
病院理念
五島の地域医療に貢献し、患者様に信頼される病院を目指します

目標
一 患者様中心の医療
二 安全な医療
三 質の高い医療
四 健全なる経営

五 救急医療の充実

基本方針
一 患者様にわかりやすい言葉で説明します
二 検査や治療については、患者様の同意を得て実施するように努めます
三 医療水準の向上に努めます

四 病診連携、保健・福祉機関との連携に努めます
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平成３１年４月１日付

（内 科）
〇腎臓内科 阿部 伸一 先生 → 上条 将史 （ｶﾐｼﾞｮｳ ﾏｻﾌﾐ）先生

〇消化器内科 吉良 圭史 先生 → 近藤 俊介 （ｺﾝﾄﾞｳ ｼｭﾝｽｹ）先生

〇呼吸器内科 本田 德鷹 先生 → 時任 高諄 （ﾄｷﾄｳ ﾀｶﾄﾓ） 先生

（整形外科） 堀内 英彦 先生 → 志田 崇之 （ｼﾀﾞ ﾀｶﾕｷ） 先生

岩﨑 俊介 先生 → 池永 仁 （ｲｹﾅｶﾞ ｼﾞﾝ） 先生

（外 科） 松隈 国仁 先生 → 吉野 恭平 （ﾖｼﾉ ｷｮｳﾍｲ） 先生

（小児科） 橋本 和彦 先生 → 江﨑 裕幸 （ｴｻｷ ﾋﾛﾕｷ） 先生

（泌尿器科） 光成 健輔 先生 → 浅井 昭宏 （ｱｻｲ ｱｷﾋﾛ） 先生

令和元年６月２日付

（内 科） 志垣 雅誉 先生 → 田島 和昌 （ﾀｼﾞﾏ ｶｽﾞｱｷ） 先生

令和元年７月１日付

（眼 科） 土井 祐介 先生 → 植木 亮太郎（ｳｴｷ ﾘｮｳﾀﾛｳ） 先生

平成３１年４月１日付

臨床工学技士 若宮 大翔 （ﾜｶﾐﾔ ﾋﾛﾄ） 人工透析室

看護師 伊藤 瞳 （ｲﾄｳ ﾋﾄﾐ） 3階南病棟

川﨑 綾美 （ｶﾜｻｷ ｱﾔﾐ） 5階北病棟

田端 夕奈 （ﾀﾊﾞﾀ ﾕｳﾅ） 5階南病棟

前川 志穂 （ﾏｴｶﾜ ｼﾎ） 3階南病棟

中尾 拳士郎（ﾅｶｵ ｹﾝｼﾛｳ） 5階南病棟

浦 悠登 （ｳﾗ ﾕｳﾄ） 5階北病棟

担当医師変更

新規採用職員



『郷診郷創』を目指します

五 島 中 央 病 院 ニ ュ ー ス

『郷診郷創』という言葉を聞いたことがありますか？ これは、地元の医院・病院を受診する患者さん
を増やそう、というスローガンです。いわゆる『地産地消』の医療版ですね。地方、特に離島で問題にな
っているのは、島内の医療機関で十分な検査や治療ができるにも関わらず、患者さんが本土の病院を受診
することです。その理由の一つに、島内にある医療機関からの情報不足があります。これからは積極的に
情報を発信したいと思いますし、その方法の一つとして、この「五島中央病院ニュース」を年３～４回、
定期的に「広報ごとう」へ折り込んでいくこととなりました。このニュースは病院広報誌「絆」の一部で
、市民の皆さん向けの内容を載せたページです。五島中央病院からのお知らせや、ためになる情報などを
提供していきたいと思っています。
もちろん、本土の病院と比較して足りないところは、できるだけ改善しなければなりませんし、さらに

信頼を得るためには努力が必要です。市民のための病院、という意識を持って日々診療に当たり、可能な
限り求められる医療を提供できるように努めていきたいと思います。当院では標準的な検査や治療なら受
けられますが、もちろん、当院で行えない領域の検査や治療については、島外の医療機関へ丁寧にご紹介
いたします。
島内の医療機関を受診することで住民の皆さんが地域の医院・病院を育て、そのことが島の医療レベル

を向上させて、活性化にも繋がります。こんな良い病院が島にあって本当によかった、安心して暮らせる
よ、といった声が少しでも増えるように精進していきたいと思います。よろしくお願いいたします。

五島中央病院 医療局長兼地域医療連携部長 福嶋 伸良

No.1

当診療所では、地域の子供から老人まで、多彩な疾患の初期診療及び慢性疾患の治療、そして通院ができない患者
さんに対しての在宅治療と終末期在宅医療に取り組んでいます。地域の患者様のために、急患の場合は、夜間・休日
問わず、２４時間３６５日診療に対応しております。

山内診療所・院長の宮崎岳大（ミヤザキ タケヒロ）です。
当診療所の紹介をさせていただきます。
当診療所は、福江島のほぼ中心に位置し、岐宿町二本楠の交

差点の近くにあります。

※詳しくは、ホームページを
ご参照ください。

私は、内視鏡専門医・総合内科専門医であり、五島の医療をよ
り良いものにするために、日本で有数の消化器内科・総合内科の
病院で学んできました。五島で医療を行うにあたって、地域医療
に求められているものとは、内科医として病気の患者様を治療す
ることだけでなく、病気の予防と健康教育に取り組むことです。
そして患者様個人だけでなく住民全体の両方を診ることがいかに
大切であるかを実感しています。

現在は、父と2人で診療を行っており、患者様のがんの検
診や特定健診を行うことを常に心掛けています。なぜなら、
病気の予防・早期発見・治療を行うことこそが、地域の診療
所に求められている使命と考えているからです。
「離島でエビデンスに基づいた医療を提供する」をモット

ーに地域の健康増進やがんの早期発見・治療ができるように
診療しています。

五島市のかかりつけ医紹介 第１回：山 内 診 療 所



（中央）整形外科長 志田 崇之（日本整形外科学会専門医, 日本体育協会公認スポーツドクター）

（右）リハビリテーション科長 前原 史朋（日本整形外科学会専門医）

（左） 医師 池永 仁

外来診療においては、腰痛、膝関節痛、肩関節痛といった慢性疾患や、骨折等の外
傷、腫瘍、スポーツ障害、骨粗鬆症といった整形外科全般に対する診療を行っていま
す。また隔週（月の第1,3,5週）で股関節をはじめとした乳児健診、新生児健診を行
っています。
入院診療においては、骨折に対する骨接合術や股関節、膝関節の人工関節置換術、

関節鏡下手術といった手術加療を中心に、外傷や障害に対する保存的治療、リハビリ
、装具療法などを行っております。

近年は、超高齢化社会に伴い、骨折等の外傷に加え、骨粗鬆症や脊椎、股関節、膝
関節をはじめとする変形性関節症といった整形外科疾患は増加の一途をたどっており
、今後多くの高齢者が整形外科疾患のためにQOL（Quality of  Life；生活の質,人生
の質）が低下することが予想されています。
当科では外来診療において、骨折の原因となりうる骨粗鬆症治療に重点を置き、積

極的な治療にあたっています。また、他の疾患においても早期の症状改善をはかると
ともに、各診療科、リハビリテーション科をはじめとした多職種スタッフ等と連携し
て、患者様のQOLを維持することを目指した診療を心がけています。手術加療におい
ては、早期離床、早期退院を目標として、スタッフ一丸となって入院治療にあたると
ともに、他の入院施設や福祉施設等とも連携して地域全体での治療をおこなっていま
す。
近年、五島市内の医療機関では骨折や外傷といった急性期治療を要する患者様の受

け入れ施設、入院施設が減る傾向にあり、五島市内の中核を担う病院において、我々
整形外科の果たす責任は今まで以上に重くなってきていますが、一人でも多くの患者
様が安心して治療できる整形外科を目指していきたいと思っております。

診 療 科 紹 介：整 形 外 科

スタッフ紹介

診療内容

整形外科長より



整 形 外 科 関 連 部 署 紹 介

リハビリテーション科は、外傷や骨折等の運動
器疾患の診断を受けた手術を要しない患者様や、
手術が必要な患者様の術前、術後の早期回復を目
的に関わっています。
身体機能の改善、日常生活に関わる動作の再獲
得や在宅生活に向けた取り組み等の支援を提供し
ています。

リハビリテーション科

3階南病棟は、おもに手術を受ける患者様を受け
入れている病棟です。当病棟では術前術後の患者様
に対する様々なケアやサポートを行っています。整
形外科系の手術を受けられた患者様は、状態が安定
してきたら地域包括ケア病棟へ転棟するケースが多
いです。

3階南病棟

手術室です。整形外科の手術では、主に骨折と外
傷に対するものがあります。そのうちのほとんどが
「骨接合術」といって、簡単にいうと骨折した部位
を器具で固定する手術のことです。できるだけ早期
に手術が行え、患者様が安心して手術を受けられる
ような看護を提供していきます。手術が終わったら
、3階南病棟へ行きます。

4階南病棟（地域包括ケア病棟）

手術室

4階南病棟は、地域包括ケア病棟です。自院他院
を問わず急性期治療後に状態が安定した患者様や回
復期のリハビリを必要とする患者様を受け入れてい
ます。在宅復帰を目指し、可能な限り住み慣れた地
域で生活できるように、地域の包括的な支援やサー
ビスを院内外多職種と連携し退院支援・調整を行っ
ています。



出身地：佐世保
診療科：腎臓内科
趣味：マラソン、バレ
ーボール
少しでも五島の医療

に貢献できるよう頑張
ります。よろしくお願
い致します。

出身地：長崎
診療科：消化器内科
趣味：読書、ランニ
ング
五島の医療の為に

精一杯頑張ります。
よろしくお願いしま
す。

出身地：佐世保市
診療科：泌尿器科
趣味：釣り
佐世保から参りました。新し

い環境で分からないことも多く
ありますが、よろしくお願い申
し上げます。

出身地：宮崎県
研修医
趣味：バドミントン、ダイエット
4月から研修医としてお世話になります

。1年目が一人でご迷惑をおかけすること
もあると思いますが、一生懸命頑張りた
いと思います。よろしくお願いします。

出身地：長崎
診療科：整形外科
趣味：ゴルフ、バド
ミントン
精一杯頑張ります

。よろしくお願いし
ます。

出身地：諫早市
診療科：眼科
趣味：吹奏楽、パワースポット巡り
福江は子供の頃に一度観光で来て以来

で、住むのは初めてです。このたびは一
人医長という大事な経験を積ませていた
だくことで一歩ずつ成長できたらと思い
ます。ご面倒をおかけするかもしれませ
んがよろしくお願い致します。

出身地：福岡県北九州市
診療科：小児科
趣味：食べ歩き
まだまだ未熟で頼りないです

が、精一杯頑張りますのでよろ
しくお願い致します。子供のこ
とで聞きたいことがあれば気軽
に聞いてください。わかる範囲
でお答えします。

出身地：宮崎県
呼吸器内科
趣味：映画鑑賞
内科医として4月から勤務しております

。呼吸器を専門にしておりますので、喘息
や肺炎等でお困りの方はご相談下さい。ま
た、緩和医療も専門にしておりますので、
入院中のか方や通院中の方で希望される場
合はいつでもご相談ください。これからよ
ろしくお願いします。

出身地：長崎
診療科：消化器内科
趣味：野球観戦、音楽鑑
賞
精一杯やりますので、

よろしくお願いします。

出身地：佐世保市
診療科：外科

よろしくお願い
します。

出身地：諫早市
診療科：整形外科

よろしくお願い致
します。

新 任 医 師 紹 介

志田 崇之
植木 亮太郎

浅井 昭宏 上条 将史

江﨑 裕幸 田島 和昌

池永 仁 吉野 恭平 近藤 俊介

時任 高諄 末原 照大

（H31.4.1～） （R1.7.1～）

（H31.4.1～） （H31.4.1～）

（H31.4.1～）
（R1.6.2～）

（H31.4.1～） （H31.4.1～） （H31.4.1～）

（H31.4.1～） （H31.4.1～）



行 事、イ ベ ン ト 情 報 5月～8月

医療機器寄附者への感謝状贈呈

JICA 集団研修

救急救命士実習修了

JICA（国際協力機構）研修員の方々が来院しました。例年、当院は研修受入機関になって
おり、アフリカ地域の地域保健担当官13名の方々が、日本の離島・へき地における保険医療
の現状と課題について視察し、学んでいかれました。

五島市消防本部 救急救命士の
木戸 雄大（きど たけひろ）さんが
当院での就業前病院実習を修了され
ました。１ヶ月間お疲れ様でした。
今後もますます救急の現場で活躍さ
れることと思います。

この度、故人 下野フミ子様がお使いになられていた
医療機器を下野和代様より当院へご寄附いただいきまし
た。フミ子様が入院中に当院の医師や看護師にお世話に
なったこともあり、寄贈したいと思われたとのことで、
大変ありがたく受納させていただきました。機器につい
て大事に使わせていただきます。患者様やそのご家族様
からこのように思っていただけることは、病院と病院ス
タッフにとってとてもありがたいことです。

臨床研修病院対抗クイズ大会 Dr’s  Dilemma

寄附への御礼

この度、人材活用・育成に活用
してほしいとのことでご寄附をい
ただきました。
ここに、ご芳名を掲載し、御礼

にかえさせていただきます。

小田 善彦 様

ありがとうございました。

毎年、京都で開催される、医学知識を競うクイズ大会
にて当院研修医チームが全国７位の成績を残しました。
全国有数の研修病院が参加する大会で、優勝するとアメ
リカで開催される世界大会に出場できるそうです。離島
の公立病院のチームでこのような上位に入るのはすごい
ことです。




