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 上五島病院での外来では、以前

から「今日は空気が汚いのか、咳が

出ます」という方は多く受診されて

いました。黄砂の影響なのか、大気

汚染なのか、以前から皆さんも実感

していたことだと思います。 

 最 近、ニ ュ ー ス で よ く 耳 に す る

「PM2.5」は、この症状の一因となっ

ていると思われています。 

 

１．微小粒子状物質（PM2.5）とは？ 

 PM2.5とは、大気中に浮遊してい

る2.5μ m（1μ mは1mmの1千分の

1）以下の小さな粒子のことで、従来

から大気汚染物質として計測・対策

がとられていた物質よりも小さな粒

子です。非常に小さいため（髪の毛

の太さの1/30程度）、肺の奥深くま

で入りやすく、呼吸系への影響に加

え、循環器系への影響が懸念され

ています。 

 

 

 

 

 

 

 

 粒子状物質には、物の燃焼など

によって直接排出されるものと、硫

黄酸化物（SOx）、窒素酸化物（NOx）

等のガス状大気汚染物質が、主と

して環境大気中での化学反応によ

り粒状になったものとがあります。  

発生源としては、ボイラー、焼却炉

などのばい煙を発生する施設、コー

クス炉、鉱物の堆積場等の粉じん

を発生する施設、自動車、船舶、航

空機等、人為起源のもの、さらには、

土壌、海洋、火山等の自然起源の

ものもあります。 

 大気汚染問題へのこれまでの取

り 組 み に よ り、日 本 で 発 生 す る

PM2.5の年間の平均的な濃度は減

少傾向にあります。しかし、中国の

急激な産業発展に伴い、偏西風に

乗って、中国で発生した大気汚染

物質が日本へ流れこんできている

ことが問題視されるようになってき

ました。上五島地区は大陸に特に

近い位置にあるため、大陸からの

大気汚染の影響を受けやすいと考

えられています。 

２．PM2.5が及ぼす健康被害について 

 PM2.5自体が、近年になって問題

視されるようになったものであるため、

実際にどの程度の濃度で、どのよう

に健康に影響を及ぼすのか、といっ

たことは明確にはわかっていないこ

とが多いです。しかし、肺や心臓に

悪影響を及ぼす可能性があるもの

というのは間違いがないようです。 

 （次ページへつづく） 

やっと話題になりはじめました 
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 今年２月に暫定的な指針が発表されました。

しかし、この値も、明確な根拠があっての基準

の値ではなく、子供や高齢者といった、大気汚

染の影響を受けやすいと考えられる方々には、

より慎重な対応が望ましいと考えています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．生活の中で気をつけること〜環境基準につ 

  いて 

 下の表１が、今回環境省より発表された指針

です。最低でも下記の指針の対応を行うことが

望ましいでしょう。 

 対応として、小さな粒子も通さない高性能の

マスクについての報道などがありますが、子ど

もたちが確実なマスクの着用を行うことは難し

く、結局はマスクが外れてしまっていることが多

いです。まずは外出・屋外での活動を控えると

いうことが大切なことです。 

 根本的には、大気汚染物質が作られる工場

などへの環境整備が必要となりますが、まだま

だ年月を要します。雨や雪が降れば屋外活動

は中止するのが通例ですが、目には見えない

ものだからこそ、これからはPM2.5など大気汚染

情報にはすぐにアクセスできるような体制を、学

校・クラブ活動などでは整えていっていただきた

いものです。 

 先ほども述べたとおり、上五島地区は日本の

中でも大陸からの大気汚染の影響は受けやす

いと考えられます。実際に、数年前からの頑固

な咳など、関連が疑われる症状での当院への

受診者数は増えてきています。役場・学校は、

積極的な対応を行なっていただきたいと願って

います。  

（小児科 北島 翼） 

表1は、環境省ホームページ（http://www.env.go.jp/air/osen/pm/info.html）より抜粋 
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  泌尿器科 耳鼻科 循環器科 神経内科 皮膚科 

4月1日（月）   
穐山先生 

★午前、午後 
  

調先生 

★午前 
  

4月2日（火）   
穐山先生 

午前 

深江先生 

★午前、午後 
    

4月3日（水）         
鍬塚先生 

午前 

4月4日（木） 
大庭先生 

★午前、午後 
        

4月5日（金） 
大庭先生 

午前、午後（～16時） 
        

            

4月8日（月）   
畑地先生 

★午前、午後 
      

4月9日（火）   
畑地先生 

午前 
  

森先生 

★午前 
  

4月10日（水）         
小川先生 

午前 

4月11日（木） 
鹿子木先生 

★午前、午後 
        

4月12日（金） 
鹿子木先生 

午前、午後（～16時） 
        

            

4月15日（月）   
原先生 

★午前、午後 
      

4月16日（火）   
原先生 

午前 

武野先生 

★午前、午後 
    

4月17日（水）         
竹中先生 

午前 

4月18日（木） 
計屋先生 

★午前、午後 
        

4月19日（金） 
計屋先生 

午前、午後（～16時） 
        

            

4月22日（月）   
駒澤先生 

★午前、午後 
      

4月23日（火）   
駒澤先生 

午前 
      

4月24日（水）         
富村先生 

午前 

4月25日（木） 
松尾先生 

★午前、午後 
        

4月26日（金） 
松尾先生 

午前、午後（～16時） 
        

            

4月29日（祝）           

4月30日（火）   
穐山先生 

午前 

深江先生 

★午前、午後 
    

※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。 
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  月 火 水 木 金 

内科 林 林 林 林 林 

健診   川崎又は見陣     山口 

外科 
長崎大学 長崎大学 長崎大学 長崎大学 長崎大学 

第一外科 第一外科 第一外科 第一外科 第一外科 

整形外科       一宮   

眼科       戸田   

小児科       北島   

皮膚科 
    中島     

    (第2水曜のみ)     

総合診療科 
八坂 

(第2月曜のみ) 
        

診療科目 受付時間 診療時間 

内科 8:00～11:00／13:00～16:00 8:00～12:00／13:00～16:45 

外科 8:00～11:00／13:00～16:00 8:00～12:00／13:00～16:45 

整形外科 木曜日 8:00～11:00 木曜日 8:30～12:00 

小児科 木曜日 13:00～15:00 木曜日 13:30～15:30 

眼科 木曜日 13:00～14:30 木曜日 14:00～16:00 

皮膚科 第2水曜日 午後 第2水曜日 午後 

総合診療科 第2月曜日 9:00～11:00 第2月曜日 9:00～11:00 

※若松診療所と連携して、夜間急患診療（21時まで）を行っています。 

   土日祝につきましては、当センター卖独で9:00～17:45まで、時間外診療を行っています。 

●平成２５年度診療予定表 

●診療受付時間 

【お問い合わせ先  奈良尾医療センター  電話 ４４－１０１０】 



 

 

Page 5 第93号 

※月曜日の外科は９時～１１時までの診療になります。 

※上記以外の時間帯及び日曜日、祝日は休診となります。 

※救急の場合は、上五島病院（52-3000）にお問い合わせ下さい。 

【お問い合わせ先  有川医療センター  電話 ４２－０３２０】 

診 療 科  月 火 水 木 金 
土 

<総合外来> 

内科 

1診 白浜 － － 白浜 白浜 第1:八坂 

２診 加藤 加藤 加藤 加藤 加藤 第2:加藤 

３診 友廣 友廣 友廣 友廣 友廣 第3:水谷 

外科 
八坂 

(第3週のみ)※ 
－ 八坂 － － 第4:白浜 

整形外科 － 一宮 － － － 第5:上五島 

健診 白浜 加藤/友廣 加藤/友廣 白浜 白浜   

◆午前診療担当医 

◆午後診療担当医 
診 療 科  月 火 水 木 金 

内科 

1診 
白浜 

(16時から開始) 
－ － 

白浜 

(16時から開始) 
白浜 

２診 加藤 加藤 加藤 加藤 加藤 

３診 
友廣 

(15時30分まで) 
－ 

友廣 

(15時30分まで) 

友廣 

(15時30分まで) 
－ 

夜間外来 加藤 － 八坂 － 水谷 

曜 日 午   前 午   後 夜   間 

月・水・金 ８：００～１１：３０ １３：００～１６：３０ １７：００～１９：００ 

火・木 ８：００～１１：３０ １３：００～１６：３０   

土 ８：３０～１１：３０     

◆受付時間 

※午後は、担当医師が往診のため丌在の場合もございます。ご了承ください。 
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◎赤字は新患担当医を示します。 

◎耳鼻科、泌尿器科の月曜日朝の診療開始時刻は午前10時です。泌尿器科の第２週木曜日朝の診療開始時

刻も午前10時です。 

◎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 (H25年4月1日～) 

診療科 月 火 水 木 金 

総合診療科 深江 山川 見陣/中田 川﨑 松井 

内科 

１ 診 山川 山口 本田 本田 本田 

２ 診 岸川 岸川 岸川 山口 岸川 

３ 診 井上 白浜 白浜 井上 山川 

４ 診 川﨑 井上 松井 松井 井上 

午後再診   白浜 白浜     

神経内科（予約） 調、森         

循環器内科（予約）   隔週 長大       

胃カメラ 

本田 本田 井上 岸川 原 

山口将（松井） 
（川﨑、深江、

水谷） 
山川 見陣 深江 

大腸内視鏡（午後）   本田 山口 本田   

検診 
１ 診 見陣 松井 山口 山川 川﨑 

２ 診   深江 （原）  

外科 
１ 診 原 八坂 原 八坂 見陣 

２ 診    深江  

整形外科 

１ 診 一宮 出田 一宮 出田 出田 

２ 診 出田 鶴 出田 鶴 鶴 

３ 診 鶴  鶴  （一宮） 

麻酔科 ペイン     第３週: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 

産婦人科 
１ 診 山本 山本 山本 髙原、水谷 山本 

２ 診 髙原、水谷 髙原 髙原 助産師外来 髙原 

眼科 
午前 船越 船越   船越 船越 

午後   (船越)   (船越) (船越) 

泌尿器科 
午前     長大 長大 

午後     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         第1週 長大 



 

 

Page 7 第93号 

 桜が満開になり、暖かい季節を迎えた今日、上五島病院３階

病棟に、新しい分娩室が誕生しました。自宅に居るような雰囲気

造りをモットーに、明るく暖かさを感じさせる場所に生まれ変わり

ました。以前のように陣痛室はありません。その代わり、同室に

広く畳をおいて、自由な体勢でお産の経過を送れるようにするな

ど計画を立てております。 

 新しい命が誕生するこの場所で、妊婦さんが安心、安全、安楽

に出産できるよう、私たちスタッフ一同サポートさせて頂く所存です。 

 当院で出産される妊婦さん、そしてご家族の皆様、今後も地域

の方々に愛されるような出産場所になるよう努めたいと思いま

す。これからも見守り下さりますようどうぞよろしくお願い致します。 

（３階病棟 助産師 清水 利子） 

上五島病院診療部からのお知らせ 

平成２５年４月１日から当院の診療体制が、人事異動の影響から下記のとおり変更となります。 

ご迷惑をおかけいたしますが、ご理解・ご協力のほどよろしくお願いいたします。 

■外来について 

○予約患者さんの担当医が変更となる場合がございます。 

○診療の待ち時間が長くなる場合がございます。 

○入院患者さんの容態の変化により外来患者さんにお待ちいただく場合がござ

います。 
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○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。 

○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 

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 

電話  0959-52-3000 

FAX    0959-52-2981 

Email   kamihp@gold.ocn.ne.jp 

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

 ４月になりました！今年は桜前線が思い

の他早く通り過ぎたようで・・・ 

みなさんお花見はされたでしょうか？３月

末には桜もちらほら散り始めており、深緑の

葉っぱを付け始めております。私は青方ダム

へお花見をしに行きましたが、ダムをぐるり

と囲む桜並木は圧巻でした！ジョギングして

いる方や写真を撮りに来ている方、もちろん

お花見をしている方々もいて、やっと春の訪

れを実感出来ました。 

  

～～  春の草花春の草花  ～～  

 春は桜だけではありません！辛い冬を乗り

越え、地面の下でじっと我慢していた花々や

草木が一斉に開花します！ 

 みなさん春の七草は覚えているでしょうか？

セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケ

ノザ、スズナ、スズシロ。以上七種類で春の

七草と言います。昔は１月７日に七草粥とし

て、その年１年の無病息災や、お正月にお酒

やお節を食べ過ぎて弱った胃を休めるために

食べられていたそうです。 

 さらに、七草は春だけではありません！秋

の七草も有名ですね！筆者も小学生の頃、理

科の授業で春の七草と一緒に覚えました。し

かし、みなさん夏の七草はご存知ない方多い

のではないでしょうか？１９４５年に選定さ

れた、わりかし歴史の浅い七草です。興味の

ある方は調べてみると面白いかもしれません

よ？ 

 （広報委員会 前田・濱江） 

  


