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平成６年３月自治医科大学を卒業し、

国立長崎中央病院（現 国立病院機構長

崎医療センター）の研修医として医師生

活が始まりました。小児科になる事を希

望し、小児科を最初のローテート先とし研

修を開始しました。秋に外科を回ったので

すが、たまたま上五島の外科医師の応援

という形で上五島に１週間お世話になるこ

とがありました。思えば…ここから、縁が

あったのかもしれません。研修医生活１

年が過ぎる頃、上五島病院小児科に２ヶ

月応援に行くことになりました。山下先生

と出会い、離島小児科医療の現場で色々

なことを学ぶことが出来ました。あっと言う

間の２ヶ月だった記憶があります。そし

て…平成８年５月、上五島病院に小児科

医として赴任することになります。長い上

五島生活の始まりは、研修医となって最

初から見え隠れしていた状況でした。 

最初の２年間の上五島小児科の記憶

は、サンタクロースセットを自前で購入し、

クリスマスにプレゼントを配って回ったこと

しか記憶にありません（嘘です）。仕事も

大変でしたが、２年目の冬、当時院長の

白濱先生を口説き落とし、島内一大きな

クリスマスツリーを買ってもらいました。た

ぶん、これが私の唯一の功績です（笑）。

あっと言う間に２年が終了し、上五島に

戻ってくることを皆と約束し、１年間の修

行に国立長崎中央病院に戻りました。１

年間の研鑽で、若干能力アップして上五

島の医療に携わるという目標で頑張って

いましたが、上対馬病院の小児科存亡の

危機という問題に直面し、医師となって４

年目に１人小児科で上対馬に渡ります。３

年間の１人小児科はこれも大変な３年間

でしたが、たくさんの楽しい思い出と経験

を積ませてもらいました。そして…上五島

へ異動命令により、医師９年目に上五島

に戻ることになります。平成１４年、再度

上五島に降り立ちます。数年経ても何も

変わらない上五島病院が迎えてくれまし

た。生活必需品をオサダに買いに行った

ら、小学校の子が「あっ」というびっくりした

顔と笑顔で迎えてくれたことも、記憶に

残っています。 

仕事は自分なりに頑張ったつもりです。

評価はみなさんにお任せします。良い事、

悪い事、当然評価は別れると思います。

色々文句など言いたいこともあるとは思

いますが、１つ１つにはお答え出来ませ

ん。申し訳ありません。ただ、皆さんのお

かげで、長らく上五島病院で仕事を続け

ることが出来ました。大変感謝をしていま

す。本当にありがとうございました。 

諸般の事情があり、上五島病院を退職

することとなりました。先のことはわかりま

せん。ひょっこり戻るかもしれません。テレ

ビで俳優しているかもしれません（爆）。イ

ンフルエンザのお話は先日掲載しました

ので、一番伝えたいことはお話し出来て

いると思っています。 

お体を大切に、皆さんもお元気で。 

（小森 一広） 

長年にわたり上五島の地域医療を支えてくれた小森先生が７月末で退職されました。 

退職にあたり、メッセージをいただきましたのでご紹介します。 
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平成28年8月24日（水）より、受付方法が自動再来受付機に変わります。 
 

自動再来受付機（再来機）について 

 再来機は、当院の診察券をお持ちの方がご利用いただけます。 

 

受付稼働時間 ８：００～１７：００ 

（窓口も８時からです。） 
※早く来院されても受付はできませんので 

ご注意ください。 
 

☆従来使用していた受付箱はありませんのでご注意ください。 

☆新患等の患者様は直接、事務員にお申し付けください。 

☆ご不明な点がございましたら、受付でお尋ねください。 

長崎大学では、JICA（Japan International Cooperation Agency／独立行政法人国際協

力機構）からの委託を受け、開発途上国の保健行政官を対象にJICA集団研修を実施して

います。 

上五島病院では毎年研修生の受け入れを行っており、今年も7月21日～7月22日に当院

にてJICA集団研修が行われました。 

院内の見学や当院医師および有川医療センター医師による講義の後、当初の予定時間

を過ぎてしまうほど熱心に議論が行われました。 
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 診療科 月 火 水 木 金 

内科 

１ 診 小田 岩田 井上 井上 井上 

２ 診 岸川 岸川 岸川 岩田 岸川 

３ 診 山口圭 白濱 白濱 古里綾 古里祐 

４ 診 古里綾 山口圭 山口将 山口将 山口将 

総合診療科 

５ 診 岩田 古里祐 山口圭 見陣 小田 

６ 診 

第1関田， 

滝内 古賀/研修医 渡邉/研修医 

第1、2 滝内 

第2、4 竹下 第3、4岩田 

第3、5 滝内   

内科 午後旧患   白濱 白濱     

総合診療科 午後旧患       八坂   

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       

胃内視鏡（午前） 

山口将 山口将 見陣 堀川 堀川 

第1、5 見陣 
小田 古里祐、竹下 山口圭 古里綾、岩田 

第2、3、4 井上 

大腸内視鏡（午後）   山口将 山口将／堀川 山口将 
（月1回） 

本田 

検診 
１ 診 古里祐 古里綾 岩田 小田 山口圭 

２ 診     小田     

外科 
１ 診 堀川 八坂 堀川 八坂 見陣 

２ 診       竹下   

小児科 
午前 久野 久野 久野 久野 久野 

午後   久野 久野 久野 久野 

産婦人科 １ 診 森崎 森崎 森崎 森崎 森崎 

        長大     

整形外科 

１ 診 鶴 鶴 鶴 鶴 鶴 

２ 診 一宮   一宮   （一宮） 

３ 診 薦田 薦田 薦田 薦田 薦田 

泌尿器科 
午前       長崎大学 長崎大学 

午後       長崎大学 長崎大学 

精神科 
○ ○ ○ ○   

○ ○ ○ ○   

眼科 
午前 船越 船越   船越 船越 

午後   （船越）   （船越） （船越） 

耳鼻科 
午前 長崎大学 長崎大学       

午後 長崎大学         

皮膚科     長崎大学     

放射線科 
        第1週 大学 

        第3週 長置 

平成28年8月1日～ 



 

 

※赤字の診察は予約・紹介予約の患者さんのみです。    

※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。   

★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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  泌尿器科 耳鼻科 神経内科 循環器科 皮膚科 

8月1日（月）   
金子先生 

★午前、午後 
      

8月2日（火）   
金子先生 

午前 
  

土居先生・江口先生 

★午前 
  

8月3日（水）         
原先生 

午前 

8月4日（木） 
志田先生 

★午前、午後 
        

8月5日（金） 
志田先生 

午前、午後（～16時） 
        

            

8月8日（月）   
原先生 

★午前、午後 

森先生 

★午前、午後 
    

8月9日（火）   
原先生 

午前 
      

8月10日（水）         
鍬塚先生 

午前 

8月11日（祝）           

8月12日（金） 
松尾先生 

午前、午後（～16時） 
        

            

8月15日（月）   
吉見先生 

★午前、午後 
      

8月16日（火）   
吉見先生 

午前 
  

土居先生 

★午前 
  

8月17日（水）         
竹中先生 

午前 

8月18日（木） 
大庭先生 

★午前、午後 
        

8月19日（金） 
大庭先生 

午前、午後（～16時） 
        

            

8月22日（月）   
渡邊先生 

★午前、午後 

調先生 

★午前、午後 
    

8月23日（火）   
渡邊先生 

午前 
      

8月24日（水）         
富村先生 

午前 

8月25日（木） 
計屋先生 

★午前、午後 
        

8月26日（金） 
計屋先生 

午前、午後（～16時） 
        

            

8月29日（月）   
原先生 

★午前、午後 
      

8月30日（火）   
原先生 

午前 
  

江口先生 

★午前 
  

8月31日（水）         
神尾先生 

午前 
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上五島病院では、将来、地域医療に情熱をもって勤務しようとする方を対象に修学資金を貸与します。 

募 集 対 象 者 〈看護師修学生〉 

・平成29年4月に看護系大学または看護師養成学校に入学予定の方 

・平成28年4月に看護系大学または看護師養成学校に在学中の方 
 

〈薬剤師修学生〉 

・平成29年4月に薬学系大学に入学予定の方 

・平成28年4月に薬学系大学に在学中の方 

募 集 期 間 平成28年9月1日（木）～平成28年10月31日（月） 

応 募 方 法 長崎県上五島病院総務係に下記書類を提出してください。 

①履歴書（要写真） 

②学校長推薦書 
※学校長推薦書の様式は上五島病院総務係で配布するほか、上五島病院ホー

ムページからダウンロードすることも可能です。 

選 考 方 法 小論文・面接試験を平成28年11月に実施します。 

（詳細な日時は後日応募者に通知します。） 

  大学以外の看護師養成学校 看護系大学 薬学系大学 

入学金 169,200円以内 282,000円以内 282,000円以内 

授業料 年額379,200円以内 年額520,800円以内 年額520,800円以内 

実習費 年額80,000円以内 年額80,000円以内 年額80,000円以内 

教科書購入費 年額50,000円 年額50,000円 年額50,000円 

生活費 月額50,000円 月額50,000円 月額50,000円 

貸与内容等（平成２８年度） 

貸 与 期 間 大学または養成学校に在学中の期間 

返 還 免 除 免許取得後、貸与を受けた期間の2倍を上五島病院に勤務したとき 

（お問い合わせ先） 

長崎県病院企業団 上五島病院 
〒857-4404 長崎県南松浦郡新上五島町青方郷1549-11 

E-mail kamihp@gold.ocn.ne.jp  FAX 0959-52-2981 

TEL 0959-52-3000 
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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  2016.8.1 発行     発行責任者 ：八坂貴宏   

○基本理念 

 地域と共に歩み、  

◆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 

長崎県南松浦郡新上五島町青方郷１５４９-11 

－ あ と が き － 
  
 暑い8月がやってきました。じめじめした梅雨も明け、太陽がぎらぎ

らと照りつける暑い夏の到来です。今年も海水浴、夏祭り、花火大会、

お盆と短くて忙しい夏になることでしょう。 

 

 お盆は、ご先祖様を自宅に迎えて供養する大切な行事です。お盆とい

うのは、正式には「盂蘭盆（うらぼん）」と言います。「ご先祖様の霊

がこの世に里帰りする」大切な時期、ご先祖様の霊を招いて供養しま

す。 

 お盆には、7月の「新盆」と8月の「旧盆」があります。明治維新の

後、日本の近代化を推し進めていた明治政府は明治6年、暦をそれまで

用いていた太陽太陰暦から、欧米と同じように太陽暦に変更しました。

明治5年の12月3日が突然、明治6年の1月1日になってしまったので、

当時はいろいろな混乱もあったようです。この時、お盆の時期も今の7

月になりました。 

 しかし、旧暦では農閑期にあったお盆も、1ヶ月早まるととても忙し

い時期に重なってしまいます。そこで、地域によっては「月遅れ盆」8

月15日をお盆としましょうということになって現在にいたっています。 

 お盆の時期は夏休みと重なり、子どもたちをはじめ兄弟、親戚が集ま

り、先祖のお墓参りをする良い機会となります。先祖の名前が刻まれた

墓前に静かに手を合わせ、お祈りすること

で、家族の大切さを確認する場となりま

す。子どもたちにとっても、自分たちの命

は一人だけでなく先祖から長く引き継がれ

ているものであり、大切にしなければなら

ないと自ら悟る機会にもなります。 

 

 それではみなさん、いろいろと忙しい夏

ですが体調に注意して元気に乗り切りま

しょう。 

（奈良尾医療センター 松村） 


