
ろうさいひろば

【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
6. 治療と仕事の両立支援及び産業保健活動の推進

【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

季刊秋号
2022.10

広報誌独立行政法人 労働者健康安全機構

ご挨拶　総務課長兼会計課長　岩崎 梢

新任医師紹介
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中央検査部だより Vol.3 動脈硬化に要注意！
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Salutation 総務課長兼会計課長 挨拶

ご挨拶
長崎労災病院 総務課長兼会計課長　岩崎 梢

ご挨拶
消化器内科　北川 瑞希　[ 長崎大学　H29 年卒 ]

　令和３年４月から総務課長兼栄養管理室長として赴任し、

令和４年４月からは会計課長も兼務しております。これまで東京

労災、釧路労災と本部で勤務し、ここ長崎労災で初めての九

州地区勤務となりました。

　栄養管理室の主な業務は、皆さんにとっても想像がしやすいかと

思いますが、栄養や食形態など、入院患者さん一人ひとりに合わせた食事を提供することです。「ちゃ

んぽん」が人気メニューとなっているあたり、さすが本場の長崎県だなと感じます。おいしい食事を提供し、

栄養面だけでなく、気持ちの面からも療養中の患者さんを支えられるように努めてまいります。

　会計課は診療費の会計、物品の調達や施設の営繕などを担当しております。昨今の物価高騰に

より、頭を抱えているご家庭も多いことと思いますが、当院も例外ではありません。いかにしてコストを抑え、

患者さんの診療に役立つモノやサービスに投資をしていくのか、日々その方法を検討しております。

病院の金庫番として、適切な財務管理に尽力してまいります。

　病院のよろず屋である総務課は、職員の就業や給与などに関する対内的な業務と、病院の代表窓

口としての対外的な業務の両方を担っております。患者さんに直接お会いする機会は多くありませんが、

病院全体が円滑に回るように、縁の下の力持ちとして業務に励んでおります。院内の忘れ物対応から

災害時の対応まで、どのようなトラブルも素早く解決することを心掛けてまいります。

　それぞれの部署において、スタッフ一同で協力し合い、この長崎労災や地域の患者さんのために

できることを考え、実行していきたいと思います。

　消化器内科を専攻し内科専門医取得に向け目下修練中

です。消化器疾患を通して地域の健康増進や医療スタッフ

の診療の一助となれますよう努めて参りますのでよろしくお願

い致します。
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　放射線科医のイメージは、日本放射線科専門医会・医会のアンケート調

査によると、最多が「レントゲンや CTを撮る」、2番目が「大きな病院には、いる」

で、少数ではありますが、「原子力発電所にいる」もありました。放射線科はテレビドラマのラジエーショ

ンハウスで多少は知った方もいると思いますが、まだまだ、認知されていないのが現状です。

　医療機関の放射線領域の従事者は放射線科医と診療放射線技師に、さらに放射線科医は放射

線診断医と放射線治療医に分けられます。放射線診断医は画像に関する豊富な知識を持っており、

CTや MRI、核医学（RI）などの画像検査による病気の診断（画像診断）、画像検査を用いた治療

や組織の生検（IVR：interventional radiology，詳細は割愛させていただきます）を行っており、必

要な追加の画像検査を主治医へ提案することもあります。放射線治療医は放射線を用いた悪性を含

めた腫瘍などの病気の治療（放射線治療）の計画を行っています。放射線科医は画像を撮影・撮像

してはいません。患者を直接診察することは少ないですが、主治医の診療を手助けすることに重要な

役割を担っており、欧米では“Doctor’s Doctor”と呼ばれています。一方、診療放射線技師は放射

線科医や主治医の指示の下に画像の撮影・撮像、放射線治療を行うプロの技術者です。

　放射線科医は全ての医療機関にいるわけではありません。国内では、数が需要に対して圧倒的に

不足しています。放射線科医の常駐する医療機関は全体の20%、関与できている画像検査は全体

の半数程度に過ぎず、仕事量は世界で断トツ

1位（欧米の約3倍）になります。

　当院の放射線科では、放射線科医は1名

の放射線診断医（私）のみ常駐しています。

令和4年4月に私が放射線科の部長として赴任

いたしましたが、常勤の放射線科医はその前

の2年間不在であり、2年ぶりの復活となります。

画像診断と IVRを行っていますが、画像診断

は私だけでは全てをこなせないので、出来ない

分は画像をネット送信し、他の放射線診断医

に画像診断（遠隔読影）していただいています。

IVRは肝癌に対するカテーテルを用いた治療

（肝動脈化学塞栓療法・肝動注化学療法）

や CTガイド下膿瘍ドレナージなどを行っていま

す。院内で患者の皆様とお会いすることはあま

りありませんが、診療において、縁の下であく

せくしながら、活躍しております。診察の際に「放

射線科に視てもらっていますか？」、主治医に

確認してみてください。

Topics

放射線科って何しているの？
放射線科部長　川原 康弘

出展：日本放射線科専門医会・医会　制作者：月見あいす
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Topics

　令和4年7月27日に当院と消防隊（佐世保市消防局、平戸市消防本部、松浦市消防本部、伊万里・
有田消防本部）との症例検討会を開催しました。この症例検討会は、実際の症例に対する検討及び
意見交換、ミニレクチャー等を通して、救急医療機関である当院と救急隊員の方々との連携を強化す
ること、救急業務をより円滑に遂行することを目的としています。以前は年2回開催していましたが、
近年は新型コロナウイルスの影響により中止
していました。今回3年振りに開催の運びとな
り、集合型とオンラインを融合させたハイブ
リッド形式で実施しました。当院からは症例発
表とミニレクチャーを行いました。消防隊の
方からは当院への搬送症例等についての報告
や質問、要望等があり、それに対して回答及
びレクチャーさせていただく形で進行しまし
た。このような検討会を今後も積み重ね、顔
の見える関係を築き、救急需要に対して迅速
かつ的確に対応していきたいと思います。

長崎労災病院　医事課長　小松原 浩司

消防隊との症例検討会について
Topics

マイナンバーPRキャラクター
マイナちゃん

公的個人認証サービスPRキャラクター
マイキーくん

記号　
　　　

　　番
号

氏名　
マイナ

○○○
○

被保険
者証

マイナンバーカードが

健康保険証として

利用できます！

マイナンバーカードの申請方法

マイナンバー制度・マイナンバーカードについてのお問合せ

マイナンバーカード等
050-3818-1250

その他のお問合せ
050-3816-9405

▼ 一部のIP電話等で上記ダイヤルに繋がらない場合

マイナンバー制度について

0120-0178-26

マイナンバーカード等

0120-0178-27

▼ 英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応のフリーダイヤル
This telephone number is toll-free corresponding to English, Chinese, Korean, Spanish and Portuguese.

Inquiries about My Number System Inquiries about My Number Card etc.

0120-95-0178
マイナンバー総合フリーダイヤル

マ イ ナン バー
紛失・盗難による

マイナンバーカードの
一時利用停止については

24時間365日
受付！

マイナンバーカードの
↓申請方法はこちら↓

https://www.kojinbango-
card.go.jp/kofushinse/

平　日　9：30～20：00
土日祝　9：30～17：30

受付時間（年末年始を除く）

マイナンバーカード 郵便

※手書き用の交付申請書には、顔写真の貼付とマイナンバーの記入が必要です。

❶ 専用サイトから手書き用の交付申請書と封筒をダウンロードすれば、
郵便で申請ができます！プリントアウトしてご利用ください。

交付申請書をお持ちでない方は、

スマートフォン
❶ スマホで顔写真を撮影。
❷ スマホで交付申請書のQRコードを読み取る。
❸ 申請用WEBサイトでメールアドレスを登録。
❹ 申請者専用WEBサイトのURLが届いたら、

顔写真を登録、必要事項を入力して申請完了。

カードの仕上がりが
早いスマホでの
申請がおすすめ！

郵便POST

❶ 交付申請書に必要事項を記入し、6か月以内に
撮影した顔写真を貼り付けて郵送し、申請完了。

タッチパネルから「個人番号カード申請」を選択。❶
撮影用の料金を投入して、交付申請書のQRコードをバーコード
リーダーにかざす。

❷

画面の案内にしたがって、必要事項を入力。❸

証明用写真機

画面の案内にしたがって、顔写真を撮影して送信し、申請完了。❹

証明写真

よくある質問にお答えします

どこで利用できるの？

マイナンバーカードを健康保険証として利用
できる医療機関・薬局は、下のステッカーや
ポスターが目印です！利用できる医療機関・
薬局は、順次増えていきます。

マイナンバーを見られるのが
不安です

マイナンバーカードを
持ち歩いて大丈夫なの？

医療機関や薬局の窓口職員が、マイナンバーを
取り扱うことはありません。
もし見られたとしても、他人があなたのマイ
ナンバーを使って、手続することはできない
仕組みになっています。

健康保険証として使えるようになっても、受診歴
や薬剤情報などプライバシー性の高い情報が
カードのICチップに入ることはありません。
落としたり、失くしたりした場合は、フリーダイヤルで
24時間365日体制でカードの一時利用停止を
受け付けています。

❷ 市区町村の窓口でも、交付申請書を再発行しています。
本人確認書類（運転免許証、パスポート等）を持参の上、お住まいの
市区町村へ行きましょう。

カメラで顔写真を撮影。❶
申請用WEBサイトでメールアドレスを登録。❷
申請者専用WEBサイトのURLが届いたら、
顔写真を登録、必要事項を入力して申請完了。

❸

パソコン 交付申請書に記載の
申請書IDが必要だよ

申請書IDを
入力！

交付申請書

半分以上の人がオンライン
からの申請なんだって！

交付申請書をお持ちの方は、以下４つの方法から申請できます！

厚生労働省のホームページ
でも利用できる医療機関・
薬局をご案内しています。ステッカー ポスター

令和３年10月改訂

※利用できる医療機関・薬局については、裏面をご覧ください。
※従来の健康保険証が利用できなくなるわけではありません。

スッと置いて
ピッと認証！

手続きなしで限度額を
超える一時的な支払が
不要に!

POINT!
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限度額適用認定証がなくて
も、高額療養費制度における
限度額を超える支払が免除
されます。
※自治体独自の医療費助成等につ
　いては、書類の持参が必要です。

オンラインで
医療費控除が
より簡単に!

POINT!

3

マイナポータルで、2021年11月
から自分の医療費通知情報が
閲覧できるようになります。
また、2021年分所得税の確定
申告から、医療費控除の手続
で、マイナポータルを通じて
医療費通知情報の自動入力が
可能となります。
※2021年9月分以降の医療費通知情
　報について、閲覧・自動入力が可能
　となります。

どうやって
使うの？

とっても
簡単！ 受 付

診察券入れ

マイナンバーカードの健康保険証
利用には、ＩＣチップの中の「電子
証明書」を使うため、マイナンバー
（12桁の数字）は使われません。

医療機関や薬局の受付窓口でマイ
ナンバーを取り扱うことはありま
せんし、ご自身の診療情報がマイ
ナンバーと紐づけられることもあ
りません。

どんないいことが？ 7 つ の メ リ ッ ト

より良い医療が
可能に!

POINT!

1
本人が同意をすれば、初め
ての医療機関でも、特定健診
情報や今までに使った薬剤
情報が医師等と共有でき、
より適切な医療が受けら
れるようになります。
※薬剤情報は、2021年９月に診
　療したものから３年分の情報
　が閲覧できるようになります。

自身の健康管理に
役立つ!

POINT!

2
マイナポータルで、2021年
10月から、自分の特定健診情
報を順次閲覧できるようにな
り、自分の薬剤情報を閲覧で
きるようになりました。
※特定健診情報は、2020年度以降
　に実施したものから５年分（直近
　５回分）の情報が閲覧できるよう
　になります。

国民健康保険高齢受給者証

有効期限

交付年月日

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

世

　帯

　主

対
象
被
保
険
者

住所

氏名

記号

番号

氏名

生年
月日

一部負担

金の割合

発効期日

保険者番号

並びに交付

者の名称及

び印

年　　　月　　　日

年　　　月　　　日

　　日

　月　　　日

健 康 保 険 限 度 額 適 用 認 定 証
年　　　月　　　日交付

被
保
険
者

適
用
対
象
者

保
険
者

記号
番号

氏名

年　　　月　　　日

生年月日

氏名

生年月日
住所

年　　　月　　　日
発効年月日
有効期限
適用区分

所在地

保険者
番　号

名　称
及び印

男
女

男
女

マイナンバー（12桁の数字）は使いません！

健康保険証
として
ずっと使える!

POINT!

7

就職や転職、引越を
しても、マイナンバー
カードを健康保険証
としてずっと使うこ
とができます。
医療保険者が変わる
場合は、加入の届出が
引き続き必要です。

医療費の
事務コストの
削減!

POINT!

6

医療保険の請求誤り等
が減少することから、
医療保険者等の事務
処理コストが削減で
き、持続可能な制度
運営につながる見込
みです。

医療保険の
資格確認が
スムーズに!

POINT!

5

カードリーダーで
顔写真を確認すれば、
スムーズに医療保険
の資格確認ができ、
医療機関や薬局の受
け付けにおける事務
処理の効率化が期待
できます。

利用申込はカンタン！

ス
マ
ホ
か
ら
で
も

申
込
で
き
る
！

▼マイナポータル

マイナンバーカードが健康保険証
として利用できます！

マイナンバーカードのICチップにある
電子証明書により医療保険の資格をオン
ラインで確認します。　　　

オンラインであなたの
医療保険資格を確認！2マイナンバーカードを

カードリーダーに置く１
カードの顔写真を機器で確認します。
※顔写真は機器に保存されません。

ICチップの中の
「電子証明書」で
本人確認！

ICチップには、受診歴や
薬剤情報などの個人情報
は記録されません。

Cost reduction

マイナンバーカードを健康保険証
として利用するためには、申込が
必要です。利用の申込は、マイナ
ポータル*やセブン銀行のATM、医
療機関・薬局の顔認証付きカード
リーダーでできます。

（＊）子育てや介護をはじめとする
行政手続の検索やオンライン
申請がワンストップでできたり、
行政からのお知らせを受け取る
ことができる自分専用のサイト
です。

ここをクリック！

当院でも今年度中に
カードリーダーを導入する
予定です。

私たちもマイナンバーカード
作りました！
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DMATについてTopics  日本DMAT　業務調整員　梶川 大輔　　　
（中央リハビリテーション部　主任理学療法士）

　「災害急性期に活動できる機動性を持ったトレーニン
グを受けた医療チーム」と定義されており、災害派遣
医療チーム（Ｄisaster Ｍedical Ａssistance Ｔeam）
の頭文字をとって略して「DMAT（ディーマット）」と呼
ばれています。医師、看護師、業務調整員（医師・
看護師以外の医療職及び事務職員）で構成され、
大規模災害や多傷病者が発生した事故などの現場
に、急性期（おおむね48時間以内）から活動できる
機動性を持った、専門的な訓練を受けた医療チームです。
　阪神・淡路大震災においては、初期医療体制の遅れが考えられ、平時の救急医療レベルの医療が提
供されていれば、救命できたと考えられる「避けられた災害死」が500名存在した可能性があったと後に報
告されています。 “一人でも多くの命を助けよう” をスローガンに、厚生労働省により災害派遣医療チーム、
日本 DMATが平成17年４月に発足しました。
　当院においても医師１名・看護師３名・業務調整員４名が DMATとして活動し、2016年の熊本地震では、
本震の4月16日から3日間、現地での支援に従事しました。
　また、現在猛威を振るう新型コロナウイルス感染症 (COVID-19)による施設クラスターに対する医療支援
も、当院から数名、複数回にわたり派遣を行い、地域の医療福祉支援を目標に日々 活動しております。
　今後発生するとされている南海トラフ地震や、ゲリラ豪雨に伴う大水害などの災害に対して、関係各所と
の連携や円滑な病院運営、他院支援などを想定した定期的な災害訓練も毎年行い、万が一の有事に常
日頃から備えています。

　当院では、毎年、DMATの協力のもと、災害訓練や避難訓練を
実施しています。
　今年度は、5月29日（日）に大型台風の中で地震災害が発生した
という設定で災害訓練を、7月14日（木）には大雨による地下階の
浸水を想定した避難訓練をおこないました。
　災害訓練は、休日に災害が発生し、それぞれが自宅から集まり、
対策本部を立ち上げるという内容でおこないましたが、平日とは状
況が異なるため、例年の訓練では気付かなかった改善点がいくつ
も見つかりました。

　避難訓練は、地下階にあるリハビリ訓練室が大雨で浸水し、
リハビリ中の患者をリハビリスタッフが2階の一時避難場所まで
搬送、誘導するという内容でおこないました。模擬患者がトイ
レの中にいたところ、１名見つからないという誘導スタッフの不
安な気持ちがスタッフ間に伝染し、焦る気持ちから冷静さを失っ
てしまった状況を見て、訓練の重要さを強く感じました。訓練に
参加したスタッフからも、訓練だからこそあらゆる事態を想定し
て動かないといけないと思ったという感想があり、とても有意
義な訓練となりました
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Column

●松風焼き

作り方

[一人分 ]
エネルギー：174Kcal
　　蛋白質：14.4ｇ
　　脂　質：6.8g

炭水化物：12.5g
塩分相当量：1.1g

心臓リハビリテーション室

　７階西病棟の角には小さいリハビリテーション室があるのをご存知でしょうか。
ここには、主に心疾患で入院されている患者さんのリハビリテーションを行う「心
臓リハビリテーション室」があります。部屋の中には一般的なリハビリテーショ
ンの道具である平行棒や自転車エルゴメーター、重錘などが通常通りあります
が、それ以外にも心電図モニターや AED、救急カートなど、患者さんの急変
時にも対応できる備品が整っています。
　心疾患というと多くの疾患がありますが、ここ最近は心筋梗塞や不整脈など
の基礎疾患に、塩分・水分過多や薬の飲み忘れなどの慢性的な生活習慣が合
わさり、心不全という病態を呈した患者さんが多くなっている傾向にあります。
これに加え、高齢化に伴い筋肉の量が低下するサルコペニアの状態も多くみら
れ、元通りの元気な生活に戻りにくい状況の患者さんが多く見受けられるようになってきました。
　ここ最近、心不全に対しては医師・看護師・薬剤師・栄養士・リハビリテーションスタッフなど多職種が連携して、様々な
視点から患者さん一人ひとりに合わせた療養指導を行うことが、早期の自宅退院と再入院予防において重要であるといわ
れています。
　毎週行っているカンファレンスでは多職種が考える患者様の課題について共有し、最終的に患者さん一人ひとりが主体
的に病気を管理できるよう多方面から支援を行っています。
　リハビリテーション室では日常生活動作の自立支援に向けて、患者さん一人ひとりに必要な練習メニューを提供していま
す。また、退院後の運動指導や注意点などに関して助言を行っています。

                   ...................................................... 100ｇ
........................................................ 40ｇ

............................................................... 60ｇ
................................................... 大さじ2杯

 ............................................................... 1／5個
...................................... 小さじ２杯

................................... 小さじ１杯
.......................................... 小さじ２杯

........................ 小さじ１杯
......................................................... 少量

 ............................................................... 80ｇ
................................................................ ２枚

......................................................... ６ｇ

① 豆腐は水切りを行う。
② 玉葱をみじん切にする。
③ ボウルに鶏ひき肉と①の豆腐、卵、パン粉を加えて混ぜ

②の玉葱を入れ混ぜ合わせる。
④ ③に Aの調味料を入れ混ぜる。
⑤ サラダ油を塗ったパウンド型又は天板に④を入れて表面を

平にし、けしの実又はすり胡麻をかける。
⑥ ⑤を１８０℃のオーブンで２０分程度焼く。
⑦ 大根はおろし器を用いてすりおろす。
⑧ 皿に大葉と⑦の大根を盛り、食べやすい大きさに切った

⑥を盛り付ける。食べる時に大根おろしに醤油をかける。

06

栄養管理室よりレシピ紹介

材料（２人分）

鶏ひき肉
木綿豆腐
玉葱
パン粉
卵
　　　甘味噌
Ａ　　濃口醤油
　　　砂糖
けしの実又はすり胡麻
サラダ油

[付け合わせ]
大根
大葉
濃口醤油

 中央リハビリテーション部　主任理学療法士　梶川 大輔

心臓リハビリテーションの様子 毎週行われている循環器カンファレンスの様子
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Topics スタッフインタビュー【vol.16】

Q１．皮膚・排泄ケア認定看護師とはどのような資格ですか？
　創傷・オストミー・失禁看護の分野において、熟練した看護技術と
知識を用いて水準の高い看護実践ができる看護師のことです。皮膚・
排泄ケア認定看護師は、ケアの実践だけでなく、医師や看護師等から
相談を受けたり、ケア方法について指導したりする役割があります。

Q２．どのような活動をしていますか？
褥瘡などの創傷や人工肛門・人工膀胱及び失禁などの排泄に関わる
分野を専門とし、皮膚障害の予防からケアの実践、排泄管理につい
ての知識・技術を用いて、患者・家族の自己管理及びセルフケア支援、スタッフ教育を行っています。
院内のチーム活動としては、褥瘡対策チームの一員として褥瘡回診に関わり、褥瘡の治療に向けて、
創傷治癒の環境を整えられるような全身管理の指導、局所管理の指導をおこなっています。

Q３．皮膚・排泄ケア認定看護師を目指したきっかけを教えてください
　看護師経験を重ねるにつれて今の知識や技術でよいのだろうか、何か得意分野を身に着けたほうが
良いのではないかと考えていました。ちょうどそのころ病棟師長からの勧めもあり認定看護師になろ
うと思いました。

Q４．日頃心がけていることや、今後の抱負などあれば教えてください
　入院時から退院後の生活を見据えた看護が必要と感じます。入院前の生活の把握、多職種との連携、
本人や家族への指導、社会資源の検討を行い、少しでも入院前の暮らしに近づけるよう支援できたら
よいと考えています。

今回は、皮膚・排泄ケア認定看護師　滿園 美考さんにインタビューしました

中央検査部だより【vol.3】Column

動脈硬化に要注意！～ABI/CAVI検査～

　心臓から全身に血液を送り届けている血管が動脈です。動
脈は加齢とともに血管が硬くなってきて、しなやかさが失わ
れます。また、血管の壁にコレステロールなどが溜まって「プ
ラーク」と呼ばれる塊ができ、血液が流れるスペースが狭く
なります。このような血管の老化現象を動脈硬化といい、動
脈硬化は自覚症状として現れずに進行します。動脈硬化が進むと、狭心症・心筋梗塞・脳梗塞など命
にかかわる疾患の原因となります。動脈硬化の程度は ABI（足関節上腕血圧比）と CAVI（心臓足首血
圧指数）の検査でわかります。ベッドの上で仰向けになり、両側の上腕と足首に血圧計の帯（カフ）、
両手首に心電図の電極、心臓の位置に心音マイクを装着します。血圧を測定する時のように血圧計の
帯（カフ）が圧迫するだけで痛みはありませんので、ご安心ください。所要時間は5分程度です。健康
寿命を延ばす『カギ』は、動脈硬化の進行を抑えることにあります。定期的に検査を受けて、動脈硬
化の早期発見と治療に努めましょう！



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

吉村映美
延末謙一

後藤貴史
小泉陽介

池田　徹
北川瑞希

山領　豪
天本悠太

海外旅行外来
（休診中）

再　来 山領　豪
天本悠太 後藤貴史 池田　徹

卜部繁俊 延末謙一
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
（休診中）

循
環
器
内
科

新　患 山佐稔彦 貝原宗平 吉田智 山佐稔彦 貝原宗平

再　来 山佐稔彦 山佐稔彦

外

　
科

新　患 川口雄太 川口雄太
（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
川口雄太

岩田　亨
前川恭一郎

岩田　亨
橋本敏章

岩田　亨
前川恭一郎 川口雄太

乳 癌 外 来
○

（要確認）

整
形
外
科

新　患

鳥越雄史
貞松毅大
岩﨑俊介
郷野開史

今井智恵子
髙橋良輔
藤池　彰

小西宏昭
山田周太
平田將之
笠原　峻

小西宏昭
田中奈津美
井上孝之

馬場秀夫
吉田悠哉
樋口尚浩

再　来 馬場秀夫
田中奈津美

山田周太
貞松毅大
樋口尚浩

鳥越雄史
今井智恵子
吉田悠哉
井上孝之

笠原　峻
郷野開史
藤池　彰

小西宏昭
髙橋良輔
岩﨑俊介

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
竹内雅臣 北川直毅 廣瀬　誠

前田　肇 前田　肇

皮 ふ 科 梶田章恵 ( 非常勤 ) 梶田章恵

泌 尿 器 科 左川　遼 大坪亜紗斗 酒井英樹 左川　遼 大坪亜紗斗

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

リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン 科 田中奈津美
（完全予約制）

田中奈津美
（完全予約制）

放 射 線 科 川原康弘 川原康弘 川原康弘 川原康弘 川原康弘

麻 酔 科 大路牧人
大路奈津子 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。
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号
 2022年

10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　酒井 英樹
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■［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

十八親和銀行
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 2022.10.1 現在


