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　地域に信頼され、親しまれる病院を

目指して、みなさまと当院をつなぎ、

森に差し込む“こもれび”のような、

ひとすじの光をお届けしたいと思い

ます。
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Ｐ２ 新年度病院目標

「島原病院 新年度の取り組み」 

Ｐ３ Topics

「がん薬物療法専門医制度について」

／研修医紹介 

Ｐ４ 連携医療機関紹介

～５ 「医療法人 博愛会 哲翁病院」 

     ／消防訓練を

     ／小児科再開のお知らせ(外来・入院)

実施しました 

Ｐ６ 検査科より

「検査科のご紹介」 

Ｐ７ 新任医師紹介

Ｐ８ 医事統計

「外来及び入院患者数／手術件数」 

目　　次 病 院 理 念

患者さん本人の立場に立った医療

病 院 指 針

１．早期診断、早期治療、早期リハビリテーションを

医療の基本指針とします。 

２．診療にあたっては、インフォームド・コンセント

を基本にして、患者中心の医療を展開します。 

３．早期退院と医療の継続を目的に病診連携、保健福

祉の連携など、地域につながるチーム医療を展開し

ます。 

４．地域医療を支援する施設として、常に医療水準の

向上に努めます。 

５．経営基盤の確立に努め、協働、相互扶助、相互啓

発を職場の規範として活力ある病院づくりを進め

ます。 



こもれび2

院長 松 尾 繁 年

１．地域医療支援病院として 

・地域医療機関からご紹介していただいた患者さんに対する治療内容その他を必ず 

提供し、逆紹介を推進します。

２．地域がん診療拠点病院として 

・当病院のもつ大事な機能であり、がん診療体制の充実を図るとともに、地域住民 

や医療機関にさらに信頼されるような病院を目指します。 

・各種がんについての市民公開講座を継続し、情報を発信します。

３．高次脳卒中センターとして 

・急性期を過ぎた患者さんが回復期リハ施設やその他の施設、あるいは自宅へ復帰 

するために、シームレスで円滑な連携をとっていきます。 

・脳卒中市民公開講座を継続していきます。

４．救急医療体制の充実を図る 

・地域医療機関、救急隊と連携を強化し、スムーズな救急患者の受け入れ体制の強

化を目指します。

５．平成２６年度からの小児科再開により地域の小児診療の充実を図ります。 

・医師会と協同して、小児日曜診療の継続を推進します。

６．活力ある病院づくりのため、人材育成にさらに努めます。

７．経営健全化に努めます。 

・診療報酬改定に沿った機能の整備に努めます。 

・ＤＰＣ病院として、病院体制の充実に努めます。

○職員一丸となり、地域中核病院としての自覚をもって 

邁進します。 

○地域医療機関、地域住民の皆様のご支援、ご協力をお 

願いいたします。

島原病院
　 新年度の取り組み



呼吸器内科
朝永　七枝
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　我が国の2013年の悪性新生物の年間死亡数は36万5千人と年々増加し、全死亡数の28.6%
で死亡原因の第1位を占めています。また、日本人の2人に1人は生涯においていずれかの悪性
新生物に罹患すると推計されています。国民病ともいうべき、がんに対する対策を推進するため
に2007年4月には「がん対策基本法」が施行されました。がんの予防及び早期発見（がん検診の
質の向上など）の推進、がん医療の均てん化の促進、専門的な知識、技能を有する医師、医療従
事者の育成、医療機関の整備などによるがん患者の療養生活の質の維持向上、研究の推進があ
げられています。このため臨床腫瘍学の重要性に対する認識が高まってきました。

　日本臨床腫瘍学会は、2002年に「我が国における臨床腫瘍学の確立」
「がん薬物療法専門医の育成」「がん研究の推進」「がん治療における臨
床試験の推進」を理念に設立しました。
　この学会で、「患者さんのための専門医制度」として、2005年に専門医
試験が開始され、2006年度から専門医が誕生し、2013年度までに全国
で876名が認定され、がん診療やがん治療における臨床試験、がん研究
のために活動しています。

　当院は、地域がん診療拠点病院の1つであり、指導医と専門医を有す
る日本臨床腫瘍学会の認定研修施設です。私も昨年、当院の様々な方た
ちの協力を得て、専門医試験を受験し2014年度に無事専門医に認定さ
れました。
　高齢化が進んでいるこの島原半島において、がんの予防や検診の普
及のため情報の発信を行うこと、個々にあわせた安全で効果的、質の高
い治療（緩和医療をふくめて）を提供することなどに力をいれていきたい
と思います。がんの医療、研究をとりまく情勢は日々変化しています。専門
領域だけでなく幅広い領域のがんについて薬物療法に関する知識の習
得を続け、様々ながん患者さんが標準的な治療がうけられるように貢献
していきたいです。

　初めまして。このたび長崎県島原病院で研修を行わ
せて頂くことになりました研修１年目の中島聡と申しま
す。学生時の病院見学において御指導いただいた先生
方と島原の自然にほれ込み、島原病院での研修を希望
させて頂きました。
　島原には壮大な山、澄み切った水など日本屈指の雄
大な自然があり、また子育てに手厚い政策を初めとした

温かい人情ありと、いい環境で生活できることがとても楽しみです。
　今現在はオリエンテーションを通し看護師や薬剤師、技師など医療従事者
の方々の仕事内容や理念を学び、良い刺激を頂いています。
　また、研修医が指導医の先生を上回ることができるのは、患者さんの話を
長く聞けることであると思います。しっかり患者さんの話を聞くことから患者
さんの目線で疾患に向き合い、他職種の方 と々の連携を大切にしたいと思い
ます。足りない点も多々あるかと思いますが、一日一日を大切に頑張っていき
たいです。よろしくお願いします。

　妊娠・出産後、４月から研修
医として復帰しました。
これからまた再スタートとして
頑張りたいと思います。
よろしくお願いします。

趣 味 ゴルフ趣 味 

研修医紹介

はじめに

がん薬物療法専門医の朝永七枝先生。 がん薬物療法専門医とはどんなお仕事ですか？

がん薬物療法専門医

日本臨床腫瘍学会がん薬物療法専門医制度とは

１．薬物療法に関する十分な基礎的知識を持つ
２．標準的治療が正しく実施できる
３．がん薬物療法に伴う副作用を適切に対処で
　  きる
４．新しい治療法のための臨床試験が実施できる
５．緩和医療ができる
６．がん治療に関するセカンドオピニオンがで
　  きる

　  などが求められています。



　私達は1日も診療を休まず精勤し、当時外来診療、手術、分
娩と昼夜を分かたず忙しかった思い出があります。平成4年、前
日まで通常どおり診療に携わっていた惇が急逝しましたので子
供達は口之津へ帰り、長男正博は産婦人科を、その妻直子は一
般内科を、惇存命中より帰っていた和博は消化器内科、一般内
科を担当し、長崎大学、福岡大学、九州大学から支援を受けな
がら現在まで診療を続けております。
　高度医療が発達し、中小病院の経営は非常に難しい昨今で
はありますが、哲翁病院の理念に基づいて理事と職員が一緒に
なって現代医療に乗り遅れないよう勉強し、患者さん、家族の
方に優しく接して行けばこの地域の方々に愛され、この地方の
中核病院として生き残れるものと信じています。

１．医の倫理に従い、知識と良心を捧げ、博愛の精神をもって医
療、保健活動を行い、出生から老年にいたるまで地域住民
の健康な生活の維持、向上のために尽くす。

２．患者の権利と主体性を尊重した医療を行う。
３．地域医療体制の中核として他の医療機関と提携し、患者に
とって最良の医療を支える。

４．より優れた医療、療養環境の提供をめざし職員は常に研鑽
に努める。

５．病院と職員はお互いの信
頼のうえに立ち、職員が
能力と個性を発揮し自己
実現できる働きがいのあ
る病院とする。

　内科・外科外来は、感冒、肺炎などの呼吸器系、胃潰瘍、胃
炎、肝炎、肝硬変、胆石症などの消化器系疾患、高血圧、脂質
異常症、糖尿病、パーキンソン病、変形性腰椎症、変形性膝関
節症など整形外科疾患その他多岐にわたっております。
　産婦人科外来は、妊婦管理、子宮頸部病変、卵巣腫瘍の経
過観察、不妊症、更年期障害、加齢に伴う子宮の位置異常、尿
失禁、骨粗鬆症患者などです。
　入院は、憩室炎、虫垂炎、虚血性大腸炎などの消化器疾患、
肺炎など呼吸器系の急性炎症性疾患、胃癌、大腸癌術後、脳卒
中、脳梗塞後遺症、再発癌、手術不能癌症例の化学療法患者
など外来と同様多岐にわたっております。

こもれび4

これからの医療は、役割分担と連携が大切！ 
いつもご協力いただいている地域の医療機関をご紹介します。 

連携医療機関のご紹介

【所在地】

〒８５９－２５０２

南島原市口之津町甲１１８１番地

ＴＥＬ：0957 – 86 - 3226

ＦＡＸ：0957 – 86 - 3227 哲翁富士子 理事長平成４年新築（～現在）

病院理念についてお聞かせください 

昨年開院100周年を迎えられたとお聞きしたのですが、
その歩みについてお聞かせください 

　島原半島南端の口之津で開院致
しました哲翁病院は、地域の皆様の
ご支援、先達の導きにより100周年
を迎えることが出来ました。四代目理
事長としてこの上もない喜びであり
ます。
　大正2年3月、伯父哲翁元邦が口
之津村八坂町の三井物産株式会社
口之津支店の跡地に眼科、内科を標
榜して哲翁医院を開院し、大正9年
母たまよが帰郷して診療に加わり哲
翁病院となりました。診療科目は眼

科、内科、産婦人科、外科で院長は哲翁元邦でありました。小さ
い病院ですが、古さでは長崎県で五指の中に入るそうです。母
たまよは、兄病気の電報を受け東京帝大での研究半ばで帰郷し
たのですが、その時父親の寿仙よりたまよは哲翁家に残り、兄
元邦を一生助けるよう諭され、大正11年父鉄治を婿養子に迎
えました。たまよは九州で2人目の女医だったと聞いておりま
す。医院隣の三井物産株式会社口之津出張所が三池に移転し
た跡地に外科、産婦人科診察室、手術室、レントゲン室、病室
の増築完成後、父も診療に加わり、外科、皮梅科を担当しまし
た。特筆すべきは近隣の先生に講師としてのご協力を仰ぎなが
ら昭和2年、当院に設立された産婆・看護学校です。定員20
名、修業年限1年で産婆学と看護学を修得させ、県の検定を受
ける資格を受得させました。しかしながら戦火も激しさを増した
昭和20年、閉鎖もやむなきに至りました。
　父母は常に助け合い一生懸命働き、兄元邦院長を支え、兄、
妹夫婦三人で仲良く診療に当たっていた様子を私はよく覚えて
おります。寿仙の提言を守り三人でしっかりした基礎を築いて
下さったことが、100周年を迎えられた大きな要因であろうと
私は思っております。三人の先達に深く感謝致します。
　私は母の姿を見て小さい時から母のような女医になりたいと
思い、昭和18年4月東京女子医学専門学校に入学出来、夏休
みに帰省した時、九大医学部3年生の森田惇と婚約、翌年7月
惇が陸軍軍医学校に入学することが決まり急遽結婚しました。
終戦後惇は昭和21年4月から九大第二外科に入局し、私は昭
和26年九大産婦人科入局を許されました。惇は父鉄治が心筋
梗塞を煩ったため昭和32年4月哲翁病院に入職、私は論文提
出を終えて昭和33年10月31日九大産婦人科を辞し、11月1日
哲翁病院に入職しました。

どのような患者さんが多いですか 

医療法人博愛会

哲翁病院
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当院では島原消防署、島原市消防団、 部ガスと連携し、
約１００名が参加して消防訓練を実施しました。 
毎年２回の訓練を実施しておりますが、今回は対応する職

員が最も少ない深夜帯に、４階東病棟の病室から火災が発生
したという想定で、当直医・病棟看護師・外来看護師・当直
技師・監視室・守衛が相互に連携して、通報・初期消火・患
者避難までの 連の訓練を いました。
火災の館内放送が鳴り響き、スモークマシンの煙が充満す

る中で訓練が始まり、駆けつけた職員が消火器で初期消火を
 い、歩 困難な患者はシーツに包み安全な区画まで引きず
って避難させ、４階のベランダからは逃げ遅れた患者を消防
隊員がはしご で救出しました。また、今回は、エレベータ
ー内に閉じ込められた患者の救出訓練にもチャレンジしま
した。 
 消防署からも、当院に設置しているスプリンクラーや防火
扉などの防火設備を十分活用すれば患者さんを助けること
が出来るとのお話しをいただきましたが、患者さんを安全に
避難させるために、職員が 常時に冷静に 動できるよう、
今後も消防訓練を継続していきたいと考えています。 

消防訓練を実施しました！消防訓練を実施しました！

後等）は、内科医、外科医、産婦人科医により領域を問わず応
じ、与えられた当院の役割を果たしております。

　当院では内科医による脳卒中後遺症、パーキンソン病など神
経疾患患者、外科医による末期癌患者の在宅診療を中心に在
宅医療に取り組んでいます。また看護師3名による訪問看護も
行っていますが、人手不足により活動範囲が限られているのが
現状です。

　当院の看護部長と連携室長は、島原病院勤務経験者という
ご縁があり、病院間の意志疎通は円滑にいっております。脳卒
中ホットラインは、当該疾患患者を常時受け入れていただける
大変優れたシステムでありがたく思っております。また、個々の
疾患に関しても専門医に直接相談すればすぐ受け入れていただ
き、大変助かっております。

　昨年度は開院１００周年を迎え、力まず、背伸びせず、医業
にのみ専念し、地味ながら着実に身を粉にして働くことが当院
の創立期からの基本姿勢でした。
今後もこれを頑なに踏襲し、敷居の低い島原半島南部地域の
医療拠点としての役割を担い得る病院として歩み続けます。ま
た、当院創立以来100年間、産科医療も受け継がれています。
誕生から老齢にいたるまでひとの一生に奉仕できる病院である
ことも当院の特徴です。

在宅医療の取り組みについてお聞かせください

島原病院への要望などありましたら

最後にひとこと何かアピールがありましたら

特に力を入れていることをお聞かせください

　平成6年私が理事長に就任して以来の20年間は、理念１，3
の実現をめざし、一般内科・総合診療の充実、二次救急機関と
して救急車受け入れ体制の整備、患者の地理的利便性を勘案
して専門外来の開設、疾病の早期診断を含む予防医学活動の
充実に意を注いでまいりました。その結果救急車受け入れは年
間180件前後となり島原半島南部の救急医療を担い、特殊外
来は当該地域に頻度の高い糖尿病、高血圧、甲状腺疾患、神経
内科疾患を中心に非常勤上級医師の診療により特殊検査のた
め高次医療機関受診以外は地元での通院が可能となりまし
た。疾病の早期発見、予防医学推進目的で平成10年成人病健
診施設の認可を受け、現在中小企業対象の協会けんぼ健診を
年間約1,500件、市民特定健診を約800件行っております。消
化器内科では、胃透視を年間約1,000件、大腸透視約80件、
上部消化管内視鏡約1,200件、下部消化管内視鏡約260件を
行い、早期癌発見に成果をあげております。また診療科に婦人
科がありますので婦人の子宮癌、乳癌同時検診の希望者も増
加し、マンモグラフィーを含めた乳癌検診は年間約1,500件、
子宮癌検診は約2,000件となり、子宮癌、乳癌治療のための高
次医療機関への紹介件数も増加しつつあります。
　病める人に最良の医療を提供するためには、自院の立場を明
らかにし、外部医療機
関との連携がなくては
なりません。当院では
地域連携室を通じ診療
所からの入院依頼、高
次医療機関で急性期
治療後患者の受け入れ
依頼（内科、外科、産
婦人科悪性腫瘍、脳梗
塞、脳卒中、骨折治療



こもれび6

検査科は当院の２階にあります。

部門紹介

検査室は大き
く検体・輸血・生理・細菌・病理部門にわかれて
おり、採血した検体は２階の検査室へ運ばれ、機
械で分析をしています。 
より正確かつ迅速な結果と質の高い検査が提供
できるよう日々、頑張っています。 
  理検査室では、地域医療に貢献できるよう、
検査技術のさらなるスキルアップを目指していま
す。 

４ より、２７年にわたり当院で診断に携わ
っていた大学病院の先生が常勤になりました。
従来よりも少しでも早く患者さんのもとへ診断
結果がお伝えできることと思います。 

≪スタッフ≫ 

臨床検査技師：11 名 

病理検査室

細菌検査室

検査科とは

女性：4 名 ・ 男性：7 名 

検体検査室

生理検査室

検査科のご紹介

生化学・血液・尿・

血糖・輸血などを

検査しています。

細菌培養・同定・感受性 

試験、抗酸菌検査など微 

生物の検査を行って 

います！

心電図・心臓エコー・肺活量 

（呼吸機能）・脳波・ 

神経伝導など 

術中迅速検査も可能に

なりました！ 
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新任医師紹介① 

② 長崎市 

林  徳眞吉
病理 診療部長

(はやし とまよし)

麻酔科 診療部長

(しばた しげき)

脳神経外科 医長

(のだ みつる)

外科 医長

(みしま たけひろ)

(さいじょう ともみ)

外科 医長

呼吸器内科 医長 小児科 医師

外科 医師 小児科 医師

外科 医師 整形外科 医師

(おおの つよし)

(いのうえ さとし)

(はらだ さだとも)

③ 長崎大学病院 

④ パソコンの組み立て 

  アップグレード 

⑤ 皆様に便利になってもらえ

① 野田 満
② 諫早市 

③ 北九州市立八幡病院 

④ バイク？

⑤ 地域医療にがんばって
　　取り組みます。

① 柴田 茂樹
② 愛知県名古屋市 

③ 長崎医療センター 

④ 歴史探索 

⑤ 慢性疼痛で悩んでおられる

患者様是非ペインクリニッ 

クへ紹介して下さい！ 

① 大野 毅
② 北九州市 

③ 長崎みなとメディカルセンター市民病院

④ ダイエット

⑤ 乳癌診療に力を入れています。
　　よろしくお願いいたします。

① 三島 壯太
② 大阪府 

③ 山口県立総合医療センター

④ 読書 

⑤ 地域医療に貢献すべく
　　頑張ります。

① 原田 定智
② 長崎市 
③ 長崎みなとメディカルセンター市民病院 

④ 息子と遊ぶこと

⑤　微力ではありますが、島原半島
　　の小児医療のお手伝いをさせて
　　頂きます。
　　どうぞよろしくお願いします。

① 西條 知見

② 徳島県 

③ アメリカ留学（研究） 

⑤ 頑張ります。 

① 井上 諭
② 大分市 

③ 三川内病院

④　サッカー

⑤　島原半島の医療に、地域の
　　皆様に貢献できるよう微力
　　ながら頑張ります。

① 濵田 隆志
② 鹿児島県 

③ 長崎大学病院 

④ サッカー 

⑤ 一生懸命頑張ります。

  よろしくお願いします。 

①氏名  ②出身地　③前任地

④趣味　　⑤ひとこと

① 内田 信宏
②　南島原市 

③　長崎医療センター

④　ジョギング 

⑤　島原病院で小児科医として働かせ
　　て頂きます。地元でもあり少しで
　　も役に立てるよう頑張りたいと思います。

① 髙橋 良輔

② 長崎市 

③ 長崎原爆病院 

④ バスケット 

⑤ 若輩者ですがどうぞ 

宜しくお願いします。 

４月より勤務される先生方です

るように頑張ります。

(うちだ のぶひろ)

(たかはし りょうすけ)(はまだ たかし)



こもれび8

発行／ 長長崎崎県県島島原原病病院院 広広報報委委員員会会
（事務局：地域医療支援センター） 

〒855-0861 長崎県島原市下川尻町7895番地

TEL 0957-63-1145（代表）  内線 116 
FAX 0957-63-6544 
URL  http://www.shimabarabyoin.jp/ 

外外来来受受付付時時間間

午前８：４５～午前１１：００ 

休休診診日日
土・日・祝日 

年末年始（１２月２９日～１月３日）

H２３ H２４ H２５ 

外来患者数（人/日） 258.6 271.2   

平均入院患者数（人/日） 207.2 203.4   

平均在院日数（日） 15.3 14.7   

診療科 内    容 H２３ H２４ H２５ 診療科 内    容 H２３ H２４ H２５ 

消化器及び腹部内臓 297 412 下肢骨接合 228 234

頭頚部・体表・内分泌外科 123 108 上肢骨接合 59 73

0685）股（頭骨口人5756腺乳

019術手節関下視鏡118科外児小

8232術手の腱73器吸呼

各臓器の外傷 2 1 神経の手術 5 15

小計 498 614 69成形節関

531121他のそ128瘍腫脳

脳血管障害 17 23 小計 

高血圧性脳内出血 14 15 腎・尿管悪性腫瘍手術 7 7

急性硬膜外血腫 1 1 根治的前立腺全摘術 7 9

急性硬膜下血腫 7 11 根治的膀胱全摘術 1 1

慢性硬膜下血腫 39 33 尿管皮膚瘻術 0 1

80術除切腺立前的道尿経881症頭水

0565術出摘瘍腫胱膀的道尿経11髄脊・椎脊

脳神経減圧術 0 0 前立腺生検 131 158

6616他のそ881術手内管血

脳低位的放射線療法 1 5 小計 269 300

0314他のそ
合          計 1,444 1,631

小計 165 156

数字で見る島原病院
外来及び入院患者数 平成26年4月7日より小児科を再開しました。診察時間：平日11時までの受診 

11時以降は救急対応休日及び時間外診療：偶数日のみ対応＊なお小児日曜診療は従来どおりです。

小児科再開のお知らせ（外来・入院）

手術件数

平均新入院患者数（人/日） 12.0 12.2   

紹介患者数（人/年） 4,651 4,888

279.8

5,208

13.0

206.2

14.2

453

125

61

9

11

6

665

3

14

12

1

8

40

9

0

0

8

7

25

127

168

62

58

7

17

10

39

97

458

7

12

0

0

7

48

152

78

304

1,554

512 561


