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【理念】
『勤労者と地域の皆様に良質な医療を提供します』

【基本方針】
1. 人権を尊重した患者中心の医療の実践
2. チーム医療に基づいた安全で専門的な医療の推進
3. 地域に根づいた急性期医療の提供
4. 早期社会復帰への支援
5. 予防医療による健康づくりへの貢献

【看護部　理念】
私たちは、（対象の）いのち・くらしに寄り添い、誠実な看護を提供します。  

病院の理念と基本方針
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Salutation 副院長ご挨拶

新任のご挨拶
長崎労災病院 副院長　北川 直毅
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　この度、副院長を拝命しました北川直毅（きたがわなおき）と申しま
す。私は1982年に長崎北高校、1988年に長崎大学を卒業し脳神
経外科に入局、県内の病院を転 と々した後、1998年から2009年ま
で大学病院、その後済生会長崎病院勤務を経て2016年から長崎労災
病院に脳神経外科部長として勤務しています。労災病院勤務は今回が初
めてではなく、1990年からの1年間と1994年からの2年間の今回で3回目であり、以前の古い病院で横山元
院長から薫陶を受けていました。当時は佐世保市総合医療センターに脳神経外科が開設されたばかりで、
佐世保中央病院や川棚医療センター、伊万里・有田には脳神経外科はなく、北は平戸・松浦、東は伊万里・
有田、南は波佐見・川棚から患者さんが運ばれてきていました。
　私の専門は脳血管障害で、特に脳血管内治療を長崎県で初めて行った一人です。この分野は20年前
ごろから急激に発展した分野で、現在は脳神経外科内の sub-specialtyとしては最大の分野であり、当初
は脳動静脈奇形などのシャント疾患に塞栓術を行ってましたが、くも膜下出血の原因である脳動脈瘤に対し
てコイル塞栓術を行うようになり、脳梗塞に対してもステント留置などを行うようになりました。当院では直達手
術と血管内治療の良いところを選択し、確実で安全な方法での治療を目指しております。また特に５～６年
前からは急性期脳梗塞に対して機械的血栓回収術が積極的に行われる様になり、現在急性期虚血性脳
卒中（AIS）の標準的治療となっております。その成績は治療する側も驚くようなものであり、NNTは2程度
と言われています（2人の患者を治療すれば1人に利益がある）。①顔面の左右差、②片側の腕の麻痺、③言
葉の障害が発症してから数時間以内（通常8時間、条件が許せば12時間以上でも）であれば適応になる可
能性が高く、救急車で専門病院に紹介下さい。県北医療圏では、佐世保市総合医療センター・佐世保中
央病院・当院の３病院が輪番で２４時間対応しています（実はなかなかこの体制を組めている地域は日本国
内でも少ないと思われます/コロナクラスター時には３病院で協力できました）。特に麻痺や失語が強い患者で、
眼球偏位や立体失認・無視のある患者さんで心房細動を認める場合には良い適応と言われています。
　新型コロナウイルス感染拡大で大変な面がありますが、昨年の小西院長就任の新体制の元、安全管理
とチーム医療を重視し、地域医療に貢献していきたいと考えていますので、これまで以上のご支援、ご協力
を何卒宜しくお願いします。

長崎労災病院　脳神経外科ダイレクトコ－ルの適応症状について

長崎労災病院　脳神経外科ダイレクトコ－ルを設置しています。

①　今まで経験したことのない突然の激しい頭痛
②　顔のゆがみ（顔面が左右非対称）
③　上下肢の片麻痺 
　　（開眼させ片方の上肢あるいは下肢の挙上・保持が出来ない、下垂する）
④　言語障害（不明瞭、呂律が回っていない、無言、意味不明）
⑤　繰り返すけいれん発作
⑥　血圧低下や発熱のない遷延する意識障害

近隣医療機関の方へ 外傷等それ以外の場合（近隣医療機関が受け入れ困難で頭部病変が疑われる場合）
には、ダイレクトコールでお気軽に相談ください。
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　令和3年1月より病理診断科部長を拝命いたしました力武美保子です。どうぞよ
ろしくお願いいたします。病理診断科は患者様から採取した検体より標本を作製し、
主に顕微鏡で形態学的に診断を行なっております。病理診断科は2008年に初め
て標榜科となり、これを機に一般的にも周知されつつあります。数年前には
TOKIOの長瀬智也さんが「僕の言葉は絶対だ」という決め台詞で病理医を演じら
れたのは皆様ご存知でしょうか。そしてあの天才子役芦田愛菜さんも病理医に興味
があるという記事を見かけ、ここ数年の社会の変化を随分と感じております。
　この度常勤となったことで、以前より病理診断を早くお知らせする事ができると思います。また、術中迅速
診断が可能となりました。術中迅速診断は乳癌のセンチネルリンパ節転移の有無、悪性腫瘍の切除範囲の
検討等を手術中に行います。患者様に負担がかからないベストな治療方針の決定に少しでも貢献できればと
思っています。また、臨床の先生方とも術前・術後のカンファレンスを行い、病変の確認、問題点、病理診
断などを一緒に確認します。そういったディスカッションの場を大切にし、最終的に患者様へ質の高い医療を提
供することに繋げられればと思います。
　2019年からがんゲノム医療が保険適用となり、各個人の腫瘍細胞の持つ遺伝子変異のみで治療方針が
決定されるというような時代も遠くないかもしれません。がんゲノム医療の際にも患者様の腫瘍より作製した病
理検体からの DNA採取が必要となります。DNA・RNAは非常に繊細な物質であり、これらを保存するため
に病理検体を適切に取り扱い保管することが、これからの病理診断科には求められています。
　昨今の新型コロナウイルスの影響で私たちの生活は一変しました。スライドガラスと顕微鏡に拘っていた病理
の世界でもデジタル化が急速に進んでおります。昨今の医学界もめまぐるしく変化しつつありますが、時代の
流れに遅れないように日々 精進し、長崎労災病院の医療に尽力できればという思いです。

Salutation
新任のご挨拶 病理診断科部長　力武 美保子

Topics
コロナウイルスワクチン接種について

　コロナ禍を収束させる期待を持たれているワクチン接種ですが、２月から医療従
事者への接種が開始され、日々 副反応などについての報道を耳にします。今後、
次第に市民の皆様にも拡大されていくことでしょう。
　従来のワクチンと何が違っているのでしょうか？ また、現在までに何がわかって、
何がわかっていないのでしょうか？ ワクチン接種を受けるのであれば、知っておきたいものです。
　現在先行接種中のファイザーワクチンについて注目する点は、新規の mRNAワクチンであり、有効率（発症
予防率）は約95％とインフルエンザワクチンよりも高いことでしょう。最も関心を集めている副反応については、
アナフィラキシーの頻度は20万人に1人程度で、その9割以上が女性であり、8割にアレルギー歴があった等です。
インフルエンザワクチンよりも接種時には痛みは少なく、局所の疼痛や発熱など頻度は多い様ですが、軽微な
ものが多いようです。
　コロナウイルスのワクチンは新規開発されたものであり、治療成績、副反応ともに、検討される時間に限りが
あったため、今後も情報収集が必要ではありますが、アナフィラキシーなどへの副反応対策を万全にして臨むこ
とで接種率を上げ、地域としてコロナウイルスへの免疫を十分に持つ集団となれば、コロナウイルス

（COVID-19）も季節性インフルエンザと同じような扱いにできる日々 も遠くないと思っております。

Salutation

第三呼吸器内科部長　本田 章子
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New Face 新任医師の紹介　4月1日付け採用

異動のお知らせ　3月31日付け退職

整形外科（整形外科副部長）
脳神経外科（脳神経外科医師）
皮膚科（皮膚科医師）

根井 吾郎
岡村 宗晃
田代 綾香

役職 氏名

内科（内科医師）
外科（外科医師）
整形外科（脊椎外科部長）

山川 耕平
右田 一成
山口 貴之

役職 氏名

泌尿器科（泌尿器科部長）
麻酔科（麻酔科副部長）
研修医

丸田　大
島崎 綾子
孟　祥飛

役職 氏名

福岡大学　Ｈ29年卒

麻酔科

藤本　得宮子
ふじもと え　く　こ

　周術期は麻酔科のみでは成り立たない領域ですの
で、他科の先生方・他チーム医療の職種の方々との
連携を大切にし、麻酔・治療に努めたいと思います。
宜しくお願い致します。

金沢医科大学　Ｈ26年卒

整形外科

池永　仁
いけなが じん

　4月より赴任します池永と申します。
　地域の皆様のため誠心誠意、診療にあたらせてい
ただきます。
　よろしくお願い致します。

福岡大学　Ｈ26年卒

整形外科

貞松　毅大
さだまつ たけひろ

　救命救急医として3年間働いた後、整形外科医と
なり3年目です。佐世保に住むのは初めてですが、
県北の医療に貢献できるよう頑張りたいと思いま
す。よろしくお願いします。

札幌医科大学　Ｈ20年卒

脳神経外科

前田　肇
まえ　だ はじめ

　これまで諸先輩方より御指導いただきました知識
と技術を皆様のお役に立たせられるよう精一杯精進
して参りたいと思います。

長崎大学　Ｈ25年卒

泌尿器科

湯野　努
ゆ　の つとむ

　佐世保共済病院より赴任しました湯野努と申しま
す。これまでの諸先輩方と比べると若輩者ではござ
いますが、日々研鑽を積みながら、診療に励みたい
と思います。よろしくお願い致します。

福岡大学　Ｈ28年卒

形成外科

柳瀨　翔
やな　せ しょう

　このたび4月付けで赴任いたしました。異動前は
佐世保市総合医療センターで勤務しておりました
が、今後は形成外科の今泉部長のもと皆様のお役に
立てるよう努めて参る所存です。

福岡大学　Ｈ28年卒

皮膚科

松田　亜依
まつ　だ あ　い

　福岡大学皮膚科学教室所属の松田亜依と申しま
す。皮膚科4年目で、まだまだ未熟な点がありご迷
惑をおかけすることが多々あると思いますが、これ
からどうぞよろしくお願い致します。

大分医科大学　H4年卒

外 科

橋本　敏章
はしもと としあき

　長崎県五島中央病院より参りました。島に12年
間お世話になりました。周辺に居たことはあります
が、佐世保市自体は初めてで土地勘もなく右往左往
しております。早く慣れ、皆様のお役に立てるよう
頑張ります。

長崎大学　H30年卒

整形外科

中尾　公勇
なか　お こうゆう

　4月から長崎労災病院でお世話になります整形外
科医の中尾です。症例1つずつ丁寧に対応し、患者
ファーストで頑張ります。

異動のお知らせ　4月30日付け退職

内科（総合内科医師） 木岡ともみ
役職 氏名
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Topics

Topics

当院での研修を終え、研修を振り返って
　2年間の初期研修が順調に終わりました。長崎労災病院の皆様には色々お世話になり、誠にありがとうござ
いました。もともと中国で10数年ほど医師をしておりましたが、来日し日本の医療システムと先進的な医療技
術が大変勉強になりました。
　将来は、地域医療に貢献し、患者さんに信頼される医師になるため、引き続き頑張ります。

　当院では、医療安全活動の向上をめざ
し各部署で日常業務に潜む危険を検証し、
改善点をスタッフ全員で意見を出し合い、
病院全体の取組みとして患者さま、職員
に対して活動報告を行っています。
　活動報告として、１階の外来フロアー
に掲示を行いました。優秀な活動報告に
ついては、表彰を行い、今後の医療安全
活動に対する意識の向上に繋げています。

医療安全活動の取り組み

医療安全活動報告　優勝部署が決定！

皆様、おめでとうございます。先日、表彰式を執り行いました。
優勝 ： ME　２位 ： 西病棟　３位 ： 栄養管理室　

11 22 33

医師　孟 祥飛
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Columu

　新型コロナウイルスの感染拡大の終息の兆
しが見えない中、複数の企業や団体、個人の
方から様々なお心遣いを多数いただいており
ます。皆様の温かいご支援に心より感謝申し
上げます。
　先日、一般社団法人　全日本・食学会より、
常任理事である上柿元勝さんがオーナーシェ
フを務める、長崎市のパティスリー・カミー
ユのタルトや焼き菓子を届けていただきまし
た。
　上柿元さんは、2003年にフランス共和国
より農事功労章シュバリエを受章され、日本
フランス料理界のリーダーといわれる名シェフで、大変ご多忙の中、当院

のスタッフを激励に自ら足を運んでくださいました。
　また、JA長崎県いちご部会よりいちごをいただきま
した。その日の朝に摘んだばかりのいちごをスタッフ
全員にいきわたるほど届けていただき、こちらもＪＡ
ながさき西海いちご部会の横田部会長とＪＡ全農なが
さきのスタッフの皆さんが、かわいいいちごのハッピ
を着て届けてくださいました。
　まだまだ医療の現場は大変厳しい状況にあります
が、皆様からの温かいご支援を励みに、今後も全職員
が一丸となって、安全な医療を提供していきたいと思
います。

Topics

放射線部だより①

ご支援の御礼

TopicsColumu 放射線部だより　vol.1

　その昔、撮った写真はお店で現像してもらい、アルバムに保存するのが普通でした。時代は銀塩フィル
ムカメラからデジカメ、スマホへと代わり、プリントせずにそのまま画面で見たり、メールで送信して他
人と共有することができるようになりました。医用画像の分野でもデジタル化は進んでいます。
　当院でも、20年くらい前までは撮影後プリントしたフィルムを患者さんにお渡ししていました。今では
撮影後３秒程で画像が表示され、送信をすればすぐに診察室のパソコンで医師が見ることができます。　
　そして他院紹介のとき、フィルムではなく画像をCDに入れてやり取りするようになりました。近い将来、
地域の医療機関が完全にネットワークで繋がり、すべての情報が共有できるようになる便利な世の中にな
るのかもしれませんね。
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部署紹介 診療情報管理室紹介
診療情報管理士　松林 直美

Topics スタッフインタビュー【vol.10】

◎がん化学療法とはどんな治療ですか？
　「がん化学療法」とは、主に殺細胞性抗がん剤による治療のことを示し
ていました。しかし、医学の進歩に伴い、多くの薬剤が開発され、現在は「が
ん薬物療法」と表現されています。「がん薬物療法」は、従来の殺細胞性
抗がん剤、分子標的治療薬、ホルモン剤、免疫チェックポイント阻害薬
などを用いて行うがん治療です。

◎がん化学療法看護認定看護師とはどのような仕事ですか？
　がんと診断された時から、心と身体のケアを行う仕事です。
　具体的には、治療を安全に受けることができるように、点滴中の管理を行い、医師・薬剤師な
ど多職種と連携して副作用に対する支援を行います。
　また、がんと闘う患者さま・ご家族の「不安」「つらい気持ち」など心をサポートしていくこと
が一番大切な仕事だと考えています。

◎どこで活動していますか？
　基本的には1階内科外来裏の「化学療法室」を中心に活動しています。その他、各科外来や病棟
で「がん薬物療法」を受ける患者さまの支援をしています。
　また昨年4月から「看護外来」と開設しました。ここでは

「がん薬物療法」を受ける患者さまの心と身体のケアを行
います。当院で治療中の方はどなたでも受けることができ
ますので、各診療科の医師や看護師にお尋ねください。

今回は、がん化学療法看護認定看護師　本山 麻理子さんにインタビューしました。

　診療情報管理室は、膨大な診療諸記録の保管・運用が適正に行
われるように管理する部門です。平成17年に「病歴室」から、機
能強化のために「診療情報管理室」へ編成されました。カルテをは
じめとする診療諸記録は、法律に定められた安全確実な管理を行うと
ともに、患者さんの継続的な診察や臨床研修のために迅速・容易に利用でき
る環境作りが必要不可欠です。当院では、平成24年12月に電子カルテを導入し必要な診療情
報の参照や検査・治療オーダーを容易にすべくシステムを構築・改善してきました。また、電
子化に伴いペーパーレス・フィルムレス化・業務効率アップにも繋がりました。
　診療情報は診療情報管理士により随時チェックを行っています。その他全国がん登録・DPC
による包括支払い制度への参加・カルテ開示等を行っています。
　令和3年3月1日には電子カルテの更新を行い管理業務内容が大
きく変化する中、大切な情報を慎重に取り扱い、かつ迅速に情報
提供出来るよう日々業務に取り組んでいます。



曜日
診療科

月 火 水 木 金
午　前 午　後 午　前 午　後 午　前 午　後 午　前 午　後 午　前 午　後

一
般
内
科

新　患

本田章子
卜部繁俊

平岡知子
吉村映美

後藤貴史
小泉陽介

池田　徹 山領　豪
海外旅行外来

再　来 山領　豪
西山　明 後藤貴史 池田　徹

卜部繁俊 平岡知子
本田章子
小泉陽介
肝臓専門外来

（予約）

後藤貴史
吉村映美

海外旅行外来

循
環
器
内
科

新　患 山佐稔彦 貝原宗平 田中規昭 山佐稔彦 貝原宗平

再　来 山佐稔彦 山佐稔彦

外

　
科

新　患 夏田孔史 夏田孔史
（急患紹介）

前川恭一郎 前川恭一郎
（急患紹介）

岩田　亨 橋本敏章
（急患紹介）

前川恭一郎 前川恭一郎
（急患紹介）

橋本敏章 橋本敏章
（急患紹介）

再　来 岩田　亨
夏田孔史

岩田　亨
前川恭一郎

岩田　亨
橋本敏章

岩田　亨
前川恭一郎 夏田孔史

乳 癌 外 来
○

（要確認）
○

（要確認）
○

（要確認）

甲 状 腺 外 来
○

（要確認）
○

（要確認）

整
形
外
科

新　患

鳥越雄史
三溝和貴
舛本直哉
下永吉洋平

岩元俊樹
髙橋良輔
宮坂　悟

小西宏昭
原真一郎
髙橋良輔
貞松毅大

小西宏昭
田中奈津美
吉里　広

馬場秀夫
池永　仁
中尾公勇

再　来
馬場秀夫
原真一郎
田中奈津美

三溝和貴
貞松毅大
中尾公勇

鳥越雄史
池永　仁
吉里　広

岩元俊樹
舛本直哉
宮坂　悟

小西宏昭
髙橋良輔
下永吉洋平

形 成 外 科 今泉敏史 今泉敏史 今泉敏史 今泉敏史

脳 神 経 外 科 廣瀬　誠
廣瀬　誠
（脳ドック）

セカンドオピニオン
外来

北川直毅
近松元気 北川直毅 廣瀬　誠

前田　肇 前田　肇

皮 ふ 科 松田亜衣 松田亜衣

泌 尿 器 科 湯野　努 湯野　努 湯野　努 湯野　努 湯野　努

眼 科 和田光代 和田光代 和田光代 和田光代
和田光代
長崎大学

（非常勤）

耳 鼻 咽 喉 科 安達朝幸 安達朝幸 安達朝幸 長崎大学
（非常勤）

安達朝幸

麻 酔 科 大路牧人
大路奈津子

福崎　誠
大路奈津子

大路牧人
大路奈津子

青木　浩
大路奈津子

大路牧人
大路奈津子

　

※ ○（要確認）：予約のご相談が可能です。外科外来にご確認ください。

完全予約制のため、専門の医師の新患担当日に事前予約をお願いいたします。
緊急患者の紹介につきましては、病院代表電話へご連絡ください。当日の救急担当医にお電話をお繋ぎいたします。

ろ
う
さ
い
ひ
ろ
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季
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号
 2021年

4月
発

行

〈受付時間〉 新患／午前 8:15～午前 11:00
 再来／午前 8:15～午前 11:00
〈休診日〉 土・日曜・祝日（振替休日を含む）・国民の休日
 年末年始（12 月 29 日～1 月 3 日）
※救急患者はこの限りではありません。

〒857-0134　佐世保市瀬戸越2丁目12番5号
TEL 0956-49-2191　FAX 0956-49-2358
www.nagasakih.johas.go.jp

独立行政法人 労働者健康安全機構独立行政法人 労働者健康安全機構

発行責任者　小西 宏昭
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健
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安
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機
構

■［バス］西肥バス 「矢峰経由柚木行」に乗車【労災病院入口バス停】にて下車
■［タクシー］佐世保駅より約20分　左石駅より約3分
■［MR松浦鉄道］左石駅・泉福寺駅より徒歩約10分

MR左石駅 MR松浦鉄道

佐世保
工業高校
　　●● ●

●

長崎労災病院
●

MR泉福寺駅

労災病院入口

相浦川

大野モール

親和銀行
大野支店

共立自動車学校

498

204

交通案内図

各科外来診療担当医師一覧表 2021.4.1 現在


