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 早くもインフルエンザを語る時期が来てしまいました。今年は台風発生の度

に気温が下がり、一気に秋・冬の訪れを感じる状況です。体調の管理にはご

注意下さい。 

 

まずはインフルエンザ予防接種についてです。１１月に入ると、インフルエン

ザワクチン接種が始まります。例年通り、上五島病院では完全予約制で予防

接種を行います。今年は、定期受診以外の一般成人の方への予防接種予約

枠を設置しております。役場からの予防接種情報用紙を御確認の上、お間

違いのないようご来院をお願い致します。一般成人の接種可能人数は少数で

はありますがこどもさんと同じ日に来院し、予防接種をすることが可能となっ

ています。ご利用頂ければ幸いです。  

 

今年のインフルエンザのワクチン株ですが、 

 

Ａ／カルフォルニア／７／2009(新型H1N1) 

Ａ／ビクトリア／361／2011(香港型) 

Ｂ／ウィスコンシン／01／2010(Ｂ型) 

 

 2009年の新型インフルエンザ、香港型、Ｂ型という３種類に対応したワクチ

ンとなっております。昨年のワクチン株と比較すると、Ｂ型の株が変更となって

おります。しかし今年も流行の主体となるであろうＡ型インフルエンザに関して

は、昨年と同じ種類となっております。国の指針としては、小児においても１３

歳以上の予防接種は１回でも可能です。しかし、喘息・心臓病など重症化す

る恐れのある持病で通院されている方などは、２回接種も有効性があると考

えられています。また受験生の中学校３年生、高校３年生は、万全を期すた

め２回接種でも良いのではないか？とも考えています。Ａ型インフルエンザ

ワクチンが昨年と同型であるため、昨年接種

された人は１回でも良いという意見もありま

すが、接種回数はやはり１３歳以下は２回が

望ましいと考えています。 

 Ｂ型に関しては、Ａ型終了後の３～５月に流

行しています。流行のタイミングが予防接種

の効果が下がり始める頃であり、頭痛の種に

なっています。予防接種の時期を遅らせるとＡ

型の流行に間に合わない可能性があります

ので、現行の１１～１２月が良いと考えています。 
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 では、今年の流行はどうなのでしょうか？ 

 单半球の流行を見るとほとんどがＡ香港型の流行でした。新型

H1N1に関しては、ほぼ姿を消してしまっている状況です。Ａ香港型と

Ｂ型の混合流行となっています。これは昨年の北半球の流行形態と

同じです。恐らくは今年も同様の傾向となるのではないか？と考えて

います。 

 

 上五島地区は、インフルエンザに関しては先進的な地区で、島内

病院・診療所のご協力を得て、全患者数把握を行っております。どの

地区で集団発生しているかなど、当日のうちに把握が出来る体制を

とっており、診断の一助となっております。今年も昨年同様に島内医

療機関の横の連絡を密にして、インフルエンザ流行を封じ込めたいと

考えています。ご協力を宜しくお願い致します。 

 

 『昨年罹患したけど、軽症だったから、今年も大丈夫では？』などという声も聞かれますが、今年

のインフルエンザは今年流行してみないと分かりません。十分な予防対策を立てて、流行に備える

ようにしましょう。   

（小児科 インフルエンザ対策部 小森 一広） 

上五島病院のインフルエンザ予防接種は完全予約制です。 

 

 

インフルエンザ申し込みは、接種の前週までに 
 

 役場健康保健課 0959-53-1163 へ御連絡をお願い致します。 
 

内科・小児科の予約日であることを申し出て貰えれば、必ず予約は可

能です。小児科の一般、内科一般枠も昨年の予防接種実績を考えて

計画してありますのでご安心して、予約をお願い致します。 

また、接種をするかどうかなどのご相談は、小児科一般外来へ受診

をお願い致します。 

（小児科 小森 一広） 
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◎赤字は新患担当医を示します。 

◎長大は長崎大学からの派遣の先生の診療です。予約が出来ない場合がありますので、ご了承下さい。 

上五島病院外来担当医一覧 (H24年11月1日～) 

診療科 月 火 水 木 金 

総合診療科 深江 山川 枡田/大澤 直野 山口将 

内科 

１ 診 山川 山口将 本田 本田 本田 

２ 診 岸川 岸川 岸川 緒方 岸川 

３ 診 緒方 白浜 白浜 山口将 山川 

４ 診 大澤 緒方 直野 井上 井上 

午後再診   白浜 白浜     

神経内科（予約） 
（月１回） 調 

（月１回） 森 
        

循環器内科（予約）   隔週 長大       

胃カメラ 
本田 本田 緒方 岸川 堀川 

山口将 堀川、直野 井上 深江 大澤 

大腸内視鏡（午後）   本田 緒方 本田   

検診 
１ 診 井上 深江 山口将 山川 直野 

２ 診     山口卓 大澤  

外科 堀川 八坂 堀川 八坂 深江 

整形外科 

１ 診 一宮 市村 一宮 市村 市村 

２ 診 市村 三好 市村 三好 三好 

３ 診 三好   三好   （一宮） 

麻酔科 ペイン   山口卓   山口卓   

小児科 
午前 小森、北島 北島、小森 小森、北島 北島、小森 小森、北島 

午後   小森、北島 北島、小森 小森 北島、小森 

 
髙原 山口純 髙原 助産師外来 髙原 

山口純 髙原 山口純 髙原 山口純 

眼科 午前 船越 船越   船越 船越 

泌尿器科 
午前     長大 長大 

午後（予約のみ）     長大 長大 

精神科 
午前 吉富 吉富 吉富 吉富  

午後 吉富 吉富 吉富 吉富  

耳鼻科 
午前 長大 長大       

午後 長大         

皮膚科     長大     

放射線科 
午前        第1週 長大 

午後         第3週 長置 

産婦人科 
産科 

婦人科 
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※船の欠航等により、予定は変更となる場合があります。ご了承ください。 
※赤字の診察は予約・紹介予約の患者さんのみです。 

★ 午前の受付開始時刻は8：30となっておりますが、診療開始時刻は医師来院時の交通機関の都合により、 

   9：00～10：00頃の間で変動します。ご了承ください。 

  泌尿器科 耳鼻科 循環器科 神経内科 皮膚科 

11月1日（木） 
志田先生 

★午前、午後 
        

11月2日（金） 
志田先生 

午前、午後（～15時） 
        

11月3日（祝）           

            

11月5日（月）   
畑地先生 

★午前、午後 
      

11月6日（火）   
畑地先生 

午前 
      

11月7日（水）         
清水先生 

午前 

11月8日（木） 
大庭先生 

★午前、午後 
        

11月9日（金） 
大庭先生 

午前、午後（～15時） 
        

            

11月12日（月）   
穐山先生 

★午前、午後 
  

森先生 

午前 
  

11月13日（火）   
穐山先生 

午前 

深江先生 

午前（10時～）、午後 
    

11月14日（水）         
小川先生 

午前 

11月15日（木） 
竹原先生 

★午前、午後 
        

11月16日（金） 
竹原先生 

午前、午後（～15時） 
        

            

11月19日（月）   
原先生 

★午前、午後 
  

調先生 

午前 
  

11月20日（火）   
原先生 

午前 

武野先生 

午前（10時～）、午後 
    

11月21日（水）         
鍬塚先生 

午前 

11月22日（木） 
大仁田先生 

★午前、午後 
        

11月23日（祝）           

            

11月26日（月）   
渡邊先生 

★午前、午後 
      

11月27日（火）   
渡邊先生 

午前 
      

11月28日（水）         
竹中先生 

午前 

11月29日（木） 
松尾先生 

★午前、午後 
        

11月30日（金） 
松尾先生 

午前、午後（～15時） 
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１１月４日（日）、第１回 上五島病院フェスタを開催いたします。 
医療機器の見学や体験など病院ならではのイベントの他に、コンサートや抽選会も予定しており、 

盛りだくさんの内容となっています。ぜひ、ご来院ください。 
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○５つの行動目標 

①信頼と満足の得られる医療の提供 

②地域の基幹病院としての診療機能の                 

   充実 

③地域における保健・医療・福祉の連携

④ＩＴ化によるさらなる医療の効率化 

⑤地域における疫学研究と医療従事者 

   の教育・研究の推進 

電話  0959-52-3000 

FAX    0959-52-2981 

Email   kamihp@gold.ocn.ne.jp 

URL http://www.kamigoto-hospital.jp 

編集・発行 ：上五島病院広報委員会  2012.11.1 発行     発行責任者 ：八坂貴宏   

○基本理念 

 地域と共に歩み、  

        信頼され親しまれる病院 

◆ご意見、ご感想を下記までお寄

せください。 

長崎県上五島病院 

８５７－４４０４ 

長崎県单松浦郡新上五島町青方郷１５４９-11 

 毎年、この時期になると神社などで晴れ着姿の

子供たちを見かけます。「七五三」です。三歳の男

女、五歳の男子、七歳の女子が11月15日にお宮

参 り を し 、 子 供 の 成 長 を 祝 う 行 事 で す 。 

 子供たちは晴れ着に身を包み、千歳飴（ちとせあ

め）を持って家族に連れられ、各地の神社にお参り

し、記念撮影するのが一般的です。ちなみに、千

歳飴には、子供が元気によく成長するよう、また長

生きするように、という願いがこめられています。                        

 

 昔は医療・衛生的に未発達で乳幼児の死亡率

が高く、成長する子供は幸運とされていました。 

そのため「七つ前は神のうち」といわれ、７歳未満

の子はまだ神に属するものとされ、神がその運命

を決めると考えられていました。そこで人々は

数々の儀礼を行なうことで、子供の無事な成長を

祈りました。そして、７歳の祝いはその不安定な

時期を乗り越えた節目の儀礼であったため、特に

７歳の祝いを重視する地方は多かったようです。 

 

 これからも人々が子供の成長を願う気持ちは

変わらないことでしょう。私たちは、未来を担う子

供たちの健やかなる成長を見守り、支えていき

たいものです。 

（広報委員会 清水・舛田） 


