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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
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
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Salutation 院長ご挨拶

 院長就任のご挨拶
長崎労災病院 院長　酒井 英樹

02

　令和4年4月1日に長崎労災病院の院長に就任しました酒井

英樹と申します。

　まず、自己紹介をさせていただきます。生まれは佐世保市で、

長崎県立佐世保北高等学校の出身です。1983年に長崎大学

医学部を卒業し、同年泌尿器科に入局しました。佐世保総合病院

（現、佐世保市総合医療センター）などの関連病院勤務のあと、

1991年に長崎大学医学部助手となりました。その後、講師、准教授を経て2009年に長崎大学大学

院医歯薬学総合研究科泌尿器科学分野教授に就任し、2018年から4年間は長崎大学病院の副病

院長を兼務しました。

　長崎大学在職中は、泌尿器がん（前立腺がん・腎がん・膀胱がんなど）の診断と治療、腹腔鏡手術・

ロボット手術、腎移植、排尿障害の治療などに携わってきました。また、2002年より長崎市でＰＳＡ検

査を用いた前立腺がん検診の研究を行い、その成果は「長崎市前立腺がん検診」システムの確立に

繋がりました。

　昨今、医療を取り巻く状況はめまぐるしく変化しており、的確な状況判断と迅速な対応が今ほど求

められる時はありません。超高齢社会における疾病構造の変化と単身・高齢世帯の増加など社会構

造の変化の中で、病院は介護との緊密な連携を図り、適切な医療を提供することが求められています。

また、この2年間、新型コロナウイルス感染症はあらゆる医療活動に甚大な影響を及ぼしています。

　このような時に長崎労災病院の院長を拝命し、その責任の重さに身が引き締まる思いです。長崎県

北部の急性期医療を担う中核病院として地域医療に貢献するとともに、勤労者医療のさらなる充実を

推進することが長崎労災病院の使命と考えています。そのためには足元をしっかりと固めることが必要

であり、病院職員が誇りを持って気持ちよく働ける職場環境の整備もきわめて重要だと考えます。患者

さんに最良の医療を提供するとともに、職員にとって働きがいのある病院となることを目指して誠心誠意

努力する所存です。

　皆様のご支援とご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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　この度、令和4年4月より長崎労災病院名誉院長を拝命いたし

ました。院長在職中は、コロナ禍にも拘わらず、多くのご助言、

ご指導を賜りましたことを厚くお礼申し上げます。

　地域医療、勤労者医療の急性期の担い手として、長崎労災

病院の運営にあたってまいりました。全職員の努力に助けられ、新型

コロナウイルス対応を含めて、大過なく過ごすことができました。

　長崎労災病院には、1985年に29歳で、スタッフの中で最も若い整形外科医として赴任いたしました。

当時は労災事故などの外傷患者さんが中心で、整形外科の手術例数も年間800例程度だったことを記

憶しております。整形外科は、外傷、関節外科、脊椎外科、手の外科などの分野があります。その中

でも早くより脊椎外科に邁進してまいりました。1990年には慶應義塾大学への国内留学を経験させてい

ただき、脊椎外科の研鑽を行うことができました。赴任初年度の脊椎手術例数は24例で、その後年を

追うごとに症例数は増加し、昨年は馬場副院長を中心に約900例の手術を行うまでとなりました。また整

形外科全体では2700件の手術を行うことができました。長崎県内外からの多くの紹介とともに、病院内

での多くの診療科のご協力の賜物と考えております。

　一方で、抱える問題も少なからず存在します。その一つは、働き方改革の問題です。多様な働き方

が存在しますが、医療の中では効率性との両立は決して簡単ではありません。要求される医療を、安全

で満足できる水準に保つには、多くのマンパワーが必要となります。マンパワーの増強は、今の環境では

極めて厳しいと言わざるを得ません。タスクシフトも不可欠の要素ですが、それには時間と教育が必要とな

ります。医療にとって患者サービスを低下させ、医療安全がおろそかになるような働き方改革はあってはな

りません。

　さらに、地域医療構想の問題があります。当院が位置する長崎県北部は、医師の数の不足とともに、

高齢化という問題に直面しており、地域医療の重要な問題である救急医療の危機につながるものとなり

ます。救急医療の抜本的改革は、待ったなしの状態と言えます。

　地域人口は徐々に減少はしておりますが、高齢者は増加し、医療ニーズは今後も高い水準で推移し

ていくものと考えています。病診、病病の連携をより緊密におこない、地域全体がその危機感を共有す

ることが求められます。

　院長を退官し、多少時間的な余裕が出来ましたら、その橋渡し役を務めてまいりたいと思います。

　長崎労災病院は、酒井英樹新病院長のもとに新たな旅立ちが始まります。地域の、そして勤労者の

急性期医療をさらに充実させ、労災病院の大きな柱の一つでもある、疾患を抱える方の就労支援という

重要な役割を今後も果たしてまいります。小生もそのサポーターとして尽力してまいります。　

　従前同様、皆様方の温かいご支援ご鞭撻を何卒よろしくお願い申し上げます。

Salutation 名誉院長ご挨拶

 名誉院長ご挨拶
長崎労災病院 名誉院長　小西 宏昭
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New Face 新任医師の紹介　4月1日付け採用

　2年前に他院へ転勤し、当院の放射線
常勤医は不在になってしまいましたが、
4基幹病院のバランスを考慮し、帰って
くることを決意しました。画像診断は
私と遠隔ネット読影の併用で行うこと
になります。宜しくお願いいたします。

院長

酒井　英樹
さかい ひでき

長崎大学　H1年卒

放射線科

川原　康弘
かわはら やすひろ

　33歳で医学部に入学するまでバン
グラデシュで政府開発援助に従事し
ていました。最近4年間は五島で疫学
研究に従事していました。そのため
高齢ですが臨床医としては未熟です。
ご指導ご鞭撻の程お願い致します。

　内視鏡などの低侵襲手術から高度
変形の矯正手術まで多分野の治療に
携わっていこうと思います。

高知大学　H17年卒

総合内科

延末　謙一
のぶすえ けんいち

信州大学　H19年卒

整形外科

山田　周太
やまだ しゅうた

関西医科大学　H24年卒

整形外科

平田　將之
ひらた まさゆき

　2014年に関西医科大学整形外科学
教室に入局し、現在まで関節外科を
中心に診療・研究をさせていただいて
おりました。今後は佐世保市の医療
に貢献できたらと考えておりますの
で、よろしくお願いいたします。

　家族も大切にしながら、精一杯頑
張ります。

熊本大学　H25年卒

整形外科

吉田　悠哉
よしだ ゆうや

　三年間、救急医として勤務した後
に整形外科の勉強のためローテート
させていただくことになりました。
高齢者骨折が増加する昨今で、全身
管理も含め診療させていただきます。
宜しくお願い致します。

日本医科大学　H26年卒

整形外科

笠原　峻
かさはら しゅん

　本年度より泌尿器科医が増員とな
り、新しく赴任して参りました。当
科の診療を今まで以上に活発にして
いきたいと考えておりますので、何
卒よろしくお願いいたします。

久留米大学　H26年卒

泌尿器科

大坪　亜紗斗
おおつぼ あ　さ　と

　令和4年より着任いたしました梶田
と申します。
　佐世保で勤務するのは初めてです
が、地域の皆様に良い医療が提供で
きるように日々精進してまいります。
どうぞよろしくお願いします。

兵庫医科大学　H26年卒

皮膚科

梶田　章恵
かじた あきえ

　大学から離れていた、出身県であ
る長崎で勤務できることに喜びを感
じています。まだまだ未熟ですが、
日々成長していけるよう努力して参
ります。よろしくお願いします。

かいし

産業医科大学　H27年卒

整形外科

郷野　開史
ごうの
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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（整形外科医師）
整形外科（整形外科医師）
整形外科（整形外科医師）
整形外科（整形外科医師）
整形外科（整形外科医師）
整形外科（整形外科医師）

池永　　仁
舛本　直哉
三溝　和貴
吉里　　広
糸瀨　　賢
中尾　公勇

役職 氏名

名誉院長
内科（総合内科部長）
内科（感染症内科部長）
内科（循環器内科副部長）
外科（第二外科部長）
整形外科（整形外科副部長）

福崎　　誠
平岡　知子
西山　　明
田中　規昭
夏田　孔史
岩元　俊樹

役職 氏名

脳神経外科（脳神経外科医師）
泌尿器科（泌尿器科副部長）
リハビリテーション科
（リハビリテーション科部長）
麻酔科（麻酔科医師）

近松　元気
湯野　　努

原　真一郎
小松　祐也

役職 氏名

　はじめまして。産業医科大学から参
りました、整形外科の藤池彰と申しま
す。佐世保の医療に少しでも貢献でき
るよう頑張りたいと思っております。
よろしくお願い申し上げます。

産業医科大学　H28年卒

整形外科

藤池　彰
ふじいけ あきら

　今年度から転任となりました医師6
年目の天本と申します。
以前に赴任していた大学病院では主
に感染症、井上病院では主に呼吸器
を診療させていただいておりました。
まだまだ未熟ですがよろしくお願い
致します。

長崎大学　H29年卒

総合内科

天本　悠太
あまもと ゆうた

　4月より赴任しました吉田です。長崎
大学を卒業後、長崎大学病院・佐世保市
総合医療センターで研修しました。
新任地でも心を新たに努力致します。
よろしくお願いします。

長崎大学　H29年卒

循環器内科

吉田　智
よしだ さとる

　2022年4月から当院外科に配属と
なりました、川口雄太と申します。
私は生まれも育ちも福岡県久留米市
で、長崎大学出身です。ご迷惑おか
けしますが、精一杯頑張りますので
よろしくお願い致します。

長崎大学　H29年卒

外科

川口　雄太
かわぐち ゆうた

　佐賀大学整形外科から異動してき
ました井上と申します。
若輩者ですが、どうぞよろしくお願
い致します。

たかゆき

東海大学　H29年卒

整形外科

井上　孝之
いのうえ

　長崎大学より配属となりました左川
と申します。患者さんに寄り添った
治療を目指して精進致します。

長崎大学　H29年卒

泌尿器科

左川　遼
さがわ りょう

　長崎大学病院より赴任しました。
最初は大学病院との違いなどで戸惑
うこともあるかと思いますが、一日
も早く慣れて戦力となれるよう頑張
ります。

長崎大学　H30年卒

麻酔科

岩永　浩貴
いわなが ひろき

　この度、整形外科で勤務すること
になりました。佐世保の地は初めて
ですが、少しでも県北の医療に貢献
できるよう頑張ります。よろしくお
願い致します。

長崎大学　H31年卒

整形外科

樋口　尚浩
ひぐち なおひろ

　長崎大学卒の医師3年目で、脳神経
外科に着任いたしました竹内雅臣と
申します。至らない点も多々あるか
と存じますが、精進してまいります
のでよろしくお願いいたします。

長崎大学　R2年卒

脳神経外科

竹内　雅臣
たけうち まさおみ



院内探検　Vol.4

Column

●鶏のつくね焼き
栄養管理室よりレシピ紹介

作り方

[一人分 ]
エネルギー：  173Kcal
蛋白質　　：  15.6g
脂質　　　：  07.7g

炭水化物　： 9.8g
塩分相当量： 0.8g

生理検査室～超音波検査について～
　超音波検査（エコー検査）は、探触子（プローブ）という機械の先端から超音波（人間の耳には聞こえない高
い周波数の音）を発生させて、臓器や組織から反射して返ってくる超音波を捉えることで体内の組織を画像
化して臓器の大きさや性状、動きなどを調べる検査です。放射線を使わないので被曝の心配もなく、繰り返
し行っても安全な検査です。但し、骨などの硬いものや、肺などの空気を含んだ臓器、厚い脂肪組織などは
超音波が通過しにくく観察しづらい場合もあります。
　当検査部では4台の超音波診断装置で心臓、腹部臓器、甲状腺、頸動脈、下肢静脈、腎動脈などの超音波
検査を行っています。検査はベッドに寝ていただきエコーゼリーを体に塗って、超音波を発信する探触子（プ
ローブ）をあてるだけです。

　検査時間は対象領域によって異なりますが、15分から45分程度です。目的とする臓器が見えにくい場所
にあったり、呼吸の影響で見え隠れしたりする場合もあります。したがって検査が予定の時間より早く終わっ
たから正常、時間が掛かったから異常というものではありません。

鶏ひき肉
蓮根
玉葱
大葉
濃口醤油
酒
塩
卵
片栗粉
サラダ油
　[付け合わせ]
　ブロッコリー
　塩

120ｇ
40ｇ
60ｇ
2枚

小さじ2／3杯
小さじ2／3杯

ひとつまみ
1／5個

大さじ1／2杯
小さじ1杯

80ｇ
少々

材料（２人分）
① 大葉、玉葱をみじん切り、蓮根を小さめのザク切りにし、油をひいた

フライパンで玉葱、蓮根を炒める。
② ボールに、鶏ひき肉、①の材料、濃口醤油、酒、塩、卵、片栗粉をい

れ混ぜる。
③ ②を４等分し、１個ずつまるめる。
④ 油をひいたフライパンを中火で熱し③を入れる。
⑤ ④に焼き色がついたら、うら返して蓋をして蒸し焼きにする。
⑥ ブロッコリーは小房にわけて食べやすい大きさに切り、鍋に湯を沸かし

て、塩を入れ茹でる。
⑦ 皿に⑥と焼きあがった⑤を盛り付ける。

　この装置は循環器領域（心臓）に特化していて、４Dプローブを有し
ており、リアルタイムで心臓の立体画像（3D画像）の動画を描出する
ことも可能です。

Vivid E95（GEヘルスケア社製）
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Topics スタッフインタビュー【vol.14】

Q１．手術看護認定看護師とはどのような仕事ですか？
　患者様が安全・安楽に麻酔や手術を受けられるように、日々の看護実践やスタッ
フへの指導及び相談への対応等を行っています。そのために、医師・看護師（手術
室、病棟、外来）、臨床工学技士他、様々な医療スタッフと情報や価値観を共有し、
手術患者に対して最良の医療が提供されるように努めています。

Q２．手術看護認定看護師になったきっかけを教えてください
　手術室には「冷たい」「寒い」「怖い」等のイメージを抱かれがちですが、手術室に入ってこられる患者様
が少しでも「温もり」を感じられるような看護を提供したい！！と思ったからです。そのためには、自分自
身が「手術看護」についてもっと知識を深めなければいけないと思い、この道を選びました。

Q３．今後、手術看護認定看護師としての目標はありますか？
　昨年、整形外科病棟に異動して、手術を受ける患者様の術後の管理が想像以上に大変であることを知り
ました。特に高齢者では、術後合併症の予防の他に、基礎疾患、栄養状態、排尿状態等の管理が予後や
QOLに大きく影響します。さらに現場では認知症やせん妄を発症する患者様もいらっしゃいます。看護師
が担うこれらの管理が、適切且つ効率的に行えないか模索しています。幸いにも当院には認知症やクリティ
カルケアの認定看護師が在籍しており、認定看護師同士でコラボしながら、この問題に取り組んでいきた
いと考えています。

Q４．今後の活動について教えてください
　病棟勤務になり、術前・術後の現状と課題も少しずつ見えてきました。患者様の術後の合併症を最小限
に抑え、良好な経過が得られるような活動をしたいと考えています。
　「高齢者 ×麻酔 ×手術」というのが、特に当院で強化すべきポイントと感じ
ており、まずは看護師ひとりひとりがこれらの知識を高められるような教育を
各部署単位でも行っていきたいと考えています。院内・院外を問わず、周術期
看護に関連した学習会等も開催しておりますので、お気軽にご相談ください。

今回は、手術認定看護師　前川 宏司さんにインタビューしました

Column 中央検査部だより【vol.1】

　今回は、「術中迅速診断」について紹介します。
　術中迅速診断とは、手術中に、提出された組織を使って組織標本を作製し、
顕微鏡を用いて病理診断を行うことをいいます。
　主な目的として、下記の3つがあります。
① 腫瘍の良性・悪性の診断
② 切除断端の検索 (がん細胞の取り残しがないか )
③ リンパ節転移の有無
　具体例として、乳癌手術中に一部のリンパ節を提出し術中迅速診断を行い、がん細
胞の転移が無ければリンパ節郭清を省略することが可能になります。
　その結果、適切な手術方針が決定され、患者様における術後の合併症を軽減するこ
とが出来ます。
今後も、迅速かつ精度の高い病理診断を提供できるように心掛けていきたいと思います。

術中迅速診断について



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 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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〈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 2022.4.1 現在


