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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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新年のご挨拶
長崎労災病院 院長　酒井 英樹

　新年あけましておめでとうございます。皆さまには健やかに新

年をお迎えのことと心よりお慶び申し上げます。

　昨年は新型コロナウイルス感染症の第6波、7波、8波が押し

寄せ、私たちはコロナ禍の中で3回目の正月を迎えることとなりまし

た。当院はコロナ感染症即応病床を最大35床確保して多くのコロナ

患者の診療に当たってまいりました。年末には大規模な院内クラスター

が発生し、一般診療や救急医療を制限せざるをえない状況になりましたが、職員一丸となってこの難

局を乗り越えました。これも地域の医療機関、介護施設等のご支援とご協力、そして住民の皆様のご

理解があってのことと感謝申し上げます。

　わが国は医療の進歩とともに超高齢社会となり、今や人生100年時代と言われています。単なる寿

命ではなく、健康で自立した状態で生活する「健康寿命」をいかにして延ばすかが、 人生100年時代

の大きな課題です。当院では、働く人々の疾患の予防、早期発見、治療、リハビリテーションを適切

に行うことで、職場復帰や、治療と仕事の両立を促進することに取り組んでいます。新年を迎えるに

あたり新たな決意で、健康寿命の延伸を目標とする医療を推し進める所存です。

　具体的には、長崎労災病院の理念である「勤労者と地域の皆様に良質な医療を提供する」をモットー

に、16診療科の医師と、看護師をはじめとする様々な医療専門職の協働によるチーム医療を推進し、

高度な専門的医療を安全に提供できる体制を強化します。当院はドクターヘリ約40件を含む年間2300

件以上の救急搬送を受け入れている二次救急病院ですが、佐世保・県北の救急医療に貢献できる

よう努力を続けて参ります。また、50床ある地域包括ケア病床を活用して、病状が安定した患者に対

するリハビリテーション等を効率的に行い、在宅復帰を一層推進します。さらに、健康診断部における

人間ドックにおいて、がんや生活習慣病を早期に発見し、適切な治療へと繋げます。

　今年の干支は癸卯（みずのと・う）です。癸は十干の10番目、卯は安全や飛躍の象徴であり、癸

卯は今までの努力が実を結び飛躍する年だとされています。今年はこれまでコロナ感染症と戦った経

験をもとに、新しい波に臨機応変に対応するとともに、人生100年時代を見据えた医療体制の強化に

取り組みたいと思っています。長崎労災病院は病気の予防から高度な治療まで切れ目のない医療を

提供し、これからも健康長寿社会の実現に向かって職員一同努力して参ります。皆様、今年も変わら

ぬご厚誼を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
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Topics

「新型コロナウイルス感染症とワクチン接種について」
長崎労災病院　内科　本田 章子

医療トピックス

Salutation 副院長ご挨拶

令和五年のご挨拶 長崎労災病院　副院長　岩田 亨

　新年あけましておめでとうございます。

　穏やかな元旦の、昇る朝日に手を合わせる人々の姿からは、いつにも増して新しい年への願いが感

じられ、駅伝中継の沿道には三年ぶりの応援風景がもどり、人々のマスク姿から、with コロナの新時

代が実感されました。

　さて、昭和三十二年に開設された当院は、昨年で開院六十五年、人でいうところの「定年」を迎え

ました。折しも新しい院長を迎えて様々な改変が進められ、本年からは新生時代へのスタートを切ります。

私事ではございますが私も昨年で定年を迎え、三月をもちまして十年間勤めました副院長職を退任いた

します。四月からも当院勤務を継続し、外科診療（胸腹部・体表外科、乳腺・甲状腺外科）、急患

診療に専念致します。予約診療は曜日を問わずＦＡＸにてご連絡ください。急患診療は電話で直接ご

連絡頂き、「急患依頼」とお伝えください。これからも皆様とともに地域の診療に尽力する所存です。

　これまで大変お世話になりました。そしてこれからもよろしくお願い申し上げます。

　２０１９年１２月から猛威をふるい続けている新型コロナウイルス感染症ですが、季

節性インフルエンザと異なり、通年性の流行を認めています。

　感染対策が共通しているため、他の呼吸器感染症は減少傾向と言われていますが、インフルエンザなどに

関しては、流行時に免疫賦活していた機会を失しており、ワクチンの役割は重要です。

　インフルエンザウイルスは毎年流行株が変異するため、流行が予測される株のワクチンを毎年接種する必

要があります。インフルエンザワクチン接種の第一の目的は、重症化や入院を減少させることにあります。

　感染が成立するためには、まずは感染経路が遮断されているかどうか（一般的な感染対策：マスク装着、

手洗いや環境整備など）、次にウイルスなど病原体の感染力や量（流行株の性質・蔓延状況や感染者との接

触状況など）、人間側の体力や免疫力（健康状態、ワクチン接種状況など）のバランスが大きく関係します。

また流行対策としてのワクチンは、接種対象者の一定以上の接種率が蔓延予防のために必要です。

　新型コロナウイルスワクチンはインフルエンザのものよりは有効性が高いですが、こちらも容易に流行株が

変異する性質があり、可能であれば流行株に合わせてのワクチン接種が理想です。現在接種されている最新

のワクチンは、BA１や BA4、5 株をもとにして作成されたワクチンです。BA5 以降の変異株の流行も懸念

されていますが、新たな変異株にも有効性が期待されています。また水際対策や国内移動制限の緩和などを

機に爆発的な流行が懸念されてきている状況では、ワクチン接種による流行抑制や重症化予防はますます重

要になってきています。

　アレルギー体質など、ワクチン接種が難しい場合もありますが、ワクチン接種で多くの方が軽症化、発病予

防できていると報告されており、また、最前線で勤務する中、同様に感じます。

　新型コロナウイルス感染症は通常の風邪やインフルエンザなどと症状が類似しており、また、ウイルス性感

染症後に細菌感染症も生じやすく重症化しやすい背景もありますため、支障がない限り、肺炎球菌ワクチン

などを含め各種必要なワクチン接種は、積極的に受けることを検討して欲しいと切実に思っております。
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　私はもともとランニングが大の苦手でした。学生時代はサッカーをしていましたが、体力練習は何かにつけてサボっ
ていた記憶があります。そんな長距離走大嫌いオジサンがランニングを始めたのは、３年前です。きっかけは、職員
検診で体重が1年間で4㎏程度増加していたことです。
　その当時は、病院までの往復4㎞の通勤を「運動習慣」としてズルして検診に提出するほど何にも運動はしていませ
んでしたので、まずはウォーキングから開始しました。最初は休みの日に5㎞。その後徐々に回数を増やして週に3回
5㎞歩くようになりました。ずっと歩いているとだんだん飽きてきてしまいます。5㎞のうち1㎞をランニングに変えま
した。最初は、500mで心臓バクバク、酸欠状態でしたが、だんだん走っても息が切れなくなってくると楽しくなって
きます。その後はすこしずつ距離を伸ばして5㎞、10㎞、20㎞と増えていきました。多い時は月間300㎞走るように
なりました。正直、自分が一番自分に驚いています。
　現在は、ジムでの筋力トレーニングに興味が移り、ランニングはあまりしていませんが、長崎市勤務の当時、ラン
ニングを一緒にしていた友人の誘いもあり、「長崎ベイサイドマラソン2022」に出場することとしました。
　当日は、天気予報に反し快晴で、気温もポカポカ程度でランニング日和になりました。コロナ情勢をうけ実に3年ぶ
りの開催とのことで、参加人数は非常に多かったように感じます。9時にスタートし、友人らとの久しぶりのランニン
グをさわやかに楽しみました。写真は、レース後の記念写真です。左端は6年前に当院に勤務されていた外科の松島
先生、中央は13年前に当院に勤務されていた整形外科の中添先生です。
レース後には気温は20度を超え、いい感じに体内の水分量が枯渇しまし
たので、急速補液500ml（キリン一番搾り）を行い、充実の1日を締めま
した。
　佐世保もランニングには気持ちがいいコースがたくさんありますので、
佐世保でマラソン大会などが開催されたらぜひ参加したいと思っていま
す。スポーツの汗は、仕事中の汗とは比べ物にならないほどさわやかで
気持ちいいです。精神のリフレッシュにもおすすめです。ウォーキングか
らのエンジョイランニング、ぜひ一度お試しを。

中央放射線部　浦 秀亘

令和4年度原子力艦原子力防災訓練に参加して

「長崎ベイサイドマラソン2022」 整形外科　 山田 周太

Topics

　令和4年11月22日に原子力艦原子力防災訓練が実施されました。
訓練は、佐世保市にある在日米軍基地に寄港した原子力潜水艦から、異常
な放射能が検出された場合の対応に関して、近隣地区の避難や行政の対応
を行うというものでした。当院からも、診療放射線技師2名が西地区コミュ
ニティーセンターにて、住民の避難に合わせた放射能スクリーニング検査を
行いました。
　この訓練では、避難してきた赤崎地区の住民の体や衣服に放射能汚染が
無いかを調べました。もし汚染があった場合には除染を行う必要があるため、
重要な役割となります。ほかにも、住民受け入れの手順や放射線被ばくに
関する健康相談、安定ヨウ素剤の服用についてなど、様々な訓練が行われ
ました。住民が参加しての訓練は3年ぶりであり、その環境で訓練できたこ

とは非常に有意義であったと感じます。
　当院は原子力災害協力機関に指定されてい
るため、この経験を活かしてさらなる原子力防
災体制の強化につなげたいと思います。
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「薬剤部のライダーたち」
私の趣味

島 三保子（M）、村木 龍三郎（R）、森重 遥（H）

今回は3名の薬剤師が趣味のバイクについて語ってくれました！
[ バイクに乗り始めたきっかけは？ ]
Ｍ-家族3人バイクに乗っていたので自然と。そして、子供の頃モトクロス場に連れて行っても

らった時に皆楽しそうに走っていて、自分も乗ってみたいと思いました。
Ｒ-父がライダーで、子供の頃よく後ろに乗せてもらっていました。その影響でバイクが好きに

なりました。
Ｈ-弟とツーリングしたかったのと、一目惚れしたバイクがあったからです！

[ バイクで行きたい所は？ ]
Ｍ-千里浜なぎさドライブウェイ（石川県）。
Ｒ-いつか九州を一周してみたいと思っています。
Ｈ-山口県の角島、九州一周！！

[ 今後乗ってみたいバイクは？ ]
Ｍ-スーパーカブ。アニメの影響です。
Ｒ-XL1200X　フォーティエイト（ハーレーダビットソン）です。かっこいいです。気になっ

たら検索してみてください。
Ｈ-身長を気にしないのであれば SSに乗ってみたいです！現実的にはハーレーかな…？

[ 今まで走った中でいちばん遠いところは？ ]
Ｍ-嬉野温泉。ご近所を主に走っています。
Ｒ-京都です。一日かけて行きました。
Ｈ-熊本県の大観峰！往復500Km弱の旅でした。

[ バイクの良いところは？ ]
Ｍ-季節を肌で感じる。ふらっと寄り道したくなった時に道が狭くても気にせず進んでいける

ところが気に入ってます。
Ｒ-風と一体化できるところですかね。特に夏から秋にかけてがサイコーです。ちなみに冬は

めちゃ寒いです（笑）。
Ｈ-ライダー同士のコミュニケーションがとれること。そしてかっこいい！

いかがでしたか。この記事をきっかけにバイクに少しでも興味を持っていただ
けると嬉しく思います。安全に楽しくバイクライフを始めてみませんか。

させぼ五番街

病院とバイクと私

小串郷駅近くの海岸川内峠ツーリング中ぶらりと一枚（柚木）
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作り方

[一人分 ]
エネルギー：228Kcal
　　蛋白質：11.9g
　　脂　質：15.2g

炭 水 化 物：9.7g
塩分相当量：1.3g

　「感想ですが、育休をとらせていただいて本当によかったと思ってま
す。理由はたくさんありますが、一言で言えば家族との時間をたくさ
ん過ごせたからですかね。
　5歳と3歳の上の子たちの面倒をみたり、保育園に送迎したり、家事
全般できたり、新生児の授乳や夜泣きで睡眠不足で苛立ってる (笑 )妻
をフォロー出来たことはとてもよかったと思っています。
　妻も、3人目の出産は上の子2人と産後の痛みが全然違って、動けな

いくらいつらかったそうで、育休を取っ
てもらってとても助かったと言ってい
ました。
　最後に、産後の女性へのサポートは
とても必要なことと改めて思いました。
これからは男性の育休取得が当たり前
の時代になっていくといいですね。」

　当院では、30代看護師が第3子の出生後に「産後パパ育休」を取得予定です。
　今後も様々な職種の方たちが「産後パパ育休」を取得できる、働きやすい職
場づくりを目指したいと思います。

........................... 120g（30g×4切れ）
........................... 小さじ２/3杯

...................................... 小さじ２/3杯
.......................................... 大さじ１杯強

....................................... 適量
............................................................. 20g

........................... 小さじ２杯弱
................................... 小さじ１杯強

....................................... 小さじ１杯強
.............................................. 少々

....................................... 60g
...................................................... 40g

................................................................. 少々
...................................................... 少々
...................................................... 少量

① Ａの調味料で鶏もも肉に下味をつけ２０分ほどおく。
② ①の鶏肉に小麦粉をまぶし、１７０度に熱した揚げ油で

薄く色が付くまで揚げる。
③ 白葱は細かく切っておく。
④ Ｂの調味料を鍋に入れ、ひと煮立ちさせる。火をとめ

た鍋に③を入れ、葱ソースを作る。
⑤ グリーンアスパラは根元を切り落とし、根元から３ｃｍ

ほど皮をむき、食べやすい大きさに切る。パプリカは
へたと種・わたをとり細切りに切る。

⑥ 熱したフライパンにサラダ油を入れ、⑤を入れ火が通っ
たら、塩・こしょうをふる。

⑦ 皿に、②の鶏肉と⑥の付け合わせを盛り付け、鶏肉の
上から④の葱ソースをかける。
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鶏もも肉
Ａ　　濃口醤油
　　　酒
小麦粉
サラダ油（揚げ油）
白葱
Ｂ　　濃口醤油
　　　砂糖
　　　酢
　　　胡麻油

[付け合わせ]
グリーンアスパラ
パプリカ
塩
こしょう
サラダ油

材料（２人分）

パパ育休制度のご紹介
令和4年10月1日から「産後パパ育休（出生時育児休業）」が創設されました‼
当院での「産後パパ育休」取得第1号は、40代の理学療法士です。
復職後、パパ育休取得の感想を伺いました。

●揚げ鶏葱ソースかけ
栄養管理室よりレシピ紹介
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Topics 退職のご挨拶

　私は長崎労災病院の運転手として職員の皆様の協力を
得て、無事に勤務出来ました事を感謝申し上げます。
　たくさんの思い出がありますが、公用車では九州ブ
ロック会議で山口県までの日帰り走行。初めての場所、
景観に高揚し道中の会話が楽しくて今でも印象深く心に
残っています。

　救急車ではラジエーション治療の為に佐世保市総合医
療センター、佐世保中央病院に送迎。車内での患者さん
とは、退院したら何を食べたいか、何処に行きたいか等、
談笑する事が多かった気がします。時には涙する事もあ
りました。

　転院搬送する患者さんには思いやりの気持ちを心掛け、早く元気になられますよう願って運転をし
ていました。
　外来受診の皆様には気軽に声をかけていただき、たくさんの方と顔見知りになり、毎日外来フロアー
に居る事を楽しみにしていました。

　ボランティアの皆様には、本当に感謝いたしております。他の病院では見かけることも感じること
も出来ない、温かく気持ちのこもったお世話をして頂き、その活動精神に感謝申し上げます。
　11年9カ月の勤務ではありましたが、「本当に有り難うございました」。

中央検査部だより【vol.4】Column

新型コロナウイルス抗原検査について

　細菌検査室より、新型コロナウイルス抗原検査について
ご紹介いたします。
　新型コロナウイルスの感染拡大により PCR検査・抗原検
査は市民の皆様も耳にする機会が多くなったのではないで
しょうか。抗原検査はウイルス特有の蛋白質を検出するこ
とで感染の有無を調べます。抗原検査は PCR検査よりも検出感度は落ちますが、簡便な操作で
15分程度の時間で結果を知ることができます。
　抗原検査キットは薬局などで購入可能になり、市民の皆さん自身で検査できるようになりま
した。自身で行う場合は、手順に従って正しい検査を行ってください。また、感染初期ではウ
イルスを検出できないこともあります。陰性でも症状があるときには感染対策を徹底してくだ
さい。

陽性 陰性

「感謝」 運転手　田口 豊（令和4年12月31日付 退職）



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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〈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
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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 2023.1.1 現在


