
今回は、健康教室・患者動向・ 
外来医師不在状況・医師異動 

のお知らせです。 

健康教室のご案内（場所：本院２階講堂） 

開催日時 テーマ・内容 

4月19日（水） 
うんこと大腸がん 

～排便状況と大腸がんの関連について～ 

患者動向についてのご報告 

平成２9年2月の紹介・逆紹介・病床稼働率について 

紹介患者総数 
（再診含む） 

市内 市外 紹介率 逆紹介率 一般病床稼働率 

1930人 1394人 536人 93.1％ 100.0％ 90.3％ 

救急外来 
患者総数 

救急車搬入 
ドクターヘリ

搬入 
病院搬送車搬入 ウォークイン 入院となった患者 

648人 247人 7人 19人 375人 161人（救急車使用） 

平成２９年4月 外来医師不在状況 

月 火 水 木 金 

3 
消内:吉田 亮 

4 5 6 
 

7 

10 
消内：日野直之 

11 12 13 
 

14 

17 
消内：吉田 亮 

18 19 20 
リ膠糖内：岡本百々子 

21 
リ膠糖内：野中文陽 
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泌尿：光成健輔 
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  呼外：森野茂行   
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診療科 役職 氏名 前任地 

腎臓内科 副医長 辻 清和 長崎 
医療センター 

医員 石橋 可奈子 長崎大学病院 

呼吸器内科 医長 吉田 将孝 泉川病院 

医員 須山 隆之 長崎大学病院 

神経内科 副医長 福元 尚子 諫早総合病院 

消化器内科 副医長 長田 和義 五島中央病院 

リウマチ科  
兼 糖内 

医員 松尾 巴瑠奈 当院研修医 

 
 

医員 中路 啓太 諫早総合病院 

血液内科 副医長 上条 玲奈 恵寿病院 

外科 副医長 榊原 優香 嬉野 
医療センター 

副医長 大石 海道 佐世保中央病院 

医員 藤田 朋宏 島根大学病院 

乳腺外科 医長 馬場 雅之 郡家病院 

消化器外科 医長 荒木 政人 嬉野 
医療センター 

泌尿器科 部長 今里 祐之 日赤長崎 
原爆病院 

形成外科 副医長 髙橋 美保子 宮崎江南病院 

小児科 医長 原口 康平 長崎大学病院 

副医長 明石 周爾 長崎みなとメディ
カル市民病院 

医員 宮副 祥一 長崎大学病院 

医員 三潴 正秀 長崎大学病院 

産婦人科 副医長 川下 さやか 長崎大学病院 

耳鼻咽喉科 医長 前田 耕太郎 長崎大学病院 

麻酔科 医員 岩崎 直也 長崎大学病院 

歯科 診療科長 池田 久住 長崎大学病院 

緩和ケア 
内科 

診療科長 冨安 志郎 西田病院 

リハビリ
テーション

科 

診療科長 田浦 智之 聖ﾌﾗﾝｼｽｺ病院 

整形外科 医長 梅木 雅史 長崎大学病院 

診療科 役職 氏名 転出先 

腎臓内科 医長 森 篤史 済生会 
長崎病院 

副医長 久原 拓哉 佐世保中央病院 

呼吸器内科 副医長 道津 洋介 がん研有明病院 

副医長 住吉 誠 長崎大学病院 

神経内科 医長 宮崎 禎一郎 長崎大学病院 

消化器内科 副医長 髙橋 孝輔 佐賀病院 

リウマチ科 
兼 糖内 

医員 岡本 百々子 諫早総合病院 

血液内科 副医長 田口 正剛 長崎大学病院 

外科 医長 田上 幸憲 宮崎大学病院 

医員 福嶋 絢子 嬉野 
医療センター 

乳腺外科 医長 進藤 久和 やました 
クリニック 

消化器外科 医長 黨 和夫 嬉野 
医療センター 

泌尿器科 医長 相良 祐次 長崎大学病院 

小児科 医長 西口 奈菜子 長崎大学病院 

医員 西口 亮 長崎大学病院 

医員 大塚 雅和 長崎 
医療センター 

医員 新宮 啓太 上五島病院 

産婦人科 医員 永田 典子 五島中央病院 

耳鼻咽喉科 医長 藤山 大祐 長崎大学病院 

医員 髙島 寿美恵 長崎大学病院 

歯科 診療科長 永松 敬 

リハビリ 
テーション 

科 

診療科長 土居 満 長崎大学病院 

整形外科 医長 水光 正裕 
 

労災病院 

☆医師異動のお知らせ（Ｈ２９．４．１付）☆ 


