもと、南京大学鼓楼
医院との学術交流も行いました。合計4回、中国南
京市を訪れています。このように、大学の研究室の
ごとき研究活動を行い、また肝臓外科医として手
術三昧の生活を送ってきました。

後半の7年間は、副院長として病院運営および管
理者として悪戦苦闘してきました。20年に一度あ
るかないかという『特定共同指導』、5年に1回の『病
院機能評価受審』、恒例の『長崎医療センター健康
フェスタ』、『日本マネジメント学会長崎支部会』な
ど、多くのスタッフの力で大過なく乗り切れたと
自負しております。一時期、医療収支が芳しくない
時期もありましたが、職員一丸となって頑張って
きました。さらに、医療安全管理者として、『医療
安全管理室』、『感染対策室』の皆さんと長崎医療
センターの危機管理を行いました。病院というの
は、周囲の状況等で診療機能の変更や運営方針が
変わることはあり得ます。しかし、医療安全や感染
対策は、病院の大小や周囲の環境に左右されるも

のではありません。安全、安心な医療の提供という
のは病院運営の根幹です。重責ではありましたが、
充実感も得られました。多くの職員のみなさんに
支えられ、助けられた7年間でした。

16年あまりの長崎医療センター生活で、外科医、
研究者 (本人の思い)、管理者を経験しました。

医師として病院生活で経験することが可能な全
ての領域を経験できたのではないかと思います。
大変多くのものを得ました。私の生涯の財産です。

心残りは、『働き方改革』が緒に就いたばかりで
離任するということです。『働き方改革』は、長崎
医療センターがしっかりと取組み、乗り越えなけ
ればいけないものです。その担っている機能を考
えると他病院よりもハードルは高いです。患者を
減らす、診療を縮小するということがないよう、頑
張っていただきたいと思います。

このマンモス病院が、今後も最高の医療水準を
維持し、安全かつ安心で信頼される病院であり続
けるよう、これまで以上に江﨑院長を中心に取り
組んでいっていただきたいと思います。

私は、4月から長崎川棚医療センターに異動とな
ります。病院規模は小さく医師不足の施設です。
しかし、多くの職員が働きやすい、地域の皆さんに
信頼される病院を目指して頑張ります。長崎医療
センターで学んだこと、経験したことを糧に。

最後になりましたが、これまでたくさんの長崎
医療センターの皆さんに導かれ、助けられ、歩んで
きました。ありがとうございました。長崎医療セ
ンターのさらなる発展を強く願っています。

本当にありがとうございました。

專
齋



專
齋

04 05

2年間を振り返って 臨床研修修了報告

平成31年3月号

2年間の初期臨床研修を終え、医師としてそれぞれが専門分野を定めて歩き始めるスタート地点に立ちました。
各科・病院でのイベントで印象に残った出来事を思い出とともに振り返りました。

1年目、2年目の両方で呼吸
器内科をローテートさせていた

だきました。感染症、悪性腫瘍、び
まん性肺疾患など様々な症例を担
当させていただき、加えて、気管支
内視鏡の手技も数多く経験させて
いただき、充実した研修となり
ました。

呼吸器内科

消化管内科と肝臓内科の患者さん
を同時に担当し、それぞれに指導医の

先生がいるという環境はとてもボリュー
ムもあり、様々な疾患を経験できる濃密な
研修ができる診療科でした。また、内視鏡
室の忘年会は非常に盛り上がり、阿比留
先生の“ハッピーな”締めの挨拶がとて
も印象に残っています。学会発表も非
常に貴重な経験となりました。

消化器内科

西原敬仁

学会発表では、全く知らない
疾患でしたが、先生方のおかげ
で様々なことを学ぶことができ
ました。優しい先生方ばかりでと
ても楽しかったです。研修後の
打ち上げは最高でした。

放射線科

日々こどもたちに元気をもらい、
あたたかい先生方に熱心にご指導

いただきました。朝の採血での大号泣、
退院時の笑顔、産声、家族の涙、いろ
いろな感情があふれる毎日でした。ま
た学会発表や臨床研究の機会も与え
ていただき、将来への刺激になりま
した。

小児科

家庭医を目指す私にとって、整形
疾患を抱える高齢者を診れることは

重要と考え、外来を多く見学させて頂
きましたが、多忙な中、どの先生からも
熱心に指導して頂きました。また、家庭医
になる私には今後ないと思われる髄内釘
を入れる機会にも恵まれ、大変貴重な経
験ができました。整形疾患が多く来る
当院のローテート科として必須にすべ
きと感じるほど、学び多き本当に
楽しい1ヶ月でした。

整形外科

脳卒中や外傷、腫瘍など幅広く
手術や周術期管理を経験するこ
とができました。手術室での張り
つめた緊張感や、呼ばれればすぐ
に駆け付け対応する先生方の姿が
憧れです。緊急手術で忙しい中、
その都度丁寧に指導していただ
き、ありがとうございました。

脳神経外科

朝早くに自己研鑽で採血して、
勉強熱心な先生方から毎日手厚
い指導を頂いた1ヶ月でした。
初めての内科研修で戸惑うこと
が多かったですが、優しくフォ
ローして頂いて大変嬉しかっ
たことを覚えています。

血液内科

耳・鼻・喉の基本的な診療手技、
数多くの気管切開も経験させてい

ただき頸部の解剖を理解し、気道管
理の大切さを学びました。研修を通し
て患者さんのQOLに関わってくる診
療科であることを再認識しました。
優しい先生方に囲まれ楽しい１ヶ
月でした。

耳鼻咽喉科

循環器内科ではACSだけでなく、重
症心不全の管理、心筋炎、不整脈などの

症例も経験させていただきました。先生
方が優しく、面白いのでカンファ、飲み会
では笑いが絶えません。もちろん緊急症
例が来た際は迅速に対応し、かっこいい
姿も目に焼き付いています。学会に研
修医をよく連れて行ってくださり、多く
の学会発表を経験させていただき
ました。

循環器内科

松尾友里子

近松元気

秋田美穂

畑山絵理子
田島浩之

塩崎絵里

河野拓

山元暢

腎臓内科での研修は検尿異常で
紹介になった外来患者さんの問診か

ら、透析患者さんの病棟管理、ＦＴＬカ
テーテル挿入、ＰＴＡ、泌尿器科での
シャント造設の助手などいろいろな機
会に恵まれとても勉強になりました。
研修を通して腎臓内科に興味を持
ち、将来の専門領域にさせて頂く
ことにしました。

腎臓内科

山下由恵

專
齋
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リエゾン・コンサルテーション主
体ということで、依頼のあった入院

患者さんの問診・診察をして鑑別を
考えたり、内服薬の調整をしたりと貴

重な経験をすることが出来ました。
また睡眠薬や抗うつ薬などの講義
をして頂き、とても勉強になりま
した。

精神科
何でも診れるgeneralな道を

追い求め、辿り着いたのが麻酔科
でした。麻酔中の五感が研ぎ澄まさ

れる感覚、学ぶほどに熱中する奥深
さ、まさにやみつきです。ここでの

研修で将来進む道に出逢えたこと
は、この上なく幸せに思います。

麻酔科

リウマチ科では自己免疫疾患の診
断・治療戦略を岩永希先生のハイトー

ンボイスで解説して頂き、その深遠な世
界を垣間見ることができました。内分泌

代謝科では生活指導などの文系的要素と
薬物療法などの理系的要素を組み合わ

せて血糖コントロールや患者さんの予
後改善を目指す考え方に興趣が尽
きませんでした。

リウマチ科・内分泌代謝科

病理科では標本の切出しや剖検、
そして組織診断を主にさせて頂きま

した。組織診断ではガイドラインと書
籍を参考に一人でまずは診断とレポー

ト作成をし、その後先生にチェックを
受けるという形で、診断の最後の砦と

も言える病理の一端を担わせて頂
けて非常に勉強になりました。

病理診断科

06 07

平成31年3月号

心臓血管外科を研修した1カ月間
は毎日のように予定手術や緊急手術

があり、忙しい中でも熱心に患者さん
に向き合う先生方の姿を見て外科医と

してあるべき姿を学ばせていただきま
した。また、縫合の練習も丁寧に教え
ていただき外科系志望だった私は
すごく充実した研修を過ごせま
した。

心臓血管外科

薬疹や真菌感染といった頻度の高
い疾患から、見落としてはいけない疾

患まで幅広く学ぶことができました。ま
た、生検やオペでは、手技をたくさん経

験できました。今後の医師人生で役立つ
知識を身につけることができ、大変良

かったです。熱心に指導して下さった
石川先生と樋口先生ありがとうご
ざいました！！

皮膚科

4 ヶ月通し、70名以上の患者さ
んを担当させて頂きました。感染症

やアルコール依存症など様々な疾患・
背景へのアプローチやトータルマネジ

メントを学べました。研修医教育を親
身に考えて下さる先生方に感謝致し

ます。充実し楽しい日々をありがと
うございました！

総合診療科

前立腺生検をさせていただい
たり、膀胱鏡の操作をしたり、腎移

植の手術に入らせていただいたりと
印象に残ることが沢山ありました。

腎・尿路、前立腺、シャントと幅広
い分野の勉強をすることができ充
実した1か月となりました。

泌尿器科

内山憲一郎

中村光流

衛藤祐樹

阪口真千

救急外来での創傷処置から広範
囲熱傷、顕微鏡下血管吻合まで先生

方のフットワークの軽さ、診療範囲の
広さに驚かされました。患者さんから

生活状況を綿密に聴取し、日常で起
こりうる支障まで考慮して治療選択
をする、医師としての基本的な姿
勢を学ばせていただきました。

形成外科

産婦人科は様々な分野があり、
手術やお産、外来など毎日とても

充実していました。忙しい中でも無
事に赤ちゃんが生まれてきた時には

疲れが吹っ飛びました。教育熱心
で面白い先生方と一緒に仕事が
出来てとても楽しかったです。

産婦人科

本多明日美

３ヶ月間の間にPrehospitalか
ら救急外来での初療、ICU管理まで

経験をさせていただき充実した研修生
活を送ることができました。ICU管理

では患者さんと寄り添う時間が長く多
くのことを患者さんから学ぶことがで
きたと思います。ドクターヘリでの
研修は非常に刺激的でした。

救急科

カンファ、回診、手術、準備、飲み
会のめまぐるしい毎日をただがむ

しゃらに走り続けました。先生方の
厳しくも愛の溢れるご指導で何度も

奮い立たされたことを覚えています。
一番きつく、一番楽しいローテー
ションでした。

外科

川口雄太

浅野太郎

乘富大地
稲田明穂

柳田隆宏

田島まり江

平戸市民病院に1 ヶ月間お世話にな
りました。より高齢化が進んでいる地域

への訪問診療では、個々の生活環境や医療、
福祉サービスの提供の実情を実際に目の当

たりにでき非常に良い経験になったととも
に、地域包括ケアの重要性を改めて実感す

ることができました。休日は乗馬に温泉、
ご飯もヒラメに平戸牛、生月に行けば絶
景ポイントもあり 、1 ヶ月間暇はなく
出突っ張りでした（笑）

地域研修

大塚悠介

奈須峻之

研修修了おめでとうございます。これからの10年間が医師人生で大変重要な時期になります。常に目標
を定めて自己研鑽を積んで専門研修に励んで下さい。そのためには良きメンターに出会うことが大変重要
です。常に医療に対して誠実に向き合うことで道は拓けるものです。また同期の絆を大切にし、切磋琢磨し、
ある時は頼り合う存在になって、これからの医師人生を送ってください。皆さんのご活躍と明るい未来を期
待しています。

臨床研修管理委員長　伊東 正博

專
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日本マネジメント学会第19回長崎支部学術集会に参加して
医療安全推進者会議担当 副看護師長　小玉 美香

当院の医療安全推進者の1年間の活動として
「SBARを活用した適切な情報伝達方法の教育」という
テーマで、日本医療マネジメント学会長崎支部学術集
会で発表しました。
医療安全推進担当者が各部署でSBAR（起こってい

る内容を、より分かりやすく相手に伝えるためのコミュニ
ケーションスキル）の定着を目指し勉強会を開催し、
SBARカードの内容や使用方法の検討を行い、全ス
タッフが携帯できるように配布するという取り組みを行っ
た結果、配布後の看護師のSBARカード所持率が78％
であったという内用です。
発表後の質疑応答の中で、SBARカードの使用につ

いて「報告される側の医師の感想も聞いてみてはどう
か？」と意見をいただきま
した。今後、意見をいた
だいたことを実行し、さら
に医療安全が推進でき
るような活動を継続して
いきたいと思います。

第6回院内クリパス大会を終えて

2月13日に第6回院内クリパス大会が開催され、
医師・看護師・薬剤師・放射線技師・栄養士・事務
部門から、計49名の参加がありました。
今回は、当院のパスの現状や推進部会の活動、

バリアンス分析、検査内容の検証など計7演題の発
表を行いました。これまで、医師・看護師によってパ
スの修正を行ってきましたが、昨年度からコメディカ
ルの推進部会委員もバリアンス分析やパスの修正
に加わるようになりました。それぞれの職種からの意
見でパスを見直すことにより、算定項目・検査項目・
アウトカム設定などをより適正なものへ見直すことが
でき、毎年パス大会でも報告することができています。
江﨑院長も最後に述べられましたが、働き方改革

が叫ばれる今、クリパスは非常に有用なツールにな
ると思います。適用率(稼働率)も重要ですが、同時

3B副看護師長　山﨑 清史

に改良を重ねることがさらに大切です。クリパス委員
会・推進部会ともによりよいパスの運用に努めてい
きますので、よろしくお願いします。

行事食2018

当院の栄養管理室は、診療及び治療における栄養管理計画・栄養サポートを担うと共に、患者さんにバラエティー
で楽しみのある食事を提供することを理念として業務を行っております。本年度も多岐にわたる行事食をご提供させ
ていただきました。その一部をご紹介いたします。

3 月
ひな祭り

7 月
七 夕

10 月
おくんち

10 月
体育の日

11 月
紅葉御膳

12 月
クリスマス

5 月
こどもの日

6 月
父の日

栄養管理室

SBARカード
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1年目看護師の1年間の成長

4月に入職した看護師も1年間の学びをたくわえ先輩看護師になろうとしています。入職当初は緊
張した面持ちでしたが、新しい技術ができるようになったり、夜勤に入ったり、一人でできることが増
えていき、次第に自然な笑顔がみられるようになりました。
2月には、多重課題時の優先順位判断について研修を行いました。動画を見てグループワークを
行いましたが、「患者さんの生命・安全を優先して患者さんに声かけを行いながら行動していきた
い」「先取り看護（起こる前の対応）が大切であることに気付けた」「多重課題になったときは、一人
で対応しようとせず応援を呼ぶようにする」などの学びができていました。
所属部署においては、患者さんと真摯に向き合おうとする姿勢がみられます。実際に患者さんか

らも「1年目として一生懸命、仕事をしているのが伝わってくる」「やさしく丁寧に対応してもらった」な
どの言葉もきかれています。
今後も患者さんと向き合う姿勢を忘れることなく、さらに成長してくれることを期待しています。

看護部教育委員会　井口 麻里

看護部だより 9
Vol.

平成31年3月号

藤岡　ひかる
井上　拓馬
厨　　源平
谷口　堅
釘山　統太
足立　利幸
村山　雅俊
濵口　陽
大塚　雅和
足立　美沙
竹本　真之輔
千綿　雅彦
中島　潤
副島　駿太郎
石山　智子
荒木　寛
望月　夏紀

医師人事異動（転出）

副院長
リハビリテーション科医長
内分泌・代謝内科医長
外科医長
外科医師
外科医師
整形外科医師
小児科医師
小児科医師
腎臓内科医師
呼吸器内科医師
血液内科医師
血液内科医師
耳鼻いんこう科医師
形成外科医師
麻酔科医師
麻酔科医師

内科専攻医
内科専攻医
内科専攻医
総合診療科レジデント
総合診療科専攻医
救急科レジデント
救急科レジデント
泌尿器科レジデント
小児科レジデント
小児科専攻医
消化器内科レジデント
内分泌・代謝内科レジデント
外科レジデント
神経内科レジデント
循環器内科レジデント
臨床検査科専修医
神経内科レジデント

芦澤　博貴
大和　慎治
池田　智成
赤城　翠
阿部　千鶴
村橋　志門
増田　太郎
松田　剛
江﨑　裕幸
石川　太郎
嶋倉　茜
徳満　純一
今井　諒
冨田　祐輝
福田　侑甫
大坪　智恵子
大塚　寛朗

からの

[研修内容]
  5月：職員の一員としての自覚
  6月：看護技術（ポンプ、酸素ボンベ）
  7月：夜間勤務心構え
  9月：看護技術（フィジカルアセスメント）
10月：中間評価
12月：医療安全
  1月：多重課題・タイムマネジメント
  3月：最終評価

1年で本当に成長
しました。

研修の様子：グループでの意見を発表しています

６R（患者・薬剤・目的
・用量・用法・時間）

確認しながら
注射を準備します

しっかり確認して
交換します 救命センターからの

受け入れも
一人で行います

2019年ゴールデンウィーク期間中の診療につきまして
当センターでは、4月27日（土）から5月6日（月）の期間中、一般外来は、暦通りの休診日とさせ

ていただきます。
なお、救急診療については、通常通り、24時間体制で対応させていただきます。ご不便をおかけ
いたしますが、何卒ご了承いただけますようよろしくお願い申し上げます。
一般外来は、5月7日（火）より通常通り診療開始させていただきます。
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材料（４皿分） 作 り 方

春キャベツの
じゃこ海苔サラダ

包丁を使わない料理だよ。
焼き海苔と酢醤油のたれに
コチュジャンを入れても

おいしいよ！

管理栄養士  吉川より

春キャベツはやわらかく甘みがあります。ビタミンCやビタミンU、カルシウム、食物繊維のほか、
うまみ成分であるグルタミン酸を含み、生でも加熱しても食べやすい便利な野菜です。特に、ビタ
ミンUは他の野菜にはあまり含まれていない、キャベツ特有のビタミンです。胃粘膜の再生や潰瘍
を抑える効果があります。

１

2

3

4

５

春キャベツを良く洗い水気を拭き取り、手で4㎝程度にちぎる。

焼き海苔は2㎝程度にちぎる。

ごま油をフライパンに注ぎ強火で20秒ほど熱し、その中にちり
めんじゃこを入れ20秒ほどで火を止める。①の春キャベツに
かけて和える。

②の焼き海苔と、酢、醤油を混ぜる。

③を皿に盛り付け、④をかけて出来上がり。

春キャベツ 1/2玉　　
ごま油 50g 
ちりめんじゃこ 40g
焼き海苔 1枚
酢 大さじ2
醤油 大さじ2

長崎医療センターの使命理　念
高い水準の知識と技術を培い
さわやかな笑顔と真心で

患者さん一人一人の人格を尊重し
高度医療の提供をめざす

長崎医療センターは以下の活動を誠実に行い、地域拠点病院として住民の皆さんと
医療機関からの信頼を得ることを使命としています。
安全で質の高い医療を提供する
絶対に断らない救急医療の最後の砦となる気概を持つ
地域の医療機関、行政と密接に連携する

すべての医療人と学生に魅力的な教育研修を提供する
臨床研究を推進し、国際医療協力に貢献する


