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今年度より当院に勤務している医師の中に「ゲネプロ」という組織から離島の総合診療

を学ぶため派遣されている医師がいます。 

ゲネプロとは本来、舞台やクラシック音楽において本番前に行う最終リハーサルのこと

を言います。ゲネプロから派遣された医師は、地域で活躍できる実力を備えた総合診療医

になるため、へき地離島を最終トレーニングの場として期間限定の研修を行います。その

国内での研修病院として上五島病院が選ばれたため、3名の医師が4月から勤務している

というわけです。 

今回は、当院に勤務しているゲネプロの医師がゲネプロについて紹介します。 

●「ゲネプロ」って？ 

 「ゲネプロ」は「離島・へき地医療で活躍出来る医師を育成しよう」という目的

のもと、救急医 斎藤学先生が代表となって本年度より始動したプログラムです。プ

ログラム一期生として所属する計7名の医師が、長崎県上五島、鹿児島県徳之島、

千葉県銚子と全国に散らばっています。ここ上五島病院では現在、以下にご紹介し

ます青木・高橋・石川 の3名が、それぞれ外科・整形外科・内科に所属し、研修さ

せていただいております。当院での勤務・研修が始まり半年が経過した今でも不慣

れなことも多く、多々ご迷惑をおかけすることがあるかと思います。少しでも上五

島病院を受診される患者さんのためになるよう精進したいと思いますので、何卒宜

しくお願い致します。 

 

●青木 信也（外科） 

 2007年滋賀医科大学卒業。 地域で役に立つ医師を目指して初期研修から神奈川

県の湘南鎌倉総合病院で過ごし、小児から高齢者までどんな主訴の人も診る北米型

ER(救急医)研修を積みました。救急と言っても、重症な患者さんだけでなく、お腹

が痛い、頭が痛いなど軽症の患者さんたちもしっかりと診る研修をしてきました。   

 また、鹿児島や沖縄の島々で離島研修も経験し、2013年北海道松前町立松前病

院で「総合診療医」として慢性期外来、病棟、訪問診療などに従事しました。現在

は上五島病院で外科・麻酔の研修中です。今までの経験を活かして、整形外科外来

や、有川医療センター、奈良尾医療センターでも外来をしています。夢は「地域

で、地域医療を担う医師 を教育すること」です。なんでも気軽にご相談ください。 

 

●高橋 賢亮（整形外科） 

 熊本県出身、2009年沖縄県琉球大学医学部卒業の高橋賢亮と申します。卒後は

沖縄県、東京都で救急医として勤務、タイ・ミャンマー国境のクリニックでボラン

ティア医師として活動後、現在上五島病院整形外科所属で勤務させていただいてお

ります。世界、日本のどこにいても健康格差のないようその手助けの一部になれる

よう頑張りますので宜しくお願い致します。 
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●石川 大平（内科） 

 長崎市生まれ、2013年に長崎大学医学部を卒業し、福

岡は飯塚市で3年間の研修後、上五島病院の内科でお世話

になっております。出身は長崎市ですが、壱岐・対馬にも

住んでいたこともあり、学生の頃から長崎の離島医療に関

わりたいという想いがありました。学生時分、上五島病院

でも複数回 実習させていただいたこともあります。3年間

の研修中も離島医療への気持ちは変わることなく、そろそ

ろ長崎の離島に帰りたい…と思っていたところ、知り合い

であった斉藤学先生がゲネプロという研修プログラムを開始すると。そしてその研

修病院第一号が上五島病院であるという話を聞き、これは何かのご縁だと考え 今の

環境に飛び込みました。医師としても、内科医としても駆け出しの身ではあります

が、日々多くを学び、よい診療が出来るよう成長したいと思っております。宜しく

お願い致します。  

●実施期間 

 11月1日（水）～12月15日（金） 

  13歳以上の方は基本的に１回接種です。 

  2回接種の場合は、1回目を11月29日（水）までに済ませてください。 

 

●接種時間 

 

●接種費用（自己負担額） 

 ・住民票のある方（成人、小児1回目）･･･1,000円 

 ・住民票のある方（小児2回目）･･･3,240円 

 ・住民票のある方（成人2回目）･･･4,320円 

 ・住民票のない方･･･4,320円（接種は11/15以降になります。） 

 ・里帰り妊婦及びその子ども･･･3,240円（接種は11/15以降になります。） 

  成人（高校生以上） 小児（中学３年生まで） 

住民票のある方 

 

※要予約 

※要予約 

（役場健康保険課：５３－１１６３） 

●定期受診者･･･ 

 受診時に接種できます。 

 （皮膚科、耳鼻科、眼科、健診受診者を

除く。） 

●定期受診者以外･･･ 

 月～金 15:30～16:30（受付16:20まで） 

※要予約 

（役場健康保険課：５３－１１６３） 

●定期受診者･･･ 

 受診時に接種できます。 

 （定期受診者の兄弟姉妹は同時に接

種できません。） 

●定期受診者以外･･･ 

 月・水・金 14:30～16:30 

住民票のない方 

※要お問い合わせ（５２－３０００）  

●11/15～12/15 

 月～金 15:30～16:30 

※要お問い合わせ（５２－３０００） 

 小児科へお問い合わせ下さい 

●11/15～12/15 

 月・水・金 14:30～16:30 
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  泌尿器科 耳鼻科 神経内科 循環器科 皮膚科 眼科 

11月1日（水）         
岩永先生 

午前 

前川先生 

午前 

11月2日（木） 
相良先生 

午前、午後 
        

宮城先生 

午前・午後 

11月3日（祝）             

              

11月6日（月）   
中尾先生 

午前、午後 
        

11月7日（火）   
中尾先生 

午前 
  

土居先生 

午前 
  

松永先生 

午前・午後 

11月8日（水）         
原先生 

午前 

松永先生 

午前 

11月9日（木） 
志田先生 

午前、午後 
        

山田先生 

午前・午後 

11月10日（金） 
志田先生 

午前、午後(～16時) 
        

山田先生 

午前 

              

11月13日（月）   
小路永先生 

午前、午後 

森先生 

午前、午後 
      

11月14日（火）   
小路永先生 

午前 
      

前川先生 

午前・午後 

11月15日（水）         
鍬塚先生 

午前 

前川先生 

午前 

11月16日（木） 休 診         
宮城先生 

午前・午後 

11月17日（金） 休 診         
宮城先生 

午前 

              

11月20日（月）   
原先生 

午前、午後 

調先生 

午前、午後 
      

11月21日（火）   
原先生 

午前 
  

江口先生・土居先生 

午前 
  

松永先生 

午前・午後 

11月22日（水）         
竹中先生 

午前 

松永先生 

午前 

11月23日（祝）             

11月24日（金） 
相良先生 

午前、午後(～16時) 
        

山田先生 

午前 

              

11月27日（月）   
渡邊先生 

午前、午後 
        

11月28日（火）   
渡邊先生 

午前 
      

前川先生 

午前・午後 

11月29日（水）         
富村先生 

午前 

前川先生 

午前 

11月30日（木） 
計屋先生 

午前、午後 
        

宮城先生 

午前・午後 

       

※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。   
※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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平成29年11月～ 

 診療科 月 火 水 木 金 

内科 

１ 診 小田 増田 井上 井上 井上 

２ 診 岸川 岸川 岸川 中村 岸川 

３ 診  白浜 白浜 古里綾 古里祐 

４ 診 古里綾 古里祐 山口将 山口将 山口将 

総合診療科 
1 診 増田 青木 高橋 石川 小田 

２診 石川 中村 梅田/研修医 渡邉/研修医 石川 

内科  1 診   白浜 白浜     

（午後予約） ２診 岸川   岸川     

神経内科（予約） （月2回） 調/森         

循環器内科（予約）   （隔週） 長大       

腎臓内科（予約）   （隔週） 長大       

糖尿病外来（午後予約）         古里祐 

高齢者総合、もの忘れ外来       1,3,5 古里綾   

（午後予約）       2,4 八坂   

胃内視鏡（午前） 
山口将 山口将 糸瀬 堀川 古里綾 

井上/青木 小田、石川 古里祐 見陣 増田、中村 

大腸内視鏡（午後）   山口将 堀川／山口将 山口将   

検診 
１ 診 古里祐 古里綾 石川 小田 中村 

２ 診     増田     

外科 
１ 診 堀川 八坂 堀川 糸瀬 見陣 

２ 診 糸瀬   見陣     

小児科 
午前 新宮 鶴川 新宮 鶴川 新宮 

午後 鶴川   新宮   鶴川（新宮） 

産婦人科 
１ 診 長大、久米 長大、久米 長大 長大、久米 長大、久米 

２ 診    （助産師）  （助産師） （助産師）  （助産師）  

整形外科 

１ 診 鶴 鶴 鶴 鶴 鶴 

２ 診 一宮   一宮 青木  （一宮） 

３ 診 高橋 高橋   高橋 高橋 

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   長崎大学 長崎大学  長崎大学 長崎大学 

午後   長崎大学   長崎大学   

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 
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10月15日（日）、長崎県上五島高等学校書華道部による爽やか

な書道パフォーマンスで幕を開けた第6回上五島病院フェスタおよ

び新上五島町健康まつりは盛会のうちに終了しました。 

医師によるバルーンアート、抽選会など、病院フェスタならではの

コーナーや、手術室見学、内視鏡シミュレーション、キッズセミナーと

いった体験型のコーナー、また業務紹介のコーナーなどがあり、病

院のこと、職員のことをより知ってもらうことができたと思います。 

最悪の天気予報でみなさんにご来場いただけるか前日まで心配していましたが、悪天

候にもかかわらず、約700名の方にお越しいただきました。ご来場いただいた地域のみな

さん、ご協力いただいた関係者のみなさん、本当にありがとうございました。 

（上五島病院フェスタ実行委員会） 
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職  種……医師事務作業補助者（臨時職員） 

     ※診断書作成等の業務を行います 

採用予定者…2名 

年  齢……不問 

申込期限……平成29年11月24日（金）17:00まで 

勤務時間……8:00～17:15 

報  酬……上五島病院非常勤職員設置要綱により支給 

面 接 日……後日連絡 

選考方法……面接試験 

提出書類……履歴書 

採用期間……（１）H29.12.18～H30.12.31【予定】 

      （２）H30.3.5～H31.2.28【予定】 

【詳しくは、下記までお問い合わせ下さい】 

長崎県上五島病院 総務係（TEL：0959-52-3000） 
〒857-4404 長崎県南松浦郡新上五島町青方郷1549-11 

※応募を希望される方は、下記申込先へ履歴書等をご提出ください。 

職  種……介護支援専門員・社会福祉主事（嘱託職員） 

採用予定者…1名 

応募資格……平成29年4月1日現在55歳以下で介護支援専門員又は社会福祉主事   

      任用資格を有する方 

申込期限……随時 

給  与……上五島病院要綱により支給 

昇  給……年1回 

手  当……期末手当、通勤手当、時間外勤務手当等 

試験日等……後日連絡 

選考方法……面接試験 

提出書類……履歴書 
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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  2017.11.1 発行     発行責任者 ：八坂貴宏   

◆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 － 
 

 11月になり、だんだん肌寒い日が増えて

きました。 

 寒くなって夜が長くなると、早い時間から

きれいな星を見ることができますよね。「寒

くなると星がきれいに見える」とよく聞きま

すが、これにはいくつかの理由があります。 

 理由の1つは、寒くなると日が暮れるのが

早いということです。早く日が暮れると空が

暗くなるのも早いので星が見えやすいので

す。それに比べて夏は夜でも太陽の光が残っ

ていて空が明るいため、星が見えにくいのだそうです。 

 ２つ目に、冬は空気が乾燥しているということです。空気中の水分が

多くなると視界が悪くなることから、湿気の多い夏に比べて乾燥してい

る冬の方が星がきれいに見えるというわけです。 

 他にも、夏は夜中まで出歩く人が多く、街のあかりが邪魔をしている

とか、冬は夏よりも気流が安定し嵐になることが少ないため、空気中に

塵や埃の舞い上がることが少ないなど、様々な理由があるようです。 

 

 調べたところ、今年の11月はしし座流

星群が極大を迎える（一番多く出現する）

そうです。１１月１８日の未明から明け方

にかけて見ごろとなるようで、月明かりの

影響が無く好条件とのこと。見える数はそ

んなに多くないようですが・・・・。 

 

 興味のある方は事前に情報を調べて、き

ちんと防寒対策をしてから天体観測を楽し

んでくださいね。 

（広報委員会 H．N） 

○基本理念 

 地域と共に歩み、  

        信頼され親しまれる病院 

※
よ
い
子
は
絶
対
に 

マ
ネ
し
な
い
で
ね
！ 


